
介護イノベーション「北九州モデル」

先進的介護の実現に向けて

平成３０年１０月１０日 北九州市
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先進的介護の実現
人（介護職員）とテクノロジー（介護ロボット等）により介護現場にイノベーション
を起こし、入居者の生活の質の向上や介護ロボット産業の振興を推進！

介護イノベーション
「北九州モデル」

入居者の生活の質の向上

介護ロボット産業の振興

・ロボットを使いこなす人材
・ロボットの導入、活用
・新しい介護現場の創造
・人とロボットの共存

・介護職員の負担軽減によるケアの質の向上
（介護サービスの付加価値の創出）
・ロボットによる安全、安心の向上

・ロボットの普及による開発、改良の促進

北九州市保健福祉局
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日本の人口構造の劇的な変化

（資料）
・国勢調査（総務省）
・日本の将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所） 2

介護人材不足は一層深刻化！

２０２５年以降
人口構造は「高齢者の急増」から
「現役世代の急減」に局面が変化

２０２５（H37）年
団塊の世代が75歳以上

２０４０（H52）年
団塊ジュニアが65歳以上



介護イノベーション（北九州モデル）

〇人口構造の劇的な変化に伴う「介護人材不足の一層の深刻化」

〇介護人材が不足する中での介護サービスの質・量の確保

【介護をとりまく全国的な課題】

国家戦略特区制度を活用した介護ロボット等の実証（平成２８年度～）

【北九州市の経験と実績】

【北九州市の挑戦】
★北九州市はこれまでの経験と実績を活かし、人（介護職員など）とテクノロジー（介護ロ
ボットやＩＣＴ等）が融和した“全国の成功モデル”となる「介護イノベーション」（北九州
モデル）に取り組む！

・介護作業の「見える化」
・介護職員のニーズの集計
・介護現場の課題把握

・介護ロボットの効果測定
（１４機種）

・介護ロボットマスターの養成
（約４０名）

・開発コンソーシアムの設置
（安川電機、ＴＯＴＯなど約４０）
・実証に基づく「北九州発」の
介護ロボット

（バイタル情報の自動記録化など）

介護現場の観察・分析 介護ロボット等の導入実証 介護ロボット等の改良・開発支援
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★介護職員の負担軽減
腰痛リスクが高い不良姿勢が改善。

★介護の質の向上
入居者の皮下出血や打撲等のリスクが低減。

北九州市保健福祉局

介護ロボット等の導入効果１（移乗支援機器）

★抱え上げ姿勢の改善と高年齢者等の人材活用の可能性

52.4%

改善の必要なし, 27.5%

28.6%

近い将来改善すべき, 38.3%

14.3%

できるだけ早期に改善すべき, 

23.5%

4.8%

[系列名], 

[値]
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導入後

導入前

移乗介助時の姿勢の変化

（介護職員の移乗介助時の姿勢を30秒ごとに4段階で評価）

抱え上げる介助がなくなり、
腰痛リスクが高い姿勢が改善

～ 抱え上げる介助がなくなり、腰痛リスクが高い不良姿勢が改善 ～
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介護ロボット等の導入効果２（見守り機器）

見守り機器（平成２９年度実証）

北九州市保健福祉局

★介護職員の負担軽減
見守り機器により入居者の様子が手元の
タブレット端末で分かるため、不必要な
「居室の見守り」が減少。

★介護の質の向上
見守り機器により入居者の転倒リスクの
低減とともに、「寝具の手直し」が増加
するなど、きめ細かなケアの提供が可能
となった。

★不必要な見守りや訪室の時間と活動量の減少

（分）

不明, 12

不明, 37

巡回（夜間）, 146

巡回（夜間）, 136

寝具手直し, 12.5

寝具手直し, 47.5

寝姿確認, 20.5

寝姿確認, 14

巡回（食後）, 8

巡回（食後）, 1.5見守り（居室）, 70.5

見守り（居室）, 20.5

見守り（リビング）, 

26.5

見守り（リビング）, 5
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見守り（その他）, 12.5
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見守り・訪室時間の変化

不必要な見守り・訪室が約90分減少

寝具手直しが
約35分増加

～ 不必要な訪室や見守りが減少し、きめ細かいケアが増加 ～
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介護ロボット等の導入効果３（情報共有機器）

★介護職員の負担軽減
インカムを使用により、介護職員はいつでも、どこでも情報共有や連絡調整、意思疎通が可能となった。

★介護の質の向上
介護職員同士の会話が減少し、入居者（利用者）との会話が増加。
緊急時に迅速な対応が可能となった。

北九州市保健福祉局

★介護職員の情報共有の効率化と精神的負担の軽減

情報共有機器（平成２９年度実証）

注）NC：ナースコール
（分）
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不明

対応の準備

内線をかける

電話対応

職員を呼びに行く

呼び出しの対応

入居者家族との会話

職員同士の会話

NCの応答

NCを受ける

NCの確認

入居者との会話 連絡・会話時間の変化

導入後 導入前

入居者との会話が約110分増加

職員同士の会話が約160分減少

～ 職員同士の会話が減り、介護職員と入居者との会話が増加 ～



北九州モデルの取組方針

【方針３】
人と介護ロボット等との共存による生産性の向上

【方針１】
介護ロボット等を使いこなす新たな担い手づくり

【方針２】
新たな担い手による新しい介護現場づくり

介護ロボット等を活用した
介護イノベーション
（北九州モデル）
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人とテクノロジーが創る入居者の“ゆとり”ある暮らし

【方針３】
人と介護ロボット等との共存による生産性の向上

【方針１】
介護ロボット等を使いこなす新たな担い手づくり

【方針２】
新たな担い手による新しい介護現場づくり
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介護イノベーション

人と介護ロボット等が創る入居者の生活の質の向上
介護施設は入居者の日常生活の場であり、入居者一人ひとりが適切なケアを受けながら、身体的、精神

的、時間的にゆとりがある空間であることが必要。
高年齢者等の多様な人材、介護ロボットやＩＣＴ等の活用による介護現場の働き方改革を進め、介護職員

の心身のゆとりを生み出し、入居者の暮らしの充実を目指す。

記録支援機器により、入居者と会話しながらでも
介護記録が可能（平成２９年度実証）

北九州市保健福祉局



介護ロボット等を使いこなす新たな担い手づくり

【方針１】介護ロボット等を使いこなす新たな担い手づくり

… 介護ロボットやＩＣＴ等を活用することで、抱え上げない介護や訪室回数の削減など、介
護職員の心身の負担軽減を図ることが可能となる。
そこで、介護ロボット等を使いこなせる多様な人材（高年齢者や子育て中の女性、障害者
など）、人材育成やロボット活用を推進できる高度人材など、新たな介護の担い手の誕生を
促進する。

《主な取組み》
・介護ロボットを活用した介護手順書の作成
・介護ロボットマスター育成講習の高度化（階層別マスターの養成）
・テクノロジーを活用した『軽労化』による新しい老々介護の確立（高年齢の介護職員の育成支援）

７０代の女性介護職員による移乗支援機器の操作
（平成２９年度実証）介護ロボットマスター育成講習（平成２９年度） 9北九州市保健福祉局



新たな担い手による新しい介護現場づくり

【方針２】新たな担い手による新しい介護現場づくり

… 介護施設の課題解決に適した介護ロボットやＩＣＴ等を導入し、これらを使いこなす多様
な人材が活躍する新しい介護現場を創造する。
また、介護ロボット等が現場ニーズにより即したものとなるよう、開発メーカーによる改
良、開発を促す。

《主な取組み》
・介護ロボット導入マニュアルの作成
・介護ロボット活用のＰＤＣＡサイクルの作成
・モデル施設構想の検討
・現場ニーズの開発メーカーへのフィードバックの支援

コミュニケーション機器（平成２８年度実証） 10
見守り機器（平成２９年度実証）

北九州市保健福祉局



人と介護ロボット等との共存による生産性の向上

【方針３】人と介護ロボット等との共存による生産性の向上

… 多様な人材や介護ロボット等の活用による働き方改革を進め、介護現場の生産性の向上を
目指す。
また、介護ロボット等を有効に活用し効率的な業務を実現できるよう、介護保険制度の見
直し（基準緩和）などを国に働きかけるとともに、介護ロボット等の普及を促進する。

《主な取組み》
・入居者の暮らしや介護職員の処遇に配慮した効率的な勤務シフトの検討
・多様な人材やテクノロジーを活用した人員配置の検討
・効率的な施設運営マネジメント手法の検討
・特区など、国に対する提案（人員配置や介護ロボット導入マニュアルなど）

11
移乗支援機器（平成２９年度実証）

記録支援機器（平成２８年度実証） 北九州市保健福祉局



今後のスケジュール
平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

北九州モデルの検討・実証
（必要に応じ新たな特区を提案）

モデル施設構想の検討

次期介護
保険計画
（Ｈ３３～３５）

国
への
提案
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実用化
（社会実装）
の促進

介護現場の見える化
介護ロボット等の実証



北九州モデルの実証（平成３０年度）
内 容

目 的

北九州モデルの有効性の実証
・高年齢者の活用
・ロボット等の効果の確認
・ロボットを活用した介護手順書の作成
・効率的なマネジメントのあり方 など

時 期 平成３０年１１月～平成３１年１月（３か月間）
※ 平成３１年度にも実証予定

実証施設
市内３か所
・（社福）春秋会 好日苑大里の郷《ユニット型》
・（社福）無何有の郷 杜の家《ユニット型》
・（社福）援助会 聖ヨゼフの園《多床室》

使用機器

移乗支援機器（非装着型）
・移乗アシスト装置【（株）安川電機】
・ＳＡＳＵＫＥ【マッスル（株）】
見守り支援機器
・Ｎｅｏｓ＋Ｃａｒｅ【ノーリツプレシジョン（株）】
・みまもりＣＵＢＥ【ラムロック（株）】
情報共有機器
・インカム

13北九州市保健福祉局

ＳＡＳＵＫＥ（マッスル）

移乗アシスト装置（安川電機）



北九州モデルの発信

内 容

発 信

★国際福祉機器展（ＨＣＲ）での出展、セミナー開催
・時 期：平成３０年１０月１０日（水）～１２日（金）
・会 場：東京ビッグサイト

★西日本国際福祉機器展での出展、セミナー開催
・時 期：平成３０年１１月１５日（木）～１７日（土）
・会 場：西日本総合展示場

★全国老人福祉施設協議会・全国大会（北九州大会）
・時 期：平成３０年１１月２０日（火）～２１日（水）
・会 場：西日本総合展示場

国との連携 平成３２年度には、北九州モデルの実証を踏まえ、新しい介護現場の働き方
として厚生労働省に提案する予定

多様な人材やテクノロジーを活用した介護イノベーション「北九州モデル」を全国的な福祉機器展
などで広く発信
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