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サービス現場における申し送り業務支援システム：
情報推薦による記録業務の効率化
福原 知宏1,a)

中島 正人4,1

三輪 洋靖1,2

濱崎 雅弘3

西村 拓一1

概要：今日，サービス業の現場では顧客に関する従業員間の情報共有が重要である．実際，高齢者介護の
現場では，高齢者の健康管理や業務運営の面で申し送りと呼ばれる情報共有が重要である反面，その記録
の作成と確認には多くの時間を要するといった問題が生じている．本研究では情報推薦に基づき記録業務
を効率化する申し送り業務支援システムを提案する．高齢者介護施設において行った評価実験結果につい
て報告する．

1. はじめに

務の効率化や安全衛生管理，利用者家族との関係維持にお
いて重要な役割を果たす．

今日，高齢者人口の増加により，介助や介護を必要とす

本研究では，サービス現場を対象とした申し送り業務支

る高齢者の数も増えている．厚生労働省の平成 21 年度介

援システムを提案する．システムの特徴として，(1) 利用

護保険事業状況報告によると，第 1 号被保険者で 65 歳以

者に関する柔軟な記録作成，(2) 申し送り作成の効率化，

上の人口は 2012 年 3 月末時点で 2,892 万人，その内，介

(3) マルチメディアを用いた情報共有がある．本研究では

護や支援を必要とする高齢者 (要介護認定者) は 485 万人

入所型の高齢者介護施設を対象とし，高齢者介護に従事す

(16.8%) である [1]．こうした中，訪問介護や施設介護等で

る従業員の申し送り業務を支援するプロトタイプシステム

高齢者介護に従事するヘルパーや介護福祉士，看護師の負

を開発した．システムの設計に際しては，現場共有知の概

担が増している．

念 [5] に基づき，従業員がその場で気付いた事柄を自由に

筆者らはサービス業における従業員の業務プロセスのモ

登録し，確認できるシステムを目指した．

デル化を目的とし，高齢者介護サービスを対象として従業

本論文の構成は次の通りである． 2 では関連研究につい

員の業務プロセス調査を行ってきた [2], [3], [4]．この中で，

て述べる． 3 では高齢者介護施設における申し送り業務の

従業員間の申し送りが介護サービスの品質向上に極めて重

現状と，支援システムの要件について述べる． 4 では申し

要であるとの認識に至り，申し送り業務の支援について研

送り業務支援のプロトタイプシステムについて述べる． 5

究を進めている．

では，システムを用いて行った評価実験について述べる．

申し送りでは，日勤や夜勤など勤務時間帯の異なる従業
員間での連絡や，同じ時間帯であっても介護福祉士や看護
師，作業療法士など職種間での連絡が行われる．介護施設
の場合，申し送りでは利用者の健康状態に関する注意事項

6 では，評価実験の結果について考察し，今後の課題につ
いて述べる． 7 では本論文のまとめを行う．

2. 関連研究

や事務連絡，利用者家族からの要望や苦情などが共有され

本節では関連研究および市販の介護業務支援システムに

る．申し送りは利用者の健康維持に必要なだけでなく，業

ついて述べ，本研究の位置付けを明らかにする．

1

2.1 市販の介護業務支援システム
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今日，様々な介護業務支援システムが市販されている．
例を挙げると，『すぐろく DS*1 』，『ケアオンライン*2 』，

*1
*2

http://www.wiseman.co.jp/welfare/products/suguroku.html
http://www.care-online.jp/
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*5 ，
『ちょうじゅ*3 』
，
『ftCare*4 』
，
『ヘルパーマネージャー』
*7 などがある．こ
『介護施設業務システム』*6 ，
『XC-Care』

そういえば田中さんは
誤嚥注意だったわね！
とろみ剤をもう少し
足そうかしら？

共有

れらの製品はタブレット PC やスマートフォン，ハンディ

申し送り情報
データベース

端末等を用い，従業員が現場で利用者のバイタルデータや

マイニング

共有・アラート

食事量，排泄量などの入力と確認を行えるよう設計されて
いる．
温，体重，SpO2*8 ，食事量，排泄量・回数など，利用者の
健康状態に関する基本情報の収集と管理が主であり，従業
員が気付いた事柄を柔軟に追加できる設計ではなかった．
本研究では情報推薦技術を用いて従業員の気付きをその場
で手軽に入力し，共有できるようにする．

新人介護士 利用者
Aさん
田中さん

過去に他の
人が入力し
た申し送り
から情報が
推薦される

利用者ごとの
申し送り内容の

申し送り件数，
従業員間連携の

可視化
気付き
気付き マイニング
田中満佐江様（
号室）
田中満佐江様（201号室
号室）
あれ? 田中さん，
情報の
入力 申し送り情報の
最近むせ込みが多
収集と
収集と
いなあ…気になるか
マイニング
ら入力しておこう！
申し送り情報

一方，これらのシステムにおける記録項目は，血圧，体

田中さんへの気付き
として，【食事介助】が
増えています．

場面： 食事介助
気付きメモ：

むせ込み多い，誤嚥に注意！
田中さんの食事場面について気付き：
・誤嚥に注意！（3/2 坂本）
・むせ込み多い（2/29 吉田）
・エプロン交換して下さい（2/27 阿部）

登録

Cancel

申し送り業務支援システム
業務支援システム

スマートフォン，
タブレットPC

ベテラン介護士
Bさん

図 1 本研究の全体像

2.2 訪問介護業務支援システム

Fig. 1 An overview of this study.

訪問介護業務の支援に関して，内山ら [6]，和田ら [7]，矢
口ら [8] は訪問介護業務支援システムの開発と評価を行っ
ている．これらの研究では，自宅に暮らす高齢者の食事や

2.4 本研究の位置付け
本研究では，サービス提供に関する基本情報だけでなく，

排泄状況といった生活の様子を訪問した看護師やヘルパー

サービス品質向上に向けた現場従業員の気付きに関する情

がその場で入力し，管理できるシステムを提案している．

報共有の支援を目指す．図 1 に本研究の全体像を示す．本

一方，これらのシステムでは，入力項目は固定であり，従

研究では，サービス業の現場において従業員が気付いた事

業員の気付きを入力し整理するのに適していない．また，

柄やサービス提供を行う際のノウハウを現場共有知 [5] と

写真や音声といったマルチメディアデータを扱うこともで

呼び，従業員間での共有の支援を目指す．その際，システ

きない．本研究では，従業員の気付きをその場で手軽に入

ムは従業員の現場での気付きに基づく様々な種類の情報を

力し共有できるシステムを目指す．

マイニングし，その結果を他の従業員にフィードバックす
る．これにより，従業員間の申し送り作成と共有を効率化

2.3 先進的な取り組み
より先進的な介護業務支援研究として，巖淵ら [9]，内平
ら [10], [11] の研究がある．
巖淵らは電子ペンを用いた訪問介護サービスにおける申
し送りの電子化システムを提案している．この研究では電
子ペンを用いて，ヘルパーが訪問介護記録書に記入した内

すると共に，現場全体でのサービス品質の向上を目指す．
本研究では現場共有知の実現に向けた第 1 段階として，
従業員が現場で気付いた事柄を柔軟に登録でき，申し送り
作成と確認を効率的に行えるシステムを提案する．

3. 申し送り業務の現状と支援システムの要件

容を電子化し，次の担当ヘルパーに携帯電話を介してその

本節では高齢者介護施設における申し送り業務の現状に

内容を連絡するシステムを提案している．本研究も申し送

ついて述べ，申し送り業務の支援に必要なシステム要件に

り内容の電子化を行うが，情報推薦技術を用いて入力内容

ついて述べる．

の推薦を行うこと，また，従業員の気付きをその場で手軽
に入力し共有する点が異なる．
内平らは医療・介護現場における音声つぶやきによるリ

3.1 申し送り業務の現状
記録業務の負荷

アルタイムな情報共有支援システムを提案している．本研

西村らによると，介護施設における間接業務の割合は従

究も内平らのアプローチに近いが，従業員の様々な気付き

業員 1 日の業務全体の 58%に及ぶと報告されている [5]．

を効率的に収集し共有する過程を支援する点が異なる．ま

その中で，記録の作成と確認に要する割合は全体の 20%で

た，情報推薦技術を用いて申し送り作成の効率化を行う点

あり，申し送り作成と確認に関する業務の効率化が求めら

も本研究の特徴である．

れている．
筆者らは石川県七尾市にある社会医療法人董仙会ならび
に介護老人保健施設和光苑のご協力の下，申し送り業務の

*3
*4
*5
*6
*7
*8

http://www.flds.co.jp/product/choujyu/nyusho.html
http://ftcare.info/
http://www.pr-pocket.com/helper manager/
http://www.sight-inc.co.jp/products.html
http://www.technotree.com/
血中酸素飽和度
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調査を行った．和光苑では，電子カルテと申し送りノート
による情報共有が行われているが，電子カルテによる情報
共有は効率的である反面，即座に入力あるいは確認を行え
ないといった問題があった．また，申し送りノートは各フ
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ロアで共有されているが，手書きで作成されており，作成

基本サービス提供のための利用者情報
（卵の黄身部分）：

の効率性と検索性の面で難点があった．従業員が現場での

氏名，性別，生年月日，家族構成，既往歴，
血圧，体温，脈拍，SpO2，食事量，排泄量など．

作業の中で柔軟かつ効率的に申し送りを行えるシステムが

電子カルテ
（電子化され，施設全体で共有）

必要である．
情報の種類
介護現場において扱われる情報は以下の 2 種類に分類で
きる．

(i) 基本サービス提供に関する利用者情報
• 個人情報 (氏名，性別，生年月日，家族構成等)
• 健康情報 (脈拍，体温，血圧，SpO2，体重，食事量，
排泄量等)

(ii) サービス品質向上のための情報 (処置の方法，利用者
家族からの要望，事務連絡等)
図 2 に介護施設で扱われる利用者情報の概念図を示す．

サービス品質向上のための情報
（卵の白身部分）：
利用者の健康状態に関する気づき，処置・介助の方法，
ご家族からの要望，機材・サービスに関する連絡事項など．

図 2

申し送りノート
（手書き，フロア内で共有）

介護施設で扱われる利用者情報の種類．図は卵をイメージし
たもの．卵の黄身部分は利用者の基本情報．白身部分はサー
ビス品質向上に必要な情報．

図 2 は，卵を模した図であり，玉子の黄身の部分には利用

Fig. 2 Class of information on customers in elderly-care facili-

者への基本的な介護サービスを提供するための情報が含ま

ties. The yolk part indicates the basic information of a

れる．また，白身の部分にはサービス品質を向上させるた

customer such as his/her name, sex, birth date, family,

めの情報が含まれる．今日，様々な介護業務支援システム

and so on. The white part indicates additional information on a customer which is needed to provide him/her

が市販されているが，これらのシステムは (i) の基本サー

more high-quality service. This information contains

ビス提供のための情報収集と管理を主眼において設計され

requests from his/her family, the way of assistance, and

ている．一方，(ii) の利用者へのサービス品質向上のため

so on.

の情報も，利用者の安全と快適な生活を担保する上で重要
な情報である．

第 2 に，申し送り作成の効率化が必要である．申し送り

筆者らが調査を行った和光苑では，電子カルテと紙の

作成において従業員が苦労するのは，申し送りの内容を検

ノート (申し送りノート) を用いた申し送りが行われてい

討することである．特に現場で発生した事柄を申し送りで

た．電子カルテには，(i) の利用者に関する基本情報が記録

連絡する場合，迅速に内容を入力できなければならない．

されており，申し送りノートには (ii) に属する情報が記載

本研究では，過去に申し送られた本文を推薦することで，

されていた．(ii) に属する情報として，具体的には，体位

従業員が迅速に申し送り作成できるシステムを目指す．

交換や移乗の方法，洗濯物に関する問い合わせ，家族から

第 3 に，マルチメディアを用いた気付き情報の共有が必

の依頼事項などがあり，介護の現場では利用者の基本情報

要である．従来の介護業務支援システムは数値やテキスト

以外の情報が多くやり取りされていることが明らかになっ

を主体としたデータの共有を支援してきた．一方，現場に

た [12]．このことから，本研究ではサービス品質向上のた

おける申し送りでは手書きの図や写真を用いた申し送り

めの情報を柔軟かつ効率良く扱えるシステムを目指す．

が行われている．写真や音声，動画などのマルチメディア
データを用いることで，言葉では伝えにくい怪我の部位や

3.2 申し送り業務支援システムの要件
申し送り業務支援システムの要件として以下の 3 点を挙
げる．

( 1 ) 利用者に関する柔軟な記録作成
( 2 ) 申し送り作成の効率化
( 3 ) マルチメディアを用いた気付き情報の共有
第 1 に，システムは利用者に関する柔軟な記録作成を行
える必要がある．従来の介護業務支援システムでは，利用

利用者への処置方法など，効率的な情報共有が可能となる．
本研究では，従業員が現場で気付いた事柄を迅速に音声や
写真で記録できるシステムを目指す．

4. 情報推薦機能を用いた申し送り業務支援シ
ステム
本節では申し送り業務支援システムのプロトタイプにつ
いて述べる．

者に関して記述する項目は限定されていた．介護施設にお
けるサービス品質向上には，従業員が気付いた事柄をその

4.1 システム構成

場で入力し共有できる必要がある．本研究では，従業員が

図 3 にシステムの構成図を示す．本システムは，濱崎が

利用者について気付いた事柄を自由に記録できるシステム

開発した Social Infobox システム [13] をベースに開発が行

を提案する．

われた．システムは Web サーバとクライアントシステム
から構成される．Web サーバとクライアントシステムは無

c 2012 Information Processing Society of Japan
⃝
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利用者情報一覧画面

利用者情報作成画面

「洗面」項目を選択

特定の項目名で
利用者を絞り込み

利用者一覧

図 3

システム構成図

「洗面」項目に関して
過去に入力された値が
推薦される

図 5 利用者情報管理画面．画面左は利用者情報一覧画面．画面右

Fig. 3 An overview of the system.

は利用者情報作成画面．

Fig. 5 Screen images of patient information. Left figure shows
the list of patients. Right figure shows the patient in居室

formation editor.

詰所

その場で
記録

申し送り事項発生

申し送り作成
（再編集）

送信・共有

システムには以下の機能がある．

浴室

( 1 ) 利用者情報管理機能

申し送り作成画面

?
確認事項発生
利用者情報作成・確認画面
写真撮影
その場で
確認

申し送り作成
（推薦使用）
送信

一時保存

申し送り共有へ

申し送り確認要求
発生

音声メモ

個人メモとして
一時保存

4.2 システムの機能

( 2 ) 申し送り機能
( 3 ) マルチメディア機能
利用者情報管理機能
利用者情報管理機能は，利用者の基本情報の登録と確認
を行うための機能である．図 5 に画面を示す．ユーザは属
性名や利用者名をタップすることで，利用者情報を確認で

利用者一覧画面

利用者情報画面

き，編集できる．利用者情報管理機能においても，情報推

図 4 システムの利用イメージ

薦が行われる．図 5 の画面右に利用者情報作成画面におけ

Fig. 4 Scenes of usage of the system.

る情報推薦機能を示す．ここでは，類似の属性名を持つ利
用者の項目から，属性名が推薦されるとともに，その属性
名をタップするとその属性名に関する属性値が推薦される．

線 LAN を介して接続される．データはサーバ上に蓄積さ
れ，クライアント側には蓄積されない．クライアントシス
テムには Apple 社の iPad2 と iPod touch を用いた．
図 4 に現場におけるシステムの利用シーンを示す．従業

申し送り機能
申し送り機能は，申し送り作成と確認を行う機能である．
図 6 に申し送り一覧画面と申し送り確認画面を示す．申
し送り一覧画面では，新着の申し送りを確認できるほか，

員は本システムを用いることで，詰所だけでなく，利用者

ユーザが受診，送信した申し送りの一覧，下書き中の申し

の居室や浴室など，作業を行う場所での記録作成と確認が

送りを確認できる．申し送り確認画面では，送信者，送信

可能である．また，申し送り作成に関して，従業員が忙し

日時，対象利用者，トピック，写真，音声メモ，申し送り

い場合には，その場で写真や音声メモだけを一時保存し，

本文，対応状況を確認できる．

詰所に戻ってから内容を再編集し，送信することも可能で

申し送り機能の特徴として，申し送り内容の推薦がある．

ある．こうした利用シーンは，従業員へのインタビューか

これは従業員が申し送り作成を行う際，類似の内容で他の

ら得たものである．利用者情報についても同様に，作業現

従業員が入力した内容を再利用して編集することで，申し

場や詰所内で記録作成と確認が可能である．これにより，

送り本文の作成を支援することを目的としている．申し送

柔軟な情報作成，申し送り業務の効率化，マルチメディア

り本文の推薦では，今回の実装では申し送りされた時間順

情報を用いた情報共有が可能となる．

に本文推薦が行われる．また，属性名の推薦については，
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申し送り一覧画面

表 1 利用者情報作成に関する実験で用いた利用者情報の例

申し送り確認画面

Table 1 An example of summary of a patient.
申し送り作成画面へ

利用者情報
作成・確認画面へ

撮影した
写真

利用者名
一覧

申し送り本文
新着
申し送り
一覧

属性名

属性値

部屋番号

112 号室

主食

全粥

副食

七分菜

使用道具

スプーン

トロミ

有

対応／未対応を選択

マルチメディア機能
マルチメディア機能では，写真と音声を使った申し送り
作成が可能である．音声メモ機能は，申し送りに音声メモ
を添付する機能である．写真撮影機能は，写真を撮影して

図 6 申し送り一覧画面 (左) と申し送り確認画面 (右)．

申し送りに写真を添付する機能である．これにより，利用

Fig. 6 Screen images of the list of messages (left) and the body

者の怪我の状態や，急いでいる際に声でメモを残すといっ

of a message (right).

た，実際の業務に即した申し送り作成が可能となる．

5. 実験
申し送り作成画面

申し送り作成画面（続き）

提案システムの効果を検証するため，以下の評価実験を
行った．

( 1 ) 利用者情報の作成と確認に関する実験
トピック：家族を選択

( 2 ) 申し送り作成と確認に関する実験
( 3 ) マルチメディア機能に関する評価

トピック「家族」に関する
申し送り本文

タップして利用者を選択．
（複数選択可能）

また，提案システムが実際の業務現場で利用可能かについ
て調査を行った．本実験は介護老人保健施設和光苑のご協
力の下，行われた．以下，それぞれの実験について述べる．

申し送りのトピック．
トピックが選択されると
本文が推薦される

タップして本文に入力．
編集して送信．

5.1 利用者情報の作成と確認に関する実験
概要
この実験では，申し送りノートに記載されている利用者

図 7

申し送り作成画面．利用者，トピック，宛先，本文を指定して

情報の作成と確認に関するシステムの効果について検証を

申し送りを作成．トピックを選択すると，本文が推薦される．

行った．利用者が入所時に記入する項目 (部屋番号，主食，

Fig. 7 Screen images of the message creation.

副食，食事の際の使用道具など)15 項目について，記録作
成と確認に関する所要時間を計測した．本実験には入所介

推薦を行う利用者 ua が使用する属性名を持つ他の利用者

護を担当する介護福祉士 2 名，看護師 2 名が参加した．

を求め，その利用者が使用する属性名から，まだ ua が使

記録作成では，システムを用いた記録作成と，ノートを

用していない属性名について，その属性名の使用頻度順に

用いた記録作成が行われた．システムを用いた記録作成で

推薦を行う．

は，入力する利用者について属性名推薦が機能するよう準

図 7 に申し送り作成画面における情報推薦の様子を示

備された．また，それぞれの属性名に対して属性値の推薦

す．申し送り作成画面では，利用者名，宛先，トピック，本

が機能するよう準備がされた．実験協力者は実験者が読み

文を入力する．主にタップ操作だけで申し送り作成できる

上げる属性名を選択し，選択した属性名に対して推薦され

ように設計されている．ユーザがトピックを選択すると，

る値を選択することで利用者情報を作成するよう指示され

そのトピックに関連する申し送り本文が推薦される．申し

た．表 1 に実験で用いた利用者情報の例を示す．ノート

送り内容が推薦された申し送りの中に含まれている場合，

を用いた記録作成では，実際に現場で使用されている書式

ユーザは推薦されたトピックを選択することで申し送りを

に，実験者が読み上げる属性名について，その値を記入す

作成できる．トピックは申し送りノートの分析の結果多く

るよう指示が行われた．

見られた，食事，排泄，褥瘡，家族，処置，服薬，その他
とした．
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申し送り作成では，システムの申し送り本文推薦機能を

4.0
3.5

3.4

評価するため，実験者は協力者に推薦機能の使用方法を予
め説明し，推薦機能を使って申し送り本文を作成するよう

時間
時間（
（分）

3.0
2.5
2.1
2.0
1.5

システムを用いた場合の
所要時間（分）
ノートを用いた場合の所
要時間（分）

1.2

1.0
0.4

0.5

指示を行った．実験で用いた申し送り内容は，推薦機能を
用いて本文を修正することなしに作成できる申し送りと，
推薦機能を使うが本文修正が必要な申し送りの 2 通りと
した．
申し送り確認では，システムの申し送り一覧を使った検

0.0
利用者情報
作成

図 8

利用者情報
確認

利用者情報の作成と確認に要する時間

Fig. 8 Time for creating and retrieving the summary of a patient.

索と，現場で使用されている申し送りノート 2011 年 11 月
分を使い，申し送り事項を探索する時間を計測した．従業
員の作業の様子はビデオカメラで撮影され，後日，ビデオ
映像の分析から作業時間を計測した．実験機材には iPad 2
および iPod touch を用いた．従業員はそれぞれの機器で
申し送り作成と確認を行った．

時間を比較した．従業員の作業の様子はビデオカメラで撮
影され，後日，ビデオ映像の分析から作業時間を計測した．

結果
実験結果を図 9 に示す．申し送り作成の評価に先立

実験機材には iPad2 が用いられた．ノートには， 5.2 で用

ち，現在の業務内での申し送り作成時間について和光苑

いた申し送りノートのコピーを用いた．

従業員にアンケート調査を行った結果，電子カルテ以外

結果

(申し送りノート，個人メモ等) を用いた場合に従業員 1

図 8 に利用者情報の作成と確認に要する時間を示す．利

人が 1 日に申し送りの記録に費やす時間は平均 6.9 分/日

用者情報の作成では，システムを用いた場合，1 件あたり平

(n = 50, SD = 4.8) であることが明らかになった．これに

均 3.4 分/件 (n = 4, SD = 0.4) の時間が掛かった．一方，

対し，申し送り支援システムを用いた場合，1 件あたりの

ノートを用いた場合，平均 1.2 分/件 (n = 4, SD = 0.1) で

記録に要した時間が平均 0.85 分/件であった．1 人の従業

あった．この結果から，手書きの方がシステムを用いる場

員が 1 日に申し送りを記録する回数は平均 2.5 件/日であ

合より速く，システムを用いることで逆に作業時間が長く

ることから，申し送り支援システムを用いた場合に，従業

なるという結果を得た．

員 1 人が 1 日に申し送りに費やす時間は平均 2.1 分/日と

利用者情報の確認では，ノートを用いた記録確認が平均

2.1 分/件 (n = 4, SD = 0.9) であったのに対し，システム
を用いた場合，1 件あたり平均 0.4 分/件 (n = 4, SD = 0.4)

なった．なお，時間削減効果を (1) 式と定義した．

1−

システムを用いた場合の 1 日当たりの所要時間
(1)
ノートを用いた場合の 1 日当たりの所要時間

の時間での確認が可能であった．このように利用者情報を

(1) 式を用いて計算すると，時間削減効果は 69.2% となり，

確認する場面においては，システムを用いることで効率的

申し送り作成において本文の推薦が有効に機能した場合，

に利用者情報を探索できることが示された．

現在より大幅な時間短縮が可能となる見通しを得た．

5.2 申し送り作成と確認に関する実験

りの確認に要した時間は平均 1.9 分/件 (n = 8, SD = 0.3)

概要

であった．これに対し，申し送り支援システムを用いた場

申し送り確認作業では，ノートを用いた場合の 1 件あた

申し送り作成と確認に関するシステムの効果を検証する

合，1 件あたりの確認に要した時間は平均 0.95 分/件であっ

実験を行った*9 ．この実験には，和光苑で入所介護を担当

た．従業員へのアンケートでは 1 人の従業員が 1 日に申し

する介護福祉士 2 名，看護師 2 名が実験協力者として参加

送りを確認する回数は平均 1.8 回であったことから，1 人の

した．

従業員が 1 日に申し送りの確認に費やす時間は，申し送り

実験では，システムを使った疑似的な申し送り作成およ

ノートを用いた場合が 3.4 分/日，申し送り支援システムの

び確認と，現場で使用されている申し送りノートを用いた

場合が 1.7 分/日となった．また，時間削減効果は 49.1%で

申し送り作成と確認に関する作業時間を比較した．実験協

あった．

力者は実験者から口頭で疑似申し送り作業が指示された．

これらの結果を総合すると，作成および確認作業を合わ

実験協力者は指示された申し送り内容について，申し送り

せた 1 日の申し送り業務について，申し送りノートを使用

支援システムと申し送りノートを用い，申し送りの作成と

した場合の 10.3 分/日から，申し送り支援システムを使用

確認を行った．

した場合の 3.8 分/日へと，1 人の従業員あたり 6.5 分/日

*9

の時間削減ができ，時間削減効果として 63.1%が得られる

本実験は産総研人間工学実験計画 (人 2011-347) の審査と承認を
経て実施された．
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12.0
10.3
10.0

1
時間
時間（
（分）

8.0

記録作成に
記録作成に関する評価
する評価
（4：
：利用に
：利用に
している，1：
利用に適している，
利用に適していない）
していない）
2
3

4

6.9

居室内

システムを用いた場合の所要時
間（推定値）（分）

6.0
3.8
3.4

4.0
2.1

ノートを用いた場合の所要時間
（分）

1.7

2.0

3.0

廊下

2.3

談話室（詰所前）

2.5
4.0

詰所内
0.0
申し送り
作成

申し送り
確認

洗面所

申し送り全体
（作成＋確認）

2.5

食堂

2.8
4.0

図 9

浴室

1 日の申し送り作成と確認に要する時間

Fig. 9 Elapsed time for writing and browsing information on
patients.

図 10

システムの利用場所（記録作成）に関するアンケート結果（4
段階評価．4：利用に適している．1: 利用に適していない）．

5.3 マルチメディア機能に関する評価

Fig. 10 Questionnaire results on appropriate places for recording information by using the system.

マルチメディア機能の効果に関して，上記実験に参加
した従業員 4 名にインタビューを行った．以下にインタ
ビュー結果を示す．

• 写真撮影機能は良い．今まではデジカメを事務所まで

1

借りに行って撮影していたが，その手間が省ける．

4

居室内

3.8

廊下

3.8

• 音声メモ機能は文字入力ができない従業員でも使える．
• 写真撮影機能，音声メモ機能とも，さっと撮影／録音

記録確認に
する評価
記録確認に関する評価
（4：
：利用に
：利用に
している，1：
利用に適している，
利用に適していない）
していない）
2
3

談話室（詰所前）

3.5
4.0

して申し送りに送信したい．

詰所内

• 看護・介護リーダーが記録入力を担当し，他の従業員

洗面所
食堂

は気付いたことを録音して残す．

3.8
2.5
4.0

浴室

• 利用者の発話を録音してカンファレンスで家族への説
明に使いたい．
インタビューの結果，写真撮影機能，音声メモ機能に対
する評価が高いことが分かった．このことから，写真撮影

図 11

システムの利用場所（記録確認）に関するアンケート結果（4
段階評価．4：利用に適している．1: 利用に適していない）．

Fig. 11 Questionnaire results on appropriate places for brows-

機能と音声メモ機能が従業員のニーズを捉えていたと考え

ing information by using the system.

られる．また，将来的に現場導入されたときの，運用提案
に関する回答も得られた．これらの回答から，申し送り支

等では利用者の家族に会う可能性があるため，システムを

援システムのコンセプトに対する従業員の高い評価と期待

用いた記録に適さないとのことであった．また，居室内で

が読み取れた．

の評点は評点 3.0 であり，写真撮影機能および音声メモ機
能を使ったシステムの利用が見られた．

5.4 業務現場におけるシステム利用可能性に関する調査

記録確認については食堂を除く全ての場所において平均

最後に，実際の業務現場にシステムを設置し，現場環境

評点 3.0 を上回った．このことから，記録確認については

の中でシステムの試用評価を行った．なお，今回は実際の

食堂以外の場所でシステムを利用できる可能性があると言

業務内でシステムを利用するのではなく，従業員に普段の

える．

業務を想像してもらいながら，現場環境を歩き回っても

以上のことから，提案システムは介護現場の業務フロー

らい，その中でシステムを用いた申し送りの作成・確認を

に即した形で申し送り業務を支援できる可能性があると言

行ってもらった．

える．

実験協力者は介護福祉士 2 名，看護師 2 名の 4 名である．
評価は 4 段階評価で行った．4 が「その場所がシステムの
利用に適している」
，1 が「その場所がシステムの利用に適
していない」である．図 10，図 11 にアンケート結果 (平

6. 考察
以下，実験結果についての考察と，今後の課題について
述べる．

均値) を示す．
記録作成に関しては詰所内と浴室での平均評点が 4.0 で

6.1 実験結果に対する考察

あった．これに対し，廊下，談話室，洗面所での評点は低

利用者情報の作成と確認実験からは，推薦機能が働いた

かった．従業員のコメントからは，廊下，談話室，洗面所

場合でも手書きで記入する方が早かった．一方，従業員の
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利用者情報作成業務を考えると，利用者情報を記録するの

インタビューと，申し送りノートの分析を通じた設計を

は入所や再入所の時であり，一旦，記録してしまえば，従

行った．有志の介護福祉士，看護師にご協力を頂き，シス

業員の間で利用者情報を参照できると言える．このことか

テムの効果に関して実験を行った．この結果，利用者情報

ら，利用者情報の作成時点では時間が掛かっても，一度，作

の作成と確認，申し送りの作成と確認，マルチメディアを

成してしまえば，システムを用いることで，利用者情報を

用いた申し送りによる業務効率改善の可能性を確認した．

効率よく参照できると言える．なお，今回の実験では，従

今後の課題として，情報推薦アルゴリズムの改良，システ

業員が自由に属性名を追加するといったことは行わなかっ

ムの長期評価がある．

た．今後，システムの現場業務での評価を通じて，利用者
に関する属性追加に関する評価を行う．
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記録作成の時間が短縮されることが確認された．一方，今

の下，実施されました．また，本研究にご協力頂きました

回の実験では，推薦がうまく働いたケースを想定しており，

社会医療法人財団董仙会並びに介護老人保健施設和光苑の

実際の業務においてどれだけ推薦が機能するかは明らかで

皆様に御礼申し上げます．

はない．今後，実際の業務場面に提案システムを適用し，
提案機能の効果を検証する必要がある．
画像，音声を用いた申し送りに関しては，従業員へのイ
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