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事業概要（1）

我が国の総人口は、平成28年9月1日現在、1億2690万人となっている。65歳以上の高齢者人口
は3454万人で、総人口に占める割合は27.2%となり、日本は「超高齢社会」となっている。高齢
者人口は、「団塊の世代」が75歳以上の後期高齢者になる平成37年には3658万人になると推測
されている（2025年問題）。
福島県も「超高齢社会」であり、平成29年1月1日現在の高齢化率が、29.6%と全国平均より高い
数値となっている。
このような背景を受けて介護施設の需要が高まりつつある中、介護現場においては、人材を取り
巻く様々な課題がクローズアップされている。
厚生労働省では、介護従事者の介護負担の軽減を図るために、「介護ロボット等導入支援特別事
業」を実施するなど、介護分野の課題解決に向けて、ロボット関連技術などの先端技術を活かす
試みが行われている。
福島県では、昨年度に引き続き「介護支援ロボット導入モデル事業」を実施し、介護支援ロボット
導入による介護従事者の負担軽減効果の検証を行った。検証期間は、1年間とし、第1期（6月〜）、
第2期（10月〜）に分け、それぞれ4ヶ月間実施した。
検証の対象としたのは、HAL®介護支援用腰タイプ（CYBERDYNE株式会社）、腰補助用マッス
ルスーツ®（株式会社イノフィス）、移乗・移動用ロボットKeipu（株式会社アイザック）である。
CYBERDYNE 社は昨年福島県郡山市に次世代型多目的ロボット化生産拠点を立ち上げ、今後
HAL®介護支援用腰タイプをはじめ様々なロボットの生産を予定している。腰補助用マッスルスーツ®
と移乗・移動ロボットKeipu は「ふくしま医療福祉機器開発事業費補助金」を元に開発されており、
いずれも福島県に縁の深いロボットである。
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HALR 介護支援用腰タイプ検証結果報告（2）

ア　HAL®介護支援用腰タイプ（CYBERDYNE株式会社）について
�　HAL®介護支援用腰タイプ（以下「HAL 腰タイプ」という。）とは、使用者が身に着け、
中腰姿勢の保持、体幹を起こす動作をアシストし、腰部の負担軽減を図る装着型ロボットで
ある。
　人が筋肉を動かそうとしたとき、脳から脊髄、運動ニューロンを介して筋肉に神経信号が
伝わり、筋骨格系が動作するが、この時、微弱な生体電位信号が皮膚表面に現れる。
　HAL 腰タイプは、使用者の皮膚表面に貼り付けられた電極パッドでこの信号を読み取り、
その信号をもとにパワーユニットを制御して、使用者の動作をアシストする。このアシスト
を利用し、移乗介助や排泄介助など行う。移乗介助では、要介護者を抱え上げる際に、後ろ
に引っ張られるアシストが入る。オムツ交換等の中腰姿勢では、腰を支えるような一定なア
シストが入り、中腰姿勢の維持が楽になる。
　また、アシストの強さを調整することができる。アシストの強さは、5段階となっており、
要介護者の身体状況や体格に合わせ、アシストの強さを調整し介助を行う。

HAL 腰タイプ製品仕様

本 体 寸 法：縦 27.6cm×横 45.6cm×高さ 50.9cm
重　　　量：2.9kg（バッテリ含む）
関節可動域：屈曲 130°、伸展 30°
駆 動 時 間：約 3時間

使用環境

場　　　所：屋内
動 作 温 度：0℃〜 40℃
相 対 湿 度：20%〜 80%

対象使用者のサイズ

適 用 身 長：140cm〜 180cm� � 大腿中間囲：80cm以下
適 用 体 重：40kg 〜 80kg 程度� � 骨　盤　幅：39cm以下
腹　　　囲：120cm以下

図 2―1

（1）事業概要  ｜  （2）HALR 介護支援用腰タイプ検証結果報告
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装着できない方

○�骨盤幅など身体サイズがHAL腰タイプに合わない方、および、体に大きな変形があるなどの
理由により、HAL腰タイプの装着が困難な方
○著しい関節障害（変形、炎症、脱臼など）を有する方
○心臓ペースメーカなどの能動型埋め込み医療機器をご利用の方
○妊娠中の女性�
○動作の手順や注意点などの簡単なご説明をご理解いただけない方
○皮膚の疾患等により電極の貼り付けができない方

イ　検証期間
第 1期検証期間：4ヶ月間�（平成 28年 6月〜）
第 2期検証期間：4ヶ月間�（平成 28年 10 月〜）

ウ　調査項目
　HAL腰タイプの負担軽減効果を検証するため、第1期、第2期それぞれの検証期間終了後に、
以下の項目について調査を行った。

（ア）使用者の内訳
ａ　性別
ｂ　年代
ｃ　腰痛の有無

（イ）装着について
ａ　装着について
ｂ　装着にかかる時間

（ウ）使用頻度、使用時間
ａ　使用頻度
ｂ　使用時間

（エ）介護業務ごとの負担軽減効果
ａ　移乗介助（車椅子⇔椅子）
ｂ　移乗介助（車椅子⇔ベッド）
ｃ　移乗介助（車椅子⇔便座）
ｄ　移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）
ｅ　立位保持介助
ｆ　オムツ交換
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ｇ　身体清拭
ｈ　体位交換
ｉ　リネン交換

（オ）今後も使用したいか
（カ）今後普及すべきだと思うか
（キ）付属品の評価

a　HAL®腰タイプ　センサベルト
b　HAL®腰タイプ　大腿カフベルト
c　HAL®腰タイプ　サポーターベルト

エ　調査結果
（ア）使用者の内訳

　HAL腰タイプを使用したのは、131名であった。
　性別は、男性が46名（35%）、女性が85名（65%）となった。（図 2―2）
　年代は、30代が54名（41%）と最も多かった。（図 2―3）
　腰痛の有無については、「腰痛がある」と回答した使用者が63名（48%）となった。（図2―4）
　また、男女別の腰痛の有無については、男性使用者では、46名中18名（39%）、女性使用
者では、85名中45名（53%）が、「腰痛がある」と回答した。（図 2―5、2―6）

性別（n＝131）

男 35％

女 65％

35%
65%

腰痛の有無（n＝131）

腰痛あり 48％

腰痛なし 52％

48%52%

腰痛の有無（男性）（n＝46）

腰痛あり 39％

腰痛なし 61％

39%61%

腰痛の有無（女性）（n＝85）

腰痛あり 53％

腰痛なし 47％

53%47%

図 2―2

図 2―4 図 2―5 図 2―6

年代（n＝131）

20代 29％10代 3％

30代 41％

50代 12％

40代
15％

15%
12%

41%

3%

29%

図 2―3

（2）HALR 介護支援用腰タイプ検証結果報告
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（イ）装着について
　装着については、69名（53%）が「簡単だった」と回答した。（図 2―7）
　男性使用者では、46名中25名（54%）、女性使用者では、85名中44名（52%）が「簡単だった」
と回答した。（図 2―8、2―9）
　また、装着にかかる時間は、男女とも「3〜 5分」と回答した使用者が最も多く、男性使
用者では、46名中21名（46%）、女性使用者では、85中38名（45%）となった。
（図 2―11、2―12）

装着について（n＝131）

簡単だった 53％

難しかった 47％

53%47%

装着について（男性）（n＝46）

簡単だった 54％

難しかった 46％

54%46%

装着について（女性）（n＝85）

簡単だった 52％

難しかった 48％

52%48%

図 2―7 図 2―8

図 2―10 図 2―11 図 2―12

図 2―9

装着にかかる時間（n＝131）

1～3分 26％10分以上 1％

3～5分 45％

5～10分
28％

26%28%

45%

1%

装着にかかる時間（男性）（n＝46）

1～3分 28％

3～5分 46％

5～10分 26％

46%

28%26%

装着にかかる時間（女性）（n＝85）

1～3分 25％10分以上 1％

3～5分 45％

5～10分
29％

25%29%

45%

1%
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（ウ）使用頻度、使用時間
　使用頻度については、1週間に「2回」と回答した使用者が最も多く、49名（37%）、次いで、
1回が47名（36%）となった。（図 2―13）
　また、1回の使用時間については、「40 分以上〜 60 分未満」と回答した使用者が、35名
（27%）と最も多かった。（図 2―14）

使用頻度（週） 　（n=131）

40％

30％

20％

10％

0％

36% 37%

13%

3% 4% 2%
5%

1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回

図 2―13

使用時間（１回）　　（n=131）

0％

10％

20％

30％

7%

23%
27%

10% 8%

14% 11%

20分未満 20分以上～
40分未満

40分以上～
60分未満

60分以上～
80分未満

80分以上～
100分未満

100分以上～
120分未満

120分以上

図 2―14

（2）HALR 介護支援用腰タイプ検証結果報告
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（エ）介護業務ごとの負担軽減効果
ａ　移乗介助（車椅子⇔椅子）
　移乗介助（車椅子⇔椅子）では、68名が使用し、46名（68%）が、「負担軽減効果があっ
た」と回答した。（図 2―15）
　男性使用者では、27名中20名（74%）、女性使用者では、41名中26名（63%）が、「負担
軽減効果があった」と回答した。（図 2―16、2―17）
　また、腰痛がある使用者では、32名中24名（75%）、腰痛がない使用者では、36名中
22名（61%）が、「負担軽減効果があった」と回答した。（図 2―18、2―19）

【使用者の感想】
○要介護者にHAL腰タイプの腰フレームを掴んでもらい、楽に移乗介助ができた。
○移乗介助時は、しっかり腰がサポートされていると感じ、業務終了後に腰痛や疲労感が少なかった。

移乗介助（車椅子⇔椅子）（n=68）

あった68％

なかった32％

68%

32%

移乗介助（車椅子⇔椅子）
（男性）（n=27）

あった 74％

なかった 26％

74%

26%

移乗介助（車椅子⇔椅子）
（腰痛あり）（n=32）

あった 75％

なかった 25％

75%

25%

移乗介助（車椅子⇔椅子）
（腰痛なし）（n=36）

あった 61％

なかった 39％

61%

39%

図 2―16

図 2―15 図 2―18 図 2―19

移乗介助（車椅子⇔椅子）
（女性）（n=41）

あった 63％

なかった 37％

63%
37%

図 2―17

図 2―20 図 2―21
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ｂ　移乗介助（車椅子⇔ベッド）
　移乗介助（車椅子⇔ベッド）では、111名が使用し、86名（77%）が、「負担軽減効果
があった」と回答した。（図 2―22）
　男性使用者では、42名中33名（79%）、女性使用者では、69名中53名（77%）が、「負担
軽減効果があった」と回答した。（図 2―23、2―24）
　また、腰痛がある使用者では、51名中41名（80%）、腰痛がない使用者では、60名中
45名（75%）が、「負担軽減効果があった」と回答した。（図 2―25、2―26）

【使用者の感想】
○離床時の移乗介助は負担なくでき、装着後、腰痛が軽減されていると感じた。
○装着時と、外した状態で移乗介助を行うと違いがはっきりしている。

移乗介助（車椅子⇔ベッド）（n=111）

あった77％

なかった 23％

77%

23%

移乗介助（車椅子⇔ベッド）
（男性）（n=42）

あった 79％

なかった 21％

79%

21%

移乗介助（車椅子⇔ベッド）
（腰痛あり）（n=51）

あった 80％

なかった 20％

80%

20%

移乗介助（車椅子⇔ベッド）
（腰痛なし）（n=60）

あった 75％

なかった 25％

75%

25%

図 2―23

図 2―22 図 2―25 図 2―26

移乗介助（車椅子⇔ベッド）
（女性）（n=69）

あった 77％

なかった 23％

77%

23%

図 2―24

（2）HALR 介護支援用腰タイプ検証結果報告

図 2―27 図 2―28



介護支援ロボット導入モデル事業01

12

ｃ　移乗介助（車椅子⇔便座）
　移乗介助（車椅子⇔便座）では、71名が使用し、43名（61%）が、「負担軽減効果
があった」と回答した。（図 2―29）
　男性使用者では、33名中22名（67%）、女性使用者では、38名中21名（55%）が、「負担
軽減効果があった」と回答した。（図 2―30、2―31）
　また、腰痛がある使用者では、33名中23名（70%）、腰痛がない使用者では、38名中
20名（53%）が、「負担軽減効果があった」と回答した。（図 2―32、2―33）

【使用者の感想】
○体重が重い方の移乗介助の際、腰をサポートしてくれて、いつもより楽にできた。
○狭いトイレで使用すると手すりや洗面台などにぶつかってしまう。

移乗介助（車椅子⇔便座）（n=71）

あった61％

なかった39％

61%
39%

移乗介助（車椅子⇔便座）
（男性）（n=33）

あった 67％

なかった 33％

67%
33%

移乗介助（車椅子⇔便座）
（腰痛あり）（n=33）

あった 70％

なかった 30％

70%

30%

移乗介助（車椅子⇔便座）
（腰痛なし）（n＝38）

あった 53％

なかった 47％

53%47%

図 2―30

図 2―29 図 2―32 図 2―33

移乗介助（車椅子⇔便座）
（女性）（n=38）

あった 55％

なかった 45％

55%45%

図 2―31

図 2―34 図 2―35
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ｄ　移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）
　移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）では、66名が使用し、35名（53%）が、「負
担軽減効果があった」と回答した。（図 2―36）
　男性使用者では、24名中15名（62%）、女性使用者では、42名中20名（48%）が、「負担
軽減効果があった」と回答した。（図 2―37、2―38）
　また、腰痛がある使用者では、29名中20名（69%）、腰痛がない使用者では、37名中
15名（41%）が、「負担軽減効果があった」と回答した。（図 2―39、2―40）

【使用者の感想】
○重たい要介護者の移乗介助で、腰が引っ張られると感じて、負担が軽減された気がする。
○二人にて移乗介助の際、腰をサポートしてくれて、安心して行うことができた。

移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）
（n=66）

あった53％

なかった47％

53%47%

移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）
（男性）（n=24）

あった 62％

なかった 38％

62%
38%

移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）
（腰痛あり）（n=29）

あった 69％

なかった 31％

69%

31%

移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）
（腰痛なし）（n=37）

あった 41％

なかった 59％

41%
59%

図 2―37

図 2―36 図 2―39 図 2―40

移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）
（女性）（n=42）

あった 48％

なかった 52％

48%52%

図 2―38

（2）HALR 介護支援用腰タイプ検証結果報告

図 2―41 図 2―42
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ｅ　立位保持介助
　立位保持介助では、83名が使用し、61名（73%）が、「負担軽減効果があった」と回答
した。（図 2―43）
　男性使用者では、34名中24名（71%）、女性使用者では、49名中37名（76%）が、「負担
軽減効果があった」と回答した。（図 2―44、2―45）
　また、腰痛がある使用者では、36名中27名（75%）、腰痛がない使用者では、47名中
34名（72%）が、「負担軽減効果があった」と回答した。（図 2―46、2―47）

【使用者の感想】
○�トイレで要介護者を立たせる時、HAL 腰タイプのアシストにより、腰や下肢への負担が軽減
され、楽に介助することができた。

立位保持介助（n=83）

あった73％

なかった 27％

73%

27%

立位保持介助（男性）
（n=34）

あった 71％

なかった 29％

71%

29%

立位保持介助（腰痛あり）
（n=36）

あった 75％

なかった 25％

75%

25%

立位保持介助（腰痛なし）
（n=47）

あった 72％

なかった 28％

72%

28%

図 2―44

図 2―43 図 2―46 図 2―47

立位保持介助（女性）
（n=49）

あった 76％

なかった 24％

76%

24%

図 2―45

図 2―48
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ｆ　オムツ交換
　オムツ交換では、113名が使用し、56名（50%）が、「負担軽減効果があった」と回答
した。（図 2―49）
　男性使用者では、41名中18名（44%）、女性使用者では、72名中38名（53%）が、「負担
軽減効果があった」と回答した。（図 2―50、2―51）
　また、腰痛がある使用者では、55名中28名（51%）、腰痛がない使用者では、58名中
28名（48%）が、「負担軽減効果があった」と回答した。（図 2―52、2―53）

【使用者の感想】
○オムツ交換時、支えられているのを感じた。楽にできた。
○�夜勤明けのオムツ交換の時に使用した。HAL腰タイプのアシストにより、腰への疲労感が軽減
され、いつもより楽に介助ができた。

オムツ交換（n=113）

あった50％

なかった50％

50%50%

オムツ交換（男性）
（n＝41）

あった 44％

なかった 56％

44%56%

オムツ交換（腰痛あり）
（n=55）

あった 51％

なかった 49％

51%49%

オムツ交換（腰痛なし）
（n=58）

あった 48％

なかった 52％

48%52%

図 2―50

図 2―49 図 2―52 図 2―53

オムツ交換（女性）
（n=72）

あった 53％

なかった 47％

53%47%

図 2―51

（2）HALR 介護支援用腰タイプ検証結果報告

図 2―54 図 2―55
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ｇ　身体清拭
　身体清拭では、46名が使用し、13名（28%）が、「負担軽減効果があった」と回答した。
（図 2―56）
　男性使用者では、14名中3名（21%）、女性使用者では、32名中10名（31%）が、「負担
軽減効果があった」と回答した。（図 2―57、2―58）
　また、腰痛がある使用者では、21名中6名（29%）、腰痛がない使用者では、25名中7
名（28%）が、「負担軽減効果があった」と回答した。（図 2―59、2―60）

【使用者の感想】
○介助時の前傾姿勢が楽だった。
○身体清拭の時、動くたびにHAL腰タイプに引っ張られ、作業効率が悪くなった。

身体清拭（n=46）

あった 28％

なかった72％

72%

28%

身体清拭（男性）
（n=14）

あった 21％

なかった 79％

21%

79%

あった 29％

なかった 71％

身体清拭（腰痛あり）
（n=21）

29%

71%

あった 28％

なかった 72％

身体清拭（腰痛なし）
（n=25）

28%

72%

図 2―57

図 2―56 図 2―59 図 2―60

身体清拭（女性）
（n＝32）

あった 31％

なかった 69％

31%

69%

図 2―58

図 2―61 図 2―62
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ｈ　体位交換
　体位交換では、102名が使用し、51名（50%）が、「負担軽減効果があった」と回答した。
（図 2―63）
　男性使用者では、40名中20名（50%）、女性使用者では、62名中31名（50%）が、「負担
軽減効果があった」と回答した。（図 2―64、2―65）
　また、腰痛がある使用者では、45名中24名（53%）、腰痛がない使用者では、57名中
27名（47%）が、「負担軽減効果があった」と回答した。（図 2―66、2―67）

【使用者の感想】
○体重が重い方の体位交換やベッド上で身体を動かす際は、腰痛が軽減されたと感じた。
○�ベッド上での体位交換、オムツ交換時は、アシストを受けながら行うことができ、腰への負担
が少ないように感じた。

体位交換（n=102）

あった50％

なかった50％

50%50%

あった 50％

なかった 50％

体位交換（男性）
（n=40）

50%50%

あった 53％

なかった 47％

体位交換（腰痛あり）
（n=45）

53%47%

あった 47％

なかった 53％

体位交換（腰痛なし）
（n=57）

47%53%

図 2―64

図 2―63 図 2―66 図 2―67

あった 50％

なかった 50％

体位交換（女性）
（n=62）

50%50%

図 2―65

（2）HALR 介護支援用腰タイプ検証結果報告

図 2―68 図 2―69



介護支援ロボット導入モデル事業01

18

ｉ　リネン交換
　リネン交換では、38名が使用し、13名（34%）が、「負担軽減効果があった」と回答
した。（図 2―70）
　男性使用者では、14名中3名（21%）、女性使用者では、24名中10名（42%）が、「負担
軽減効果があった」と回答した。（図 2―71、2―72）
　また、腰痛がある使用者では、15名中5名（33%）、腰痛がない使用者では、23名中8
名（35%）が、「負担軽減効果があった」と回答した。（図 2―73、2―74）

【使用者の感想】
○短時間での使用より連続した使用の方が腰痛の軽減があり、良かった。
○リネン交換作業は、上下、前後の動きが多く、その都度に引っ張られて、やりにくかった。

リネン交換（n=38）

あった34％

なかった66％

66%
34%

あった 21％

なかった 79％

リネン交換（男性）
（n=14）

21%

79%

あった 33％

なかった 67％

リネン交換（腰痛あり）
（n=15）

33%
67%

あった 35％

なかった 65％

リネン交換（腰痛なし）
（n=23）

35%
65%

図 2―71

図 2―70 図 2―73 図 2―74

あった 42％

なかった 58％

リネン交換（女性）
（n=24）

42%58%

図 2―72

図 2―75 図 2―76
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（オ）今後も使用したいか
　今後もHAL腰タイプを使用したいかという質問に対し、「使用したい」、「どちらかと言え
ば使用したい」と回答した使用者が、35名（27%）となった。（図 2―77）
　男性使用者では、46名中11名（24%）、女性使用者では、85 名中 24 名（28%）が、「使用
したい」、「どちらかと言えば使用したい」と回答した。（図 2―78、2―79）
　また、腰痛がある使用者では、63名中16名（25%）、腰痛がない使用者では、68名中19名
（28%）が、「使用したい」、「どちらかと言えば使用したい」と回答した。（図 2―80、2―81）

使用者より以下の意見があった。
【使用したい】
○�移乗介助などでは、もちろん負担の軽減となるし、改良してほしい点もロボットメーカーにつ
なげてくれる。
○HALを使用することによって、正しい移乗介助ができるようになるのではないかと感じた。
○腰への負担軽減に効果的であり、疲労感が少ない。
【どちらかと言えば使用したい】
○腰の負担軽減になると思う。
○�使い始めは面倒だと思ったが、慣れるにつれて使用した時と使用しない時の、腰の疲労度に違
いを感じた。

今後も使用したいか（n＝131）

どちらかと言えば
使用したい

22％

使用したい 5％

使用したくない17％

どちらかと言えば使用したくない 56％

56%

22%17%
5%

今後も使用したいか（男性）（n=46）

どちらかと言えば
使用したい

17％

使用したい 7％

どちらかと言えば使用したくない61％

使用したくない
15％

17%
15%

61%

7%

今後も使用したいか（腰痛あり）（n=63）

どちらかと言えば
使用したい

22％

使用したい 3％

どちらかと言えば使用したくない57％

使用したくない
18％

22%
18%

57%

3%

今後も使用したいか（腰痛なし）（n=68）

どちらかと言えば
使用したい

22％

使用したい 6％

どちらかと言えば使用したくない56％

使用したくない
16％

22%
16%

56%

6%

図 2―78

図 2―77 図 2―80 図 2―81

今後も使用したいか（女性）（n=85）

どちらかと言えば
使用したい

25％

使用したい 3％

どちらかと言えば使用したくない54％

使用したくない
18％

25%
18%

54%

3%

図 2―79

（2）HALR 介護支援用腰タイプ検証結果報告
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【どちらかと言えば使用したくない】
○装着に時間がかかる。また、移乗介助、体位交換以外では動きにくい。
【使用したくない】
○�重い。ベッドと壁の間に入り介助することもあるため、もう少しコンパクトにならないと使い
にくい。
○�地肌に直接電極パッドを貼るものだと、下着や服を選ばなくてはならないので、面倒だと感じた。

（カ）今後普及すべきだと思うか
　今後HAL腰タイプは、普及すべきだと思うかという質問に対し、「普及すべきだと思う」
と回答した使用者は、52名（40%）となった。（図 2―82）
　男性使用者では、46名中24名（52%）、女性使用者では、85名中28名（33%）が、「普及すべ
きだと思う」と回答した。（図 2―83、2―84）
　また、腰痛がある使用者では、63名中23名（37%）、腰痛がない使用者では、68名中29名
（43%）が、「普及すべきだと思う」と回答した。（図 2―85、2―86）

使用者より以下の意見があった。�
【普及すべきだと思う】
○HAL腰タイプを使用することで、腰痛予防につながり、体の負担が軽くなった。

思う40％

思わない7％

どちらとも言えない 53％

7%

53%
40%

普及すべきだと思うか
（n=131）

普及すべきだと思うか（男性）
（n=46）

思う52％思わない 7％

どちらとも言えない41％

52%41%

7%

普及すべきだと思うか（腰痛あり）
（n=63）

思う37％思わない 11％

どちらとも言えない52％

11%

37%
52%

思う43％

どちらとも言えない54％

思わない 3％

43%
54%

3%

普及すべきだと思うか（腰痛なし）
（n=68）

図 2―83

図 2―82 図 2―85 図 2―86

普及すべきだと思うか（女性）
（n=85）

思う33％思わない 7％

どちらとも言えない60％

33%
60%

7%

図 2―84
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○まだ入職して間もないのですが、先輩を見て腰痛は大きな問題だと思う。
○労働による疲労が軽減すれば、精神的な余裕、ストレスの改善につながると思う。
○女性で小柄な職員は装着後の効果に満足している。
【どちらとも言えない】
○使いこなすまでに時間がかかってしまう。
○今後コンパクト化、装着時間の短縮など改善されれば、普及すべきだと思う。
【普及すべきだと思わない】
○一人ひとりの身体に合っていない。

（キ）付属品の評価
ａ　HAL®腰タイプ　センサベルト

　HAL®腰タイプ　センサベルト（以下「センサベルト」という。）
とは、電極パッドに代わる乾式電極ベルトである。センサベルトは、
電極パッドの「汗で剥がれて困る」「皮膚がかぶれる」などの問題
解決のために開発された。サポーター素材に電位計測機能をプラス
して、腰に直接巻いて使用する。また、手洗い、もしくはネットに
入れて洗濯することが可能である。
　センサベルトの使用者23名を対象に、電極パッドとの比較アンケートを実施した。結果は、
以下の通りである。
　「装着のしやすさ」については、センサベルトのほうが良いと回答した使用者は、11名（48%）と
なった。電極パッドのほうが良いと回答した使用者は、4名（17%）となった。（図2―88）
　「装着時間」については、電極パッドのほうが装着するのに時間がかかると回答した使用者
が、16名（69%）となった。（図 2―89）
　「装着中のエラー」については、センサベルトのほうが、エラーが出やすいと回答した使用
者は、5名（22%）。電極パッドのほうが、エラーが出やすいと回答した使用者は、9名（39%）
となった。（図 2―90）

装着のしやすさ（n＝23）

電極パッド 17％

どちらとも
言えない
26％

無回答 9％

センサベルト48％

48%

17%
9%

26%

装着時間（n＝23）

電極パッド 69％無回答 9％

どちらとも言えない22％

22%
9%

69%

装着中のエラー（n＝23）

電極パッド 39％

どちらとも
言えない
26％

無回答 13％

センサベルト22％

26%

22%
13%

39%

図 2―88 図 2―89 図 2―90

図 2―87  取付けイメージ

（2）HALR 介護支援用腰タイプ検証結果報告
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【電極パッドと比較して良かった点】
〇皮膚トラブルが生じにくい。
〇�電極パッドを貼り付ける際は、何度も鏡を見ながら行っていたが、センサベルトは、確認する
ことなくできるので時間がかからなかった。
〇 3枚の電極パッドを貼る手間と腰部へ貼布の際、手元が絡み大変だったのが改善された。
〇エラーが少なく、誤作動的なものも少なかった。
〇装着時間が短くなった点が良かった。
【改良してほしい点】
〇コンパクト化。薄い物の方が良い。
〇衣類の上からでも装着できると良い。
〇体格の良い男性だと、装着時に圧迫感があるので、誰でも使用しやすいサイズにしてほしい。
〇乾きやすい素材、汗をはじく素材等にして汗が気にならないようにしてほしい。
〇肌に触れる部分をシールなどで、使用後剥がせるタイプがあれば良い。

b　HAL®腰タイプ　大腿カフベルト

　HAL®腰タイプ　大腿カフベルト（以下「大腿カフベルト」という。）とは、（従来型）脚部ベ
ルトの「大腿部が締めつけられてしゃがみにくい」「蒸れる」等の問題解決のために開発され、伸
縮性のゴム素材により大腿部のフィット感が向上し、着脱がワンタッチでできる。
【良かった点】
〇脚にフィットする。密着感が増した。動きやすかった。
〇脚の太さがあっても余裕があった。
〇脚を曲げた時に伸縮するため、使いやすかった。
〇脱着がワンタッチで時間短縮になった。
〇通気性が良く使いやすかった。
【改良してほしい点】
〇もう少し簡単に装着できて、かつ、ずれたりしないと良い。
〇脚に取り付ける際、左右どちらに回せばよいのか悩んだ。ワンタッチで装着できるようにしてほしい。
〇もう少し柔らかい素材を使ってほしい。

図 2-91　大腿カフに取付ける 図 2-92　（従来型） 脚部ベルト 図 2-93　（新型）大腿カフベルト



介護支援ロボット導入モデル事業 01

23

c　HAL®腰タイプ　サポーターベルト

　HAL®腰タイプ　サポーターベルト（以下「サポーターベルト」という。）とは、「腰ベルトに
より腹部が圧迫される」「腰部フレームに背骨が当たって痛い」「装着中に下がっていく」などの
問題解決のために開発され、本体の内側に入れる柔らかいクッションベルトである。腰部フレー
ムに取り付けることにより、体幹のホールド性が向上する。
【良かった点】
〇骨盤に当たって痛みがあったが、サポーターベルトをしてから改善された。
〇腰が安定し、装着して心地良く感じた。
〇HAL本体と体のフィット感が増した。
〇腰にフィットする。細い人でも安定する。
〇ずり下がり等なく使用できた。
【改良してほしい点】
〇通気性を良くしてほしい。
〇様々な体型の方がいるので、ベルトを交換するだけで自分にピッタリのものがあると良いと思った。
〇もっと簡単に本体とベルトをつなげられると良い。

（2）HALR 介護支援用腰タイプ検証結果報告

図 2-94　サポーターベルト 図 2-95　取付けイメージ
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オ　検証結果
　今回の検証では、131名がHAL腰タイプを使用した。
　検証期間終了後のアンケート調査の結果、全ての移乗介助（「車椅子⇔椅子」、「車椅子⇔ベッ
ド」、「車椅子⇔便座」、「リクライニング車椅子⇔ベッド」）で負担軽減効果を実感しているこ
とがわかった。
　今回調査した中で、最も負担軽減効果があった業務は、「移乗介助（車椅子⇔ベッド）」で
あり、111名中86名（77%）が、「負担軽減効果があった」と回答した。（図 2―22）
　また、「男性使用者」「女性使用者」「腰痛がある使用者」「腰痛がない使用者」の使用者別
で見た場合でも、「移乗介助（車椅子⇔ベッド）」で「負担軽減効果があった」との回答が最
も多かった。
　次いで、男性使用者では、「移乗介助（車椅子⇔椅子）」で、女性使用者では、「立位保持介助」
で「負担軽減効果があった」との回答が多かった。（図 2―16、2―45）
　また、「腰痛がある使用者」「腰痛がない使用者」ともに、「立位保持介助」で「負担軽減効
果があった」との回答が多かった。（図 2―46、2―47）
　HAL腰タイプを使用するメリットは、移乗介助やオムツ交換などの中腰姿勢の際、腰への
負担が軽減されることである。使用者からは、「移乗介助は、腰に負担なく行えた。」「オムツ
交換時は、以前より疲労感や腰の痛みは感じなかった。」などの声が聞かれた。
　昨年度の検証の結果を受けて、第 2期検証期間中に「センサベルト」「大腿カフベルト」「サ
ポーターベルト」を導入した。
　「センサベルト」については、電極パッドより使いやすいとの意見が多かった。
　「大腿カフベルト」については、大腿の締め付けが緩和され、使いやすくなったとの意見が
あった。
　また、「サポーターベルト」については、装着することでHAL腰タイプと体の密着性が増し、
安定したアシストを受けられるようになったという意見があった。
　今後、ロボットメーカーに望むHAL腰タイプの改良点としては、「防水化」「小型・軽量化」
があげられている。なお、「防水化」については、平成28年11月に発売された02モデルで改
良され、入浴介助でも使用できるようになった。
　残る課題としては、「小型・軽量化」であるが、さらなるロボットメーカーの努力に期待し
たい。
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腰補助用マッスルスーツ®検証結果報告（3）

ア　腰補助用マッスルスーツ®（株式会社イノフィス）について
　腰補助用マッスルスーツ®（以下「マッスルスーツ」という。）とは、呼気スイッチで人工
筋肉に圧縮空気を出し入れすることで補助力を発生させ、介助動作を支援するロボットであ
る。
　マッスルスーツの動力源は圧縮空気であり、1本で最大 200Kgf の収縮力を発生する空気圧
式McKibben 型人工筋肉を採用している。
　下半身に対して上半身をまっすぐにする（伸展する）ための力を、最大約 25Kgf 補助する。
これにより持ち上げる際の腰の負担を軽減するだけでなく、しゃがみ込んで脚の力で持ち上
げる際の脚の力も補助する。また、おろす際も、マッスルスーツの脱力に合わせ動作するこ
とで、腰や脚にかかる負担を軽減する。このような機能により、椎間板の圧縮力と腰への負
担を大幅に軽減することが可能となる。
　操作方法は、呼気インターフェイス（マウスピース）を咥え、息を「吸う・吐く」の動作でマッ
スルスーツを制御する。「吸う」と人工筋肉に空気が入り、補助力が発生する。「吐く」と人
工筋肉より空気が抜け、補助力が解除される。この補助力を利用し、移乗介助や排泄介助等
を行う。移乗介助の際、要介護者を抱え上げる際に息を吸い（補助力発生）、要介護者をおろ
しながら息を吐く（補助力解除）。また、オムツ交換等の中腰姿勢では、中腰姿勢になり息を
吸い、補助力を発生させた状態で使用。マッスルスーツが上半身を支えてくれるため、中腰
の維持が楽になる。

マッスルスーツ製品仕様

本体寸法：Fサイズ：幅 50cm×高さ 90cm×奥行き 22cm
S サイズ：幅 45cm×高さ 78cm×奥行き 20cm

重　　量：Fサイズ：本体�5.0Kg�ボンベ 1.5Kg�合計　約 6.5Kg
S サイズ：本体�4.2Kg�ボンベ 1.5Kg�合計　約 5.7Kg

使用環境：温度　5℃〜 35℃　　湿度　70%未満
適用身長：Fサイズ�160cm〜 185cm

S サイズ�150cm〜 165cm
補 助 力：最大 25kgf

図 3―1

（3）腰補助用マッスルスーツ®検証結果報告
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イ　検証期間
第 1期検証期間：4ヶ月間�（平成 28年 6月〜）
第 2期検証期間：4ヶ月間�（平成 28年 10 月〜）

ウ　調査項目
　マッスルスーツの負担軽減効果を検証するため、第 1期、第 2期それぞれの検証期間終了
後に、以下の項目について調査を行った。

（ア）使用者の内訳
ａ　性別
ｂ　年代
ｃ　腰痛の有無

（イ）装着について
ａ　装着について
ｂ　装着にかかる時間

（ウ）　使用頻度、使用時間
ａ　使用頻度
ｂ　使用時間

（エ）介護業務ごとの負担軽減効果
ａ　移乗介助（車椅子⇔椅子）
ｂ　移乗介助（車椅子⇔ベッド）
ｃ　移乗介助（車椅子⇔便座）
ｄ　移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）
ｅ　立位保持介助
ｆ　オムツ交換
ｇ　身体清拭
ｈ　体位交換
ｉ　リネン交換

（オ）今後も使用したいか
（カ）今後普及すべきだと思うか
（キ）付属品の評価
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エ　調査結果
（ア）使用者の内訳

　マッスルスーツを使用したのは、137名であった。
　性別は、男性が50名（36%）、女性が87名（64%）となった。（図 3―2）
　年代は、30代が51名（37%）と最も多かった。（図 3―3）
　腰痛の有無については、「腰痛がある」と回答した使用者が71名（52%）となった。（図
3―4）
　また、男女別の腰痛の有無については、男性使用者では、50名中22名（44%）、女性
使用者では、87名中49名（56%）が、「腰痛がある」と回答した。（図 3―5、3―6）

　

性別（n＝137）

男 36％

女 64％

36%
64%

年代（n=137）

20代 30％30代 37％

40代
15％

50代 15％
60代 2％ 10代 1％

15%

15%
30%

37%

1%2%

図 3―2 図 3―3

腰痛の有無（n=137）

腰痛あり 52％

腰痛なし 48％

52%48%

腰痛の有無（男性）（n=50）

腰痛あり 44％

腰痛なし 56％

44%56%

腰痛の有無（女性）（n=87）

腰痛あり 56％

腰痛なし 44％

56%44%

図 3―4 図 3―5 図 3―6

（3）腰補助用マッスルスーツ®検証結果報告
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（イ）装着について
　装着について、68名（50%）が「簡単だった」と回答した。（図 3―7）
　男性使用者では、50名中30名（60%）、女性使用者では、87名中38名（44%）が、「簡単
だった」と回答した。（図 3―8、3―9）
　また、装着にかかる時間は、「1 〜 3 分」と回答した使用者が53名（39%）と最も多
かった。（図 3―10）男性使用者では、「1〜 3分」と回答した使用者が最も多く50名中
26名（52%）となった。（図 3―11）女性使用者では、「3〜 5分」と回答した使用者が最
も多く87名中32名（37%）となった。（図 3―12）

図 3―7 図 3―8 図 3―9

図 3―10 図 3―11 図 3―12

簡単だった 50％

難しかった 48％

装着について
（n=137）

無回答 2％

50%48%

2%

簡単だった 60％

難しかった 38％

装着について（男性）
（n＝50）

無回答 2％

60%38%

2%

簡単だった 44％

難しかった 54％

装着について（女性）
（n=87）

無回答 2％

44%54%

2%

無回答 1％

1～3分 39％3～5分 37％

5～10分
20％

装着にかかる時間
（n=137）

10分以上 3％

39%20%

37%

1%
3%

10分以上 2％

1～3分 52％3～5分 38％

装着にかかる時間（男性）
（n=50）

5～10分 8％

52%38%

2%8%

無回答 1％

1～3分 31％3～5分 37％

装着にかかる時間（女性）
（n=87）

10分以上 5％

5～10分
26％

5%
26% 31%

37%

1%
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（ウ）使用頻度、使用時間
　使用頻度については、1 週間に「1 回」と回答した使用者が最も多く、50名（36%）
となった。（図 3―13）
　また、1回の使用時間については、「20分未満」と回答した使用者が最も多く、78名
（57%）となった。（図 3―14）

　　　
　

使用頻度（週）　　（n=137）

0％

5％

10％

15％

20％

25％

30％

35％

40％ 36%

1回

24%

2回

15%

3回

4%

4回

3%

5回

0% 0%
6回 7回

12%

その他

7%

無回答

図 3―13

使用時間（１回）　　（n=137）

0％

10％

20％

30％

40％

50％

60％ 57%

24%

13%

2% 3% 1%
20分未満 20分以上～

40分未満
40分以上～
60分未満

60分以上～
80分未満

80分以上～
100分未満

100分以上～
120分未満

図 3―14

（3）腰補助用マッスルスーツ®検証結果報告
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（エ）介護業務ごとの負担軽減効果
ａ　移乗介助（車椅子⇔椅子）
　移乗介助（車椅子⇔椅子）では、59名が使用し、48名（81%）が、「負担軽減効果があっ
た」と回答した。（図 3―15）
　男性使用者では、29名中24名（83%）、女性使用者では、30名中24名（80%）が、「負担
軽減効果があった」と回答した。（図 3―16、3―17）
　また、腰痛がある使用者では、29名中25名（86%）、腰痛がない使用者では、30名中
23名（77%）が、「負担軽減効果があった」と回答した。（図 3―18、3―19）

【使用者の感想】
○疲労感がほとんどなくスムーズに行えた。
○抱え上げる際に楽だと感じた。
　

移乗介助（車椅子⇔椅子）
（n=59）

あった81％

なかった19％

81%

19%

移乗介助（車椅子⇔椅子）
（男性）（n=29）

あった 83％

なかった 17％

83%

17%

移乗介助（車椅子⇔椅子）
（腰痛あり）（n=29）

あった 86％

なかった 14％

86%

14%

移乗介助（車椅子⇔椅子）
（腰痛なし）（n＝30）

あった 77％

なかった 23％

77%

23%

図 3―16

図 3―15 図 3―18 図 3―19

移乗介助（車椅子⇔椅子）
（女性）（n=30）

あった 80％

なかった 20％

80%

20%

図 3―17

図 3―20 図 3―21
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ｂ　移乗介助（車椅子⇔ベッド）
　移乗介助（車椅子⇔ベッド）では、82名が使用し、73名（89%）が、「負担軽減効果が
あった」と回答した。（図 3―22）
　男性使用者では、37名中33名（89%）、女性使用者では、45名中40名（89%）が、「負担
軽減効果があった」と回答した。（図 3―23、3―24）
　また、腰痛がある使用者では、44名中40名（91%）、腰痛がない使用者では、38名中
33名（87%）が、「負担軽減効果があった」と回答した。（図 3―25、3―26）

【使用者の感想】
○腰に負担なく介助することが出来た。
○抱え上げる際、楽に出来た。
○�利用者様より「負担がなかった」との声があり、職員だけでなく利用者様の負担も軽くなっているのは
いいことだと思う。

移乗介助（車椅子⇔ベッド）
（n=82）

あった89％

なかった11％

89%

11%

移乗介助（車椅子⇔ベッド）
（男性）（n=37）

あった 89％

なかった 11％

89%

11%

移乗介助（車椅子⇔ベッド）
（腰痛なし）（n=38）

あった 87％

なかった 13％

87%

13%

移乗介助（車椅子⇔ベッド）
（腰痛あり）（n=44）

あった 91％

なかった 9％

91%

9%

図 3―23

図 3―22 図 3―25 図 3―26

移乗介助（車椅子⇔ベッド）
（女性）（n=45）

あった 89％

なかった 11％

89%

11%

図 3―24

図 3―27 図 3―28

（3）腰補助用マッスルスーツ®検証結果報告
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ｃ　移乗介助（車椅子⇔便座）
　移乗介助（車椅子⇔便座）では、37名が使用し、25名（68%）が、「負担軽減効果
があった」と回答した。（図 3―29）
　男性使用者では、20名中15名（75%）、女性使用者では、17名中10名（59%）が、「負担
軽減効果があった」と回答した。（図 3―30、3―31）
　また、腰痛がある使用者では、17名中10名（59%）、腰痛がない使用者では、20名中
15名（75%）が、「負担軽減効果があった」と回答した。（図 3―32、3―33）

【使用者の感想】
○普段より力を入れることなく移乗出来た。
○狭いトイレでの使用は、マッスルスーツが大きい為、壁などにぶつかってしまう。
　

移乗介助（車椅子⇔便座）
（n=37）

あった68％

なかった32％

68%
32%

移乗介助（車椅子⇔便座）
（男性）（n=20）

あった 75％

なかった 25％

75%

25%

移乗介助（車椅子⇔便座）
（腰痛あり）（n=17）

あった 59％

なかった 41％

59%
41%

移乗介助（車椅子⇔便座）
（腰痛なし）（n=20）

あった 75％

なかった 25％

75%

25%

図 3―30

図 3―29 図 3―32 図 3―33

移乗介助（車椅子⇔便座）
（女性）（n=17）

あった 59％

なかった 41％

59%
41%

図 3―31

図 3―34 図 3―35
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ｄ　移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）
　移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）では、35名が使用し、19名（54%）が、「負
担軽減効果があった」と回答した。（図 3―36）
　男性使用者では、19名中13名（68%）、女性使用者では、16名中6名（37%）が、「負担
軽減効果があった」と回答した。（図 3―37、3―38）
　また、腰痛がある使用者では、17名中6名（35%）、腰痛がない使用者では、18名中13
名（72%）が、「負担軽減効果があった」と回答した。（図 3―39、3―40）

【使用者の感想】
○腰に負担なく、楽に移乗することが出来た。
○抱え上げる瞬間が楽だった。

移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）
（n=35）

あった54％

なかった46％

54%
46%

移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）
（男性）（n=19）

あった 68％

なかった 32％

68%
32%

移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）
（腰痛あり）（n＝17）

あった 35％

なかった 65％

35%
65%

移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）
（腰痛なし）（n=18）

あった 72％

なかった 28％

72%
28%

図 3―37

図 3―36 図 3―39 図 3―40

移乗介助（リクライニング車椅子⇔ベッド）
（女性）（n=16）

あった 37％

なかった 63％

37%
63%

図 3―38

図 3―41

（3）腰補助用マッスルスーツ®検証結果報告
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ｅ　立位保持介助
　立位保持介助では、56名が使用し、49名（87%）が、「負担軽減効果があった」と回答
した。（図 3―42）
　男性使用者では、24名中24名（100%）、女性使用者では、32名中25名（78%）が、「負
担軽減効果があった」と回答した。（図 3―43、3―44）
　また、腰痛がある使用者では、31名中27名（87%）、腰痛がない使用者では、25名中
22名（88%）が、「負担軽減効果があった」と回答した。（図 3―45、3―46）

【使用者の感想】
○腰が安定し、楽に感じた。
○�立位が難しい方の介助の際、マッスルスーツを着用することに
　より腰への負担が軽減されているように感じた。

立位保持介助
（n=56）

あった87％

なかった13％

87%

13%

立位保持介助（男性）
（n=24）

あった100％
100%

立位保持介助（腰痛あり）
（n=31）

あった 87％

なかった 13％

87%

13%

立位保持介助（腰痛なし）
（n=25）

あった 88％

なかった 12％

88%

12%

図 3―43

図 3―42 図 3―45 図 3―46

立位保持介助（女性）
（n=32）

あった 78％

なかった 22％

78%

22%

図 3―44

図 3―47
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ｆ　オムツ交換
　オムツ交換では、71 名が使用し、48名（68%）が、「負担軽減効果があった」と回答
した。（図 3―48）
　男性使用者では、26名中22名（85%）、女性使用者では、45名中26名（58%）が、「負担
軽減効果があった」と回答した。（図 3―49、3―50）
　また、腰痛がある使用者では、37名中25名（68%）、腰痛がない使用者では、34名中
23名（68%）が、「負担軽減効果があった」と回答した。（図 3―51、3―52）

【使用者の感想】
○腰の負担が少なかった。作業終了後も疲労感がなかった。
○中腰姿勢維持の際、腰を支えてくれるので楽に行えた。
○�10名程度の利用者様のオムツ交換を続けて行ったがマッスルスーツ自体の重さで疲労感があった。

オムツ交換
（n=71）

あった68％

なかった32％

68%
32%

オムツ交換（男性）
（n=26）

 あった 85％

なかった 15％

85%

15%

オムツ交換（腰痛あり）
（n=37）

 あった 68％

なかった 32％

68%
32%

オムツ交換（腰痛なし）
（n＝34）

 あった 68％

なかった 32％

68%
32%

図 3―49

図 3―48 図 3―51 図 3―52

オムツ交換（女性）
（n=45）

 あった 58％

なかった 42％

58%
42%

図 3―50

図 3―53 図 3―54

（3）腰補助用マッスルスーツ®検証結果報告
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ｇ　身体清拭
　身体清拭では、23名が使用し、15名（65%）が、「負担軽減効果があった」と回答した。
（図 3―55）
　男性使用者では、8名中6名（75%）、女性使用者では、15名中9名（60%）が、「負担軽
減効果があった」と回答した。（図 3―56、3―57）
　また、腰痛がある使用者では、13名中9名（69%）、腰痛がない使用者では、10名中
6名（60%）が、「負担軽減効果があった」と回答した。（図 3―58、3―59）

【使用者の感想】
○中腰が維持され楽に感じた。
○長時間中腰でも、腰にあまり負担を感じなかった。

身体清拭
（n=23）

あった65％

なかった35％

65%
35%

身体清拭（男性）
（n=8）

 あった 75％

なかった 25％

75%

25%

身体清拭（腰痛あり）
（n=13）

 あった 69％

なかった 31％

69%
31%

身体清拭（腰痛なし）
（n＝10）

 あった 60％

なかった 40％

60%
40%

図 3―56

図 3―55 図 3―58 図 3―59

身体清拭（女性）
（n=15）

 あった 60％

なかった 40％

60%
40%

図 3―57

図 3―60
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ｈ　体位交換
　体位交換では、58名が使用し、43名（74%）が、「負担軽減効果があった」と回答した。
（図 3―61）
　男性使用者では、21名中17名（81%）、女性使用者では、37名中26名（70%）が、「負担
軽減効果があった」と回答した。（図 3―62、3―63）
　また、腰痛がある使用者では、29名中21名（72%）、腰痛がない使用者では、29名中
22名（76%）が、「負担軽減効果があった」と回答した。（図 3―64、3―65）

【使用者の感想】
○腰に負担なく行えた。
○腰を支えられているような感覚で楽に行えた。
○仰臥位から右側臥位の体位交換で使用。いつもよりも腰に負担がなかったように感じる。

体位交換
（n=58）

あった74％

なかった 26％

74%
26%

体位交換（男性）
（n=21）

 あった 81％

なかった 19％

81%

19%

体位交換（腰痛あり）
（n＝29）

 あった 72％

なかった 28％

72%
28%

体位交換（腰痛なし）
（n=29）

 あった 76％

なかった 24％

76%

24%

図 3―62

図 3―61 図 3―64 図 3―65

体位交換（女性）
（n=37）

 あった 70％

なかった 30％

70%
30%

図 3―63

図 3―66 図 3―67

（3）腰補助用マッスルスーツ®検証結果報告
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ｉ　リネン交換
　リネン交換では、43名が使用し、28名（65%）が、「負担軽減効果があった」と回答
した。（図 3―68）
　男性使用者では、17名中12名（71%）、女性使用者では、26名中16名（62%）が、「負担
軽減効果があった」と回答した。（図 3―69、3―70）
　また、腰痛がある使用者では、22名中13名（59%）、腰痛がない使用者では、21名中
15名（71%）が、「負担軽減効果があったと」回答した。（図 3―71、3―72）

【使用者の感想】
○腰の負担が軽減されている。作業効率が向上していると感じる。
○上半身を支えてもらえるので、楽に行うことが出来た。
○マッスルスーツが大きく、ベッドと壁の間に入ることが出来なかった。

リネン交換
（n=43）

あった65％

なかった35％

65%
35%

リネン交換（男性）
（n=17）

 あった 71％

なかった 29％

71%
29%

リネン交換（腰痛あり）
（n=22）

 あった 59％

なかった 41％

59%
41%

リネン交換（腰痛なし）
（n=21）

 あった 71％

なかった 29％

71%
29%

図 3―69

図 3―68 図 3―71 図 3―72

リネン交換（女性）
（n=26）

 あった 62％

なかった 38％

62%
38%

図 3―70

図 3―73 図 3―74
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（オ）今後も使用したいか
　今後もマッスルスーツを使用したいかという質問に対し、「使用したい」、「どちらかと言
えば使用したい」と回答した使用者が、53名（38%）となった。（図 3―75）
　男性使用者では、50名中29名（58%）、女性使用者では、87名中24名（27%）が、「使用した
い」、「どちらかと言えば使用したい」と回答した。（図 3―76、3―77）
　また、腰痛がある使用者では、71名中27名（38%）、腰痛がない使用者では、66名中26名
（39%）が、「使用したい」、「どちらかと言えば使用したい」と回答した。（図 3―78、3―79）

使用者より以下の意見があった。
【使用したい】
○使用することで腰への負担が減り、体が楽になった。
○使い方もあるが、利用者様の体型によってはとても助かった。
【どちらかと言えば使用したい】
○使いこなすには時間がかかると思うが、長期的に考えれば負担軽減が出来ると思う。
○腰痛などがでないために、積極的に使用していきたい。
【どちらかと言えば使用したくない】
○入浴介助で使用出来なかったりと、使用場面が限られている。
○重さが負担になり、長時間の使用は難しい。また、使いこなせるまでの時間が負担。

今後も使用したいか
（n=137）

使用したい4％

使用したくない10％

無回答 2％

どちらかと言えば
使用したい

34％

どちらかと言えば使用したくない50％

10%

50%
34%

2%

4%

今後も使用したいか（男性）
（n=50）

使用したい8％

どちらかと言えば
使用したい

50％
どちらかと言えば
使用したくない36％

使用したく
ない4％

無回答 2％

8%

50%36%

2%
4%

今後も使用したいか（腰痛あり）
（n=71）

使用したい3％

どちらかと言えば
使用したい

35％
どちらかと言えば
使用したくない48％

使用したくない
13％

無回答 1％

35%48%

1%

3%13%

今後も使用したいか（腰痛なし）
（n=66）

使用したい6％

どちらかと言えば
使用したい

33％
どちらかと言えば
使用したくない52％

使用したく
ない8％

無回答 1％

6%8%

33%52%

1%

図 3―76

図 3―75 図 3―78 図 3―79

今後も使用したいか（女性）
（n=87）

使用したい2％

どちらかと言えば
使用したい

25％
どちらかと言えば
使用したくない58％

使用したくない
14％

無回答 1％

14%
25%

58%

2%

1%

図 3―77

（3）腰補助用マッスルスーツ®検証結果報告
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【使用したくない】
○�効率的に動けるようなものになれば使用してみたいと思うが、現状の物では動きに制限がある
ので使用不可。

（カ）今後普及すべきだと思うか
　今後マッスルスーツは、普及すべきだと思うかという質問に対し、「普及すべきだと思う」
と回答した使用者は、63名（46%）となった。（図 3―80）
　男性使用者では、50名中29名（58%）、女性使用者では、87名中34名（39%）が、「普及すべ
きだと思う」と回答した。（図 3―81、3―82）
　また、腰痛がある使用者では、71名中36名（51%）、腰痛がない使用者では、66名中27名
（41%）が、「普及すべきだと思う」と回答した。（図 3―83、3―84）

使用者より以下の意見があった。
【普及すべきだと思う】
○負担軽減になり、職員の体を保護できると思う。
○介護者、要介護者にとって良い面が多いと思う。
○介護職は重労働のイメージが強いため、ロボットの普及により、そのイメージが軽減されると思う。

普及すべきだと思うか
（n=137）

無回答 1％

思わない1％ 思う46％

どちらとも言えない52％

52%

1%
1%

46%

思う 58％

どちらとも言えない42％

普及すべきだと思うか（男性）
（n=50）

58%42%

思う 51％どちらとも言えない45％

普及すべきだと思うか（腰痛あり）
（n=71）

無回答 1％思わない 3％

51%45%

1%
3%

思う 41％

どちらとも言えない59％

普及すべきだと思うか（腰痛なし）
（n=66）

41%

59%

図 3―81

図 3―80 図 3―83 図 3―84

普及すべきだと思うか（女性）
（n=87）

思う 39％どちらとも言えない58％

無回答 1％思わない 2％

39%
58%

1%
2%

図 3―82
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【どちらとも言えない】
○人によって使いこなせればいいが、使いこなせない人には重い。
○腰痛軽減にはいいが、作業効率の変化が見られない。
○�介護者の身体的には良いと思うが、急を要する場面などでは、使用しない方が動きやすいと
思う。

【普及すべきだと思わない】
○すでに腰痛持ち、首が悪い人には悪化の原因になりそう。

（キ）付属品の評価
マッスルスーツにおいては、該当なし。

オ　検証結果
　今回の検証では、137名がマッスルスーツを使用した。
　検証期間終了後のアンケート調査の結果、使用者全体では、調査した介護業務のすべてに
おいて負担軽減効果を実感していることがわかった。
　今回調査した中で、最も負担軽減効果があった業務は、「移乗介助（車椅子⇔ベッド）」で
あり、82名中73名（89%）が、「負担軽減効果があった」と回答した。（図 3―22）
　使用者別で見ると、男性使用者では、「立位保持介助」で、女性使用者では、「移乗介助（車
椅子⇔ベッド）」で「負担軽減効果があった」との回答が最も多かった。（図 3―43、図 3―24）
　また、腰痛がある使用者では、「移乗（車椅子⇔ベッド）」で、腰痛がない使用者では、「立
位保持介助」で「負担軽減効果があった」との回答が最も多かった。（図 3―25、図 3―46）
　マッスルスーツを使用するメリットは、移乗介助やオムツ交換等の中腰姿勢の際、腰への
負担が軽減されることである。使用者からは、「移乗の際、いつもより楽に行えた。」、「オムツ
交換の際、腰が支えられている感じで楽だった。」等の声が聞かれた。
　ロボットメーカーに望むマッスルスーツの改良点としては、「防水化」、「小型・軽量化」が
あげられている。使用者からは、「入浴介助でマッスルスーツを使用したい。」、「マッスルスーツ
自体の重さで疲労感がある。」、「マッスルスーツ自体が大きく、狭い場所では使用できない。」
との声が聞かれた。
　「小型・軽量化」については、ロボットメーカーから使用したマッスルスーツより軽くなっ
たスタンドアローンモデルが平成28年3月に発売されており、改善がみられる。「防水化」に
ついては、現在ロボットメーカーが開発中である。
　今後、さらに「小型・軽量化」、「防水化」することにより、より一層マッスルスーツの普
及が進むのではないか。ロボットメーカーのさらなる努力に期待したい。

（3）腰補助用マッスルスーツ®検証結果報告
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移乗・移動ロボット Keipu 検証結果報告（4）

ア　移乗・移動ロボットKeipu　（株式会社アイザック）について
　移乗・移動ロボットKeipu（以下「Keipu」という。）は、機体後方から乗り込み、移動、移
乗を行うロボットである。乗ったまま、ベッドや便座など移乗した高さに合わせてスライド移
乗することができる。レバー（ジョイスティック）を倒した方向へ進み、その場で360° 旋回が
でき、トイレやエレベーターなど狭い場所でも前進で入って前進で出てくることが可能である。

Keipu 製品仕様

本体寸法（全長×全幅×全高）：73.4cm×61cm×105.4cm
重量（バッテリ含む）：47.3kg
シ　　ー　　ト　　高：38cm〜 63cm
最　　高　　速　　度：前進 2km/h（高速モード時）

後進 1.5km/h（高速モード時）
利用者最大荷重（積載物含む）：75kg
実用登坂可能斜度：6°
最 小 回 転 半 径：38cm
段 差 乗 越 高 さ：0.5cm
溝　　乗　　越　　幅：2.5cm（想定値）
充　　電　　時　　間：4〜 5時間
連続走行可能距離：約 5.4km（実測値）
連 続 走 行 時 間：約2時間40分（実測値）

イ　検証期間
第1期検証期間：4ヶ月間（平成28年 6月〜）
第2期検証期間：4ヶ月間（平成28年 10月〜）

ウ　調査項目
　前節の２種類のロボットについては、使用者の負担軽減効果について検証した。
　Keipuについては、使用者は要介護者であるため、本節においては、施設の職員（以下「職員」
という。）のKeipu使用による間接的な負担軽減効果について検証を行った。
　調査項目については、以下の通りである。

図 4―1
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（ア）負担軽減効果
（イ）要介護者の自立支援
（ウ）今後も使用したいか
（エ）今後普及すべきだと思うか
（オ）改良してほしい点
（カ）職員の感想

エ　調査の結果
　要介護者がKeipu を使用する際に見守りを行った職員は、27名であった。以下の調査結果
は、この27名を対象としたものである。

（ア）　負担軽減効果
　Keipu を使用し、負担軽減効果があったかという質問に対し、27名中６名（22％）が、
「負担軽減効果があった」と回答し、13名（48％）が、「負担軽減効果がなかった」と回
答した。（図 4―2）

職員より以下の意見があった。
【負担軽減効果があった】
○移乗の介助量が軽減された。
○将来性を感じる。
【どちらとも言えない】
○移乗に手間がかかった。
○慣れていないこともあり、トイレより声かけと介助が多く必要でした。
【負担軽減効果がなかった】
○安全に扱えないため常時介助や見守りは必要である。
○Keipu への移乗介助、操作、移動時の介助量を考えると負担が増えた。

負担軽減効果（n=27）

あった22％

どちらとも言えない30％

なかった48％

22%

30%
48%

図 4―2

（4）移乗・移動ロボット Keipu 検証結果報告
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（イ）　要介護者の自立支援
　Keipuを使用し、要介護者の自立支援を図ることができたかという質問に対し、27名中
3名（11%）が、「できた」と回答し、8名（30%）が、「できなかった」と回答した。（図4―3）

職員より以下の意見があった。
【できた】
○使用中、要介護者に笑顔がみられた。
○Keipu を使用する（併用）することにより要介護者の行動範囲が広がった。
【どちらとも言えない】
○�トイレ時には、必要なかった介助が必要になり、後ろ向きで便座に座る際、恐がることがあり、
すべてを自立で行うのは難しいと思う。
○歩行器があれば自立歩行可能の利用者様だったが、Keipu 使用時は付添いが必要。
【できなかった】
○生活に結びついていない。
○下肢筋力の低下につながる。

要介護者の自立支援（n=27）

できた11％

どちらとも言えない59％

できなかった30％

11%

59%

30%

図 4―3
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（ウ）　今後も使用したいか
　今後もKeipu を使用したいかという質問に対し、27名中5名（18%）が、「使用したい」
と回答し、8名（30%）が、「使用したくない」と回答した。（図4―4）

職員より以下の意見があった。
【使用したい】
○新しい介護用品として要介護者も興味を持っている様子だった。
○今回は対象者にしなかったが、男性の要介護者が興味を示し、Keipu の使用を希望していた。
○会話の機会が増えるから。
【どちらとも言えない】
○うまく適応できる要介護者がいれば使用してみたい。
○�骨折等、一時的に歩けない際の移動手段としては有効だと思うが、デイサービスなどで、「また
歩けるようになりたい。」と歩行訓練を行っている利用者には、Keipu を使用することに対し疑
問が残る。Keipu を使用することにより、歩行する機会が減ってしまう。

【使用したくない】
○要介護者の移動具としては乗車時の安全性に問題があるように感じる。
○移動するだけで、他に何かしようとすると困難。例えば、トイレ、食事など。

今後も使用したいか（n=27）

使用したい18％

どちらとも言えない52％

使用したくない30％

18%

52%

30%

図 4―4

（4）移乗・移動ロボット Keipu 検証結果報告
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（エ）　今後普及すべきだと思うか
　今後Keipu は、普及すべきだと思うかという質問に対し、27名中13名（48%）が、「普
及すべきだと思う」と回答し、3名（11%）が、「普及すべきだと思わない」と回答した。
（図 4―5）

職員より以下の意見があった。
【普及すべきだと思う】
○認知症がなく、下肢の不自由な方や片麻痺の方などには有効であると思う。
○一種だけでなく、色々なタイプのKeipu があれば良い。
○必要としている人はいる。
【どちらとも言えない】
○�介護現場では、活躍の機会は少ないと思うが、他の施設では需要があると思うので、どちらと
も言えない。
○試乗された要介護者の反応は良かったが、安全性に問題がある。
【普及すべきだと思わない】
○使用レベルの人が少ない。老人介護には向いていないと思う。

今後普及すべきだと思うか（n=27）

思う48％どちらとも言えない41％

思わない11％

48%
41%

11%

図 4―5
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（オ）　改良してほしい点
職員より以下の意見があった。
a.�部品について
○�ベルト部分は、もう少し安定感のあるものが良い。背もたれがあれば安全のよう
な気がする。
○高齢者等は股関節の可動域が狭くなる為、中心部の支柱の幅が広すぎる。
○ブレーキを緩やかにしてほしい。
○�Keipuに乗ったままトイレや居室へ移動するのは、サイズ的に大変だと思う。
　コンパクトにしてほしい。
○バッテリーの持ちに不安がある。

b.�機能について
○�速度を上げるにつれ、止まる時の衝撃が強い。物にぶつかる手前で止まる機能が
あると良い。
○椅子の部分が動く様になれば、移乗しやすい。
○操作レバーの感度も設定できれば良い。
○セーフティセンサなどの設置が必要だと思う。

c.� その他
○介助方法の説明がほしい（片麻痺、身体の大きい方、小さい方等）
○電動車椅子と差別化を図っていただければ、もう少し分かりやすいような気がする。
○屋内だけではなく、屋外での使用ができると要介護者の行動範囲が広がると思う。
○要介護者の日常生活に当てはめて考えると使用場面は限られる。

図 4―7 図 4―8図 4―6
背もたれがないため、体勢
が不安定である。

トイレの洗面台にぶつかる。 脛が足台にぶつかってしま
う。

（4）移乗・移動ロボット Keipu 検証結果報告
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（カ）　職員の感想
○�使える要介護者は限られると思う。介護現場の声を聴いて、改良していくことがで
きれば活躍の場が増えるかもしれないので、期待したい。
○頻繁に使用することで、下肢筋力の低下につながるのではないかと心配。
○使用した要介護者からの感想は、ほぼすべての方が「面白い、楽しい」と喜ばれていた。
○�認知症がない若い障害者や骨折などで一時的に歩けない方の移動手段としては有効
だと思う。
○Keipu を他の利用者様や職員間の話題になり、コミュニケーションが図れた。

オ　使用の様子
使用例①：Keipuにてベッドからトイレへ移乗・移動

図 4―9 図 4―10 図 4―11
①ベッドからKeipuへスライド
　移乗する。

②前進でトイレに入る。 ③トイレ内で180°回転する。

図 4―12 図 4―13 図 4―14
④バックして便座に近づける。 ⑤Keipuから便座へスライド

　移乗する。
⑥前進でトイレから出る。
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使用例②：Keipuへの移乗の様子

使用例③：施設内の走行の様子

図 4―15 図 4―16 図 4―17
歩行器からKeipuへ 椅子からKeipuへ 車椅子からKeipuへ

図 4―18 図 4―19 図 4―20

図 4―21 図 4―22 図 4―23

（4）移乗・移動ロボット Keipu 検証結果報告
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カ　検証結果�
今回の検証では、負担軽減効果の有無について、27名中6名（22%）が、「負担軽減効果があっ
た」と回答し、13名（48%）が、「負担軽減効果がなかった」と回答した。（図 4―2）
また、要介護者の自立支援を図ることができたかどうかについて、「どちらとも言えない」
と回答した職員は、最も多く27名中16名（59%）、「できた」と回答した職員は、27名中3名
（11%）となった。（図 4―3）
ある施設では、歩行器にて20mしか歩けない要介護者が、Keipu を使用することで行動範
囲が広がり、自力で浴室や施設の玄関先まで移動できるようになり、活気につながることも
あった。
Keipu を使用するメリットとして、「職員と要介護者間の会話が増えた」「コミュニケーショ
ンを図ることができた」などの意見があげられている。レクリエーションの一環として使用
する施設が多く、要介護者からは、「面白い」「楽しい」という声が聞かれた。
ロボットメーカーに望むKeipu の改良点として、安全面では、「背もたれの完備」「安定した
姿勢を保てる大きな座面」「操作レバーの感度を設定できる機能」「物にぶつかる手前で自動
停止する機能」などの意見があげられた。機能面では、「高齢者は股関節の可動域が狭くなる
ため、中心部の支柱の幅が細くしてほしい」「前方から移乗介助ができるようにしてほしい」
「屋外でも使用したい」「もっとコンパクトにしてほしい」などの意見があげられた。
ロボットメーカーでは、「障害物検出・回避」「半自動運転」「自動通報システム」機能を
開発中である。また、新たにアームレスト部と背当て部を 4箇所に組み換えることが可能と
なる「組み換え機能」が追加される予定である。
Keipu の課題は、今後、乗ったまま生活動作を行えるようにすることである。現状では、
移乗・移動のみと使用場面が限られている。Keipu に乗ったまま食事が出来る、口腔ケアが
出来るなど、ロボットメーカーには生活動作に直結できるような改良を期待したい。
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施設訪問を行った専門員の所感（5）

　検証期間中、一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構の専門員２名が、各検証実施施設に
月１回程度（使用状況によって追加訪問あり）、合計４回程度の訪問を行った。
　訪問の内容としては、介護支援ロボットの使用状況の確認を行うとともに、ロボットの運用方
法等についてのアドバイスを行った。
　検証実施施設の訪問を行った専門員より、以下の意見があった。

○�ロボットの導入に積極的な施設は、使用者、使用場面が決定されており、比較的運用がうま
くいっていた。また、そういった施設は、負担軽減効果を実感している使用者が多かった。
○�継続的に使用している使用者は、ロボットの使用に慣れ負担軽減効果があったとの声が多く
聞かれた。
○�特養、老健といった利用者の要介護度が高い施設では、使用場面が多く、使用頻度が高いが、
デイサービスなどの事業所では、比較的利用者の要介護度が低いため、使用頻度が低いと感
じた。
○�昨年度は、介護支援ロボットに対する認知度が低く、介護支援ロボットを導入してもうまく
活用出来なかった施設があったため、今年度は、使用者の教育として介護支援ロボット実践
セミナーを行うとともに、ヒアリングの際に介護支援ロボットの特性について理解していた
だくことに努めた。
○�介護支援ロボットをうまく活用していくためには、介護支援ロボットを、「いつ、誰が、どの
ように使用していくのか」が明確になっていることが大切だと感じた。

（5）施設訪問を行った専門員の所感
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まとめ（6）

　福島県では、昨年度に引き続き一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構に「介護支援ロボッ
ト導入モデル事業」を委託し、介護支援ロボットの導入による介護従事者の負担軽減効果の検証
を行った。今年度は、第 1期、第 2期を合わせて延べ53の介護施設に介護支援ロボットを試験的
に導入した。
　検証の結果、それぞれのロボットについて一定の負担軽減効果が確認されたと同時に普及に向
けた課題も明確にすることができた。また本事業の成果として、昨年度メーカーにフィードバッ
クした現場の意見を元にロボット本体や付属品の改良にも進展が見られたことは大変有意義で
あった。
　HAL腰タイプについては主に付属品の改良が検証期間中に行われた。検証報告にも記載したと
おり、センサベルト、大腿カフベルト、サポーターベルトにより、HAL腰タイプがより使いやす
いものになったと考えられる。また、平成28年11月には防水機能のついた02モデルも発売されて
おり、使用者からの要望が多かった入浴介助での使用が可能となっている。
　マッスルスーツについては、平成28年3月に動力源を必要としないスタンドアローンモデルが発
売された。これにより本体の軽量化・小型化が実現するとともに、コンプレッサーによるエアー
の充填も不要となった。メーカーでは、要望の多い防水化に向けて改良を進めているところである。
　HAL 腰タイプやマッスルスーツに代表される装着型のロボットについては、やはり小型・軽量
化、そして防水化など汎用性の向上が今後の普及のカギであると考えられる。そのためには、メー
カーには引き続き、介護現場の実態に即したより使いやすいロボットへの改良を進めてもらいたい。
　今年度から本事業の対象としたKeipu については、安全性、生活動作とのつながり、操作性の
向上について改良を求める意見が多く挙げられた。Keipu は、病院において入院患者が使用する
ことを目的として開発されており、介護施設で利用するためには利用者の視点に立った更なる改
良が必要であることがわかった。
　昨年度からの課題であった情報の共有については、介護支援ロボットについての理解を深める
ために、19回の検証実施施設見学会実施の他、県内 5カ所で介護支援ロボット実践セミナーを開
催した。見学会では、介護支援ロボットの使用現場の見学や介護支援ロボットの装着体験等を行っ
た。また、セミナーでは、各ロボットメーカーより機体の説明や開発経緯の説明を行うとともに、
昨年度の導入施設より、運用計画や使用方法、使用感想等について発表を行った。
　その他、介護福祉士の養成校 5校にも介護支援ロボットを 8ヶ月間試験的に導入し、将来の介
護を担う人材により早い段階で介護支援ロボットの性能や使用方法等について学んでもらう取組
を行った。養成校の関係者からは、このような取組は単年度ではなく長期的に行ってほしいとの
要請があった。
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　平成30年の介護保険制度改正では、「介護離職ゼロ」を目指し、「介護支援ロボット等次世代型
介護技術の活用促進及び活用促進に向けた制度的対応」が検討されるなど、国を挙げて介護支援
ロボットの普及に向けた取組が本格化すると思われる。
　福島県では本事業を通して、全国に先駆け介護支援ロボットの普及啓発に努めてきた。次年度
は、HAL腰タイプについては防水機能のついた02モデル、マッスルスーツについては小型・軽量化
したスタンドアローンモデルの検証を行うとともに、介護支援ロボットの本格的な導入支援を実施
する予定である。
　これらの取組みを通して、介護現場における労働環境の改善、働きやすい職場環境の構築に
貢献できれば幸いである。
　結びに、本事業にご理解、ご協力いただいたロボットメーカー、介護施設、介護福祉士養成校
の皆様に心より御礼申し上ます。

（6）まとめ



介護支援ロボット導入モデル事業01

54

検証実施施設一覧（7）

HALR 介護支援用腰タイプ

検証期間 地域 種別 施設名 貸与台数

第１期 県北 特別養護老人ホーム 生愛ガーデン ２

第１期 県中 介護老人保健施設 さかえハートみらい １

第１期 県中 認知症対応型共同生活介護 ナーシングケアセンター縁寿の園さくら木 １

第１期 県南 介護老人保健施設 プロヴィデンス ３

第１期 会津 特別養護老人ホーム 北原荘 ３

第１期 会津 特別養護老人ホーム 枝雪零苑 ２

第１期 会津 介護老人保健施設 グリーンケアハイツ ３

第１期 会津 介護付有料老人ホーム ツクイ・サンシャイン会津若松 １

第１期 会津 グループホーム 「かりん」 １

第１期 いわき 特別養護老人ホーム ハートフルなこそ ３

第１期 いわき 介護老人保健施設 ガーデニア １

第２期 県北 特別養護老人ホーム 愛日荘園 ３

第２期 県北 特別養護老人ホーム さわやかアイリス １

第２期 県北 介護老人保健施設 敬愛シニアガーデン卸町 ３

第２期 県北 介護老人保健施設 まゆみの里 ３

第２期 県中 特別養護老人ホーム 星ヶ丘ホーム ３

第２期 県中 特別養護老人ホーム カーサ・ミッレ ２

第２期 県中 小規模多機能型居宅介護 ナーシングケアセンター縁寿の園さくら木 １

第２期 会津 特別養護老人ホーム 会津みどりホーム １

第２期 会津 特別養護老人ホーム エルムホーム ２

第２期 会津 通所リハビリテーション グリーンケアハイツ １

第２期 いわき 介護付有料老人ホーム シルバーレジデンス孔輪閣 １

施 設 数　第 1 期：11 施設　第 2 期：11 施設　合計：22 施設　
貸与期間　第 1 期：4 ヶ月間（平成28年6月〜）　第2期：4ヶ月間（平成28年10月〜）
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腰補助用マッスルスーツ®

検証期間 地域 種別 施設名 貸与台数

第１期 県北 特別養護老人ホーム 愛日荘園 ２

第１期 県北 介護老人保健施設 敬愛シニアガーデン卸町 ３

第１期 県中 特別養護老人ホーム 笑風苑 １

第１期 県中 地域密着型特別養護老人ホーム うねめの里はるひめ ３

第１期 県中 小規模多機能型居宅介護 ナーシングケアセンター縁寿の園さくら木 ２

第１期 県中 介護付有料老人ホーム いまいずみ荘 ２

第１期 県中 ショートステイ 健康倶楽部郡山ショートステイ「ファミリアーレ」 ２

第１期 県南 グループホーム ふくじゅそう ２

第１期 会津 デイサービス 健康倶楽部あいづデイサービスセンター「ケアヒルズ青木」 １

第１期 会津 介護付有料老人ホーム 「健
ク ラ ブ ハ ウ ス

康倶楽部館 ファンコート南」 ２

第１期 いわき 介護老人保健施設 ヒーリングホーム四倉 １

第２期 県北 特別養護老人ホーム 生愛ガーデン ２

第２期 県北 介護老人保健施設 明生苑 ２

第２期 県中 介護老人保健施設 桔梗 ２

第２期 県中 認知症対応型共同生活介護 ナーシングケアセンター縁寿の園さくら木 １

第２期 県中 デイサービス 健康倶楽部郡山デイサービスセンター「希」 １

第２期 県中 介護付有料老人ホーム 「健
ク ラ ブ ハ ウ ス

康倶楽部館 ファンコート郡山」 １

第２期 県中 特別養護老人ホーム ゆう遊館 ２

第２期 県南 介護老人保健施設 プロヴィデンス ２

第２期 会津 特別養護老人ホーム ほほえみ ２

第２期 会津 介護付有料老人ホーム ツクイ・サンシャイン会津若松 １

第２期 会津 小規模多機能型居宅介護 「健
ク ラ ブ ハ ウ ス

康倶楽部家　鶴成館」 １

第２期 会津 ショートステイ 健康倶楽部あいづショートステイ「鶴成館」 １

第２期 会津 グループホーム 「かりん」 １

第２期 いわき 地域密着型特別養護老人ホーム サンシャインよしま ２

施 設 数　第 1 期：11 施設　第 2 期：14 施設　合計：25 施設　
貸与期間　第 1 期：4 ヶ月間（平成28年6月〜）　第2期：4ヶ月間（平成28年10月〜）

（７）検証実施施設一覧
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移乗・移動ロボット Keipu

検証期間 地域 種別 施設名 貸与台数

第１期 県北 デイサービス 愛日荘園デイサービス指定通所介護センター １　

第１期 県中 介護老人保健施設 南東北春日リハビリテーションケア・センター １　

第１期 会津 通所リハビリテーション グリーンケアハイツ通所リハビリテーション １　

第２期 会津 特別養護老人ホーム 枝雪零苑 １　

第２期 会津 デイサービス 健康倶楽部あいづデイサービスセンター「ケアヒルズ青木」 １　

第２期 会津 介護老人保健施設 多生苑猪苗代 １　

施 設 数　第 1 期：3 施設　第 2 期：3 施設　合計：6 施設　
貸与期間　第 1 期：4 ヶ月間（平成28年6月〜）　第2期：4ヶ月間（平成28年10月〜）

介護福祉士 養成校

地域 学校名 貸与ロボット 貸与台数

県北 福島介護福祉専門学校 HAL・マッスルスーツ 各１

県中 国際メディカルテクノロジー専門学校 HAL・マッスルスーツ 各１

県中 郡山健康科学専門学校 HAL・マッスルスーツ 各１

県中 東北医療福祉専門学校 HAL・マッスルスーツ 各１

会津 仁愛看護福祉専門学校 HAL・マッスルスーツ 各１

貸与期間　８ヵ月（平成２８年６月〜）

事業経過
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事業経過
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「平成２８年度介護支援ロボット導入モデル事業」事業経過（1）

平成２８年
　４月　１日� � � 一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構に当事業を委託
　４月　１日〜５月２日� 検証実施施設募集期間
　４月１９日� � � 募集説明会（福島会場：4施設�8 名の参加）
　４月２２日� � � 募集説明会（いわき会場：13施設 20名の参加）
　４月２５日� � � 募集説明会（郡山会場：18施設 32名の参加）
　４月２６日� � � 募集説明会（会津会場：11施設 17名の参加）
　５月１３日� � � 審査会実施
� � � � ○検証実施施設応募施設数（全体 44施設）
� � � � HAL®介護支援用腰タイプ� � 30 施設
� � � � 腰補助用マッスルスーツ®� � 22 施設
� � � � 移乗・移動ロボットKeipu� � 10 施設
� � � � ○審査結果
� � � � １期 HAL®介護支援用腰タイプ� 11 施設
� � � � 　　腰部補助用マッスルスーツ®� 11 施設
� � � � 　　移乗・移動ロボットKeipu� ��3 施設
� � � � ２期 HAL®介護支援用腰タイプ� 11 施設
� � � � 　　腰補助用マッスルスーツ®� 14 施設
� � � � 　　移乗・移動ロボットKeipu� ��3 施設
　６月　１日〜� � 第１期検証実施施設で介護支援ロボット運用開始
　９月　１日〜９月６日� 第１期検証実施施設の見学会実施
� � � � HAL®介護支援用腰タイプ
� � � � （4 施設開催　11施設 21名の参加）
� � � � 腰補助用マッスルスーツ®�
� � � � （5 施設開催　14施設 32名の参加）
� � � � 移乗・移動ロボットKeipu
� � � � （2 施設開催　5施設 6名の参加）
　９月１７日　　　　　　　介護支援ロボット実践セミナー
� � � � （いわき会場：6施設 10名の参加）
　９月１７日〜９月１８日　いわきバッテリーバレーフェスタ 2016 出展
� � � � （ロボット装着体験者数：83名）
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　１０月　８日� � 第１期検証実施施設で介護支援ロボット運用終了
　１０月１７日〜� � 第２期検証実施施設で介護支援ロボット運用開始
　１０月２７日� � 第１期検証実施施設検証会議実施

　１１月１４日� � 介護支援ロボット実践セミナー
� � � � （会津会場：9施設 13名の参加）
　１１月２５日〜２６日� メディカルクリエーションふくしま 2016 出展
� � � � （ロボット体験スペース来客数：552 名）
　１１月２６日� � 介護支援ロボット実践セミナー
� � � � （県中会場：55施設 73名の参加　一般企業含む）

平成２９年
　１月１０日� � � 介護支援ロボット実践セミナー
� � � � （県南会場：4施設 6名の参加）
　１月１１日� � � 介護支援ロボット実践セミナー
� � � � （県北会場：8施設 10名の参加）
　２月１日〜７日� � 第２期検証実施施設の見学会実施
� � � � HAL®介護支援用腰タイプ
� � � � （3 施設開催　11施設 19名の参加）
� � � � 腰補助用マッスルスーツ®�
� � � � （4 施設開催　8施設 23名の参加）
� � � � 移乗・移動ロボットKeipu
� � � � （1 施設開催　3施設 5名の参加）
　２月２０日� � � 第 2 期検証実施施設検証会議実施
　２月２３日� � � 第 2 期検証実施施設で介護支援ロボット運用終了

（1）「平成２８年度介護支援ロボット導入モデル事業」事業経過
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受託機関の概要（2）

　一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構は、平成 28年 11 月に開所した「ふくしま医療機
器開発支援センター」の指定管理団体である。
　主な業務として医療機器開発への助言から、非臨床試験を通じた安全性評価、ビジネスマッチ
ング等事業化支援を一体的に実施することで、福島県の主力産業の一つである医療関連産業の
振興を通じた東日本大震災からの復興と国際競争力の強化に積極的に取り組んでいる。

お問い合わせ先（ i ）

福島県保健福祉部高齢福祉課
TEL：０２４―５２１―７１６４　｜　FAX：０２４―５２１―７９８５

ふくしま医療機器開発支援センター
〒９６３―８０４１　福島県郡山市富田町字満水田２７番８
TEL：０２４―９５４―４０１１（代表）　｜　FAX：０２４―９５４―４０３３
Mail：jimukyoku@fmdipa.or.jp

一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構　ロボット事業担当
〒９６３―８００４　福島県郡山市中町３番５号　新城ビル１階
TEL：０２４―９５４―４０１９　｜　FAX：０２４―９５４―４０３２
Mail：robot@fmdipa.or.jp
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介護支援ロボット導入モデル事業

検証報告書

福島県保健福祉部  高齢福祉課

［HAL® 介護支援用腰タイプ］

［腰補助用マッスルスーツ®］

［移乗・移動ロボットKeipu］


