仙台フィンランド健康福祉センター推進協議会
第 16 回総会・ビジネスセミナー 報告
仙台フィンランド健康福祉センター推進協議会
（事務局 仙台市経済局産業政策部産業振興課）

１. 日 時： 令和 3 年 3 月 12 日（金）
（１） 総会

14：00～14：35

（２） ビジネスセミナー

14：40～17：00

２. 会 場： Zoom を使用したオンライン開催

３. 参加者： 総会：推進会員 16 団体
ビジネスセミナー：50 名（推進会員 9 名、一般会員等 41 名）

４. 内容記録：
（１）

総会

① 開会・会長挨拶
小松田会長（株式会社シグマコミュニティ 代表取締役）より推進会員に対し、本協議会への協
力に対する御礼と発展を祈念する旨、挨拶があった。
② 活動報告
・ 推進協議会事業報告及び活動予定（事務局）
推進協議会事務局から、今年度の会員増数及びメールマガジン発行部数等について報告した。
・ 仙台フィンランド健康福祉センター 事業創成国際館の活動紹介
（公益財団法人仙台市産業振興事業団 FWBC 推進本部 本部長 齋藤 賢吾 氏）
FWBC 齋藤本部長より、16 年目の FWBC プロジェクトの取組実績について報告した。
・ 特別養護老人ホーム せんだんの館の活動紹介
（社会福祉法人東北福祉会 特別養護老人ホームせんだんの館 総合施設長 柿沼 利弘 氏）
せんだんの館の概要および現状、事業創生国際間との連携事業や、介護人材確保に向けた取り組
みについて報告した。
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（２） ビジネスセミナー
介護現場での最先端の ICT 技術を駆使した業務改善への取り組み等について、株式会社ビーブリ
ッド代表取締役の竹下氏より講演が行われた。
パネルディスカッションでは、コロナ禍における介護業界の課題と、これらの課題にどのように取
り組んでいくべきか等について、市内介護事業者と IT 企業関係者による議論が行われた。
介護現場への ICT 導入といったテーマは参加者の関心も高く、当日は大変多くの方のご参加をい
ただいた。

１．
【講演】
「コロナ禍における介護業界の ICT 活用」
（講師：株式会社ビーブリッド 代表取締役 竹下 康平 氏）
※詳細は講師が公開している講演資料をご覧ください。https://bit.ly/3bz4Wbd

＜コロナで進んだ ICT 活用（事業者向けコロナ対策より）＞
〇ICT 活用をすることで可能なコロナ対策
・飛沫感染と接触感染を ICT でリスク抑制
・対人援助サービスという介護サービスの特性上、職員と利用者との接触は避けられない。主に職
員同士の接触を減らすため、口頭や紙媒体での情報伝達を転換する手段として ICT が有効。
事業形態
入所系・通所系

入所系・通所系
訪問系

ICT 活用例
インカムの活用
IoT ツールの活用
見守りシステム等の活用により訪室頻度低下
オンラインミーティングツールによる面会
利用者と利用者家族の接触減
オンラインミーティングツールの活用
介護記録ソフトの活用
紙媒体による記録を減らし接触感染のリスク低減
ビジネス SNS の活用

・ICT 活用が進んできたことで様々な課題が見えてきた。WEB 会議サービス等の活用では、通信環
境、職員による操作の得意不得意、使用機器、セキュリティ等の課題があり、ルールや機器の整備
が求められる。 参考 ビーブリッド株式会社「web 会議マニュアル」
https://www.bibrid.co.jp/information/article/20200427.html
・コロナでより導入が進んだケアテック※カテゴリは、見守りシステム、リハビリやレクリエーショ
ンのオンラインサービス等。 ※ケアテック：介護領域の ICT 技術

＜コロナ禍前後の意識の変化＞
・コロナ前、介護業界では IT に対するマイナスイメージが強かった。
・IT の時間経過により活用が進むと急激に効果を発揮するが、導入直後は慣れるまでの一定期間効
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率が低下する（IT 化の「我慢の曲線」
）
。
・慣れるまでの期間に、現場職員が感じた面倒さや苦手意識や、経営者が感じた費用対効果が出ない
ことへの不満、職員からの反発への懸念など、不安・不満を感じた過去の経験が、介護業界での ICT
に対するマイナスイメージ形成の原因の１つ。
・コロナ禍で、見守り、レク・リハ、社内外コミュニケーション等の領域で三密回避の ICT 活用が進
み、介護現場が ICT 活用の成功体験をした。

＜令和３年度介護報酬改正＞
〇IT 周りのポイント抜粋
・ケアマネジメントへの ICT 関与（逓減性の緩和）
・オンライン会議の活用を容認
・科学的介護の推進
・LIFE データベースの活用（旧 CHASE, VISIT）
・インカム等の活用による夜勤職員の人員配置基準緩和
〇LIFE 対応について
・科学的介護の推進を目的に、LIFE の活用が様々な加算の要件となる
・ADL、認知症の状態、栄養、口腔、嚥下情報等を毎月のデータを翌月 10 日までにインプット
・インプット方法は、介護記録ソフトからの連携と、LIFE の管理画面からの直接入力がある。
・LIFE にデータをインプットして活用する労力は大変。
・LIFE 等のデータベースはデータが大量に蓄積されてからが本領発揮。介護福祉事業者がデータベ
ースを育てていこうという姿勢を。
・LIFE 活用や ICT の一貫的な活用を要件として、ICT 導入支援、介護ロボットの導入支援等、厚生
労働省の補助事業の実施が予定されている。

＜総論＞
・科学的介護の推進、LIFE の活用、コロナ対策等の背景から IT 活用のシーンが増えており、介護事
業者の方は使って良かったと思い始めている（IT 化元年）
。
・シビアなルール（医療情報システムの安全管理に関するガイドライン）の下での ICT 活用が求めら
れる点に留意を。

＜質疑＞
介護記録以外にも署名・押印が必要な書類が多く残っていますが、今後署名押印をなくす、電子化・
ペーパーレス化の方向性は？
→電子化の流れは止められないが、一概にオール電子化は難しい。ソフトを使って介護記録を電子
化しても、チェックするために紙で印刷しているケースもある。電子化の過渡期においては一部
アナログ、一部電子も致し方ない。電子が苦手な方は紙で記録を書いて写真を取って電子化し、
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SNS やメールで共有するなど、紙かデジタルかの 0 か 100 かではなく、50 程度の妥協案の模索
を。
・ICT 導入定着までの我慢の期間に職員とのコミュニケーションで心がけるべきことは何か？
→我慢の期間の前が重要。なぜ導入するのか、目指す法人の姿、オペレーションの姿、我慢の期間
があることを関係者全員が共有したうえで ICT 導入のプロセスを踏む必要がある。

２．
【パネルディスカッション】
「コロナ禍における介護業界の現状と今後の展望」
＜モデレーター＞
株式会社ビーブリッド

代表取締役

竹下 康平 氏

理事長

田中 伸弥 氏

株式会社エムズ

代表取締役

森本 浩史 氏

株式会社わかばケアセンター

最高執行責任者

鈴木 勝博 氏

代表取締役

髙橋 昌勝 氏

エクスツー合同会社

代表

嶺岸 憲一 氏

株式会社ウェルモ

代表取締役 CEO

鹿野 佑介 氏

＜パネリスト＞
（介護施設側） 社会福祉法人ライフの学校

（ICT 企業側） 産電工業株式会社

●介護事業者テーマ
・コロナ禍における介護事業運営の課題
・課題解決のために ICT をどう活用しているか
＜ライフの学校 田中氏＞
・特別養護老人ホーム、デイサービス、就労支援、グループホーム等の事業を運営。
・施設ではケアコラボ（介護記録ソフト）を 4 年前から使用しており、ICT ツールをある程度使い
慣れていた。コロナで Zoom やケアコラボの機能を用いた利用者家族とのやりとりが普通になっ
たが、コロナの課題を受けて ICT 活用を行った訳ではない。
・面会について、最初の緊急事態宣言期間以外は、短時間に縮小して居室で対面の面会を行ってい
た。
・ケアコラボの選定にあたっては、ケアコラボが掲げる単にベンダーというよりはフラットな関係
でサービスを育てるという考え方を重視し、業者と一緒に徐々にアップグレードしてきた。
・その他、google ドライブの使用や YouTube での研修動画の整備、チャット、Zoom、google
meet を使用した職員同士の情報交換等、ICT を活用している。
・中期経営計画で Collective Impact（個別アプローチだけでは解決できない社会課題を解決する取
り組み）を掲げている。マニュアル作成管理ツールを使用し、手順をマニュアル化・電子化し、
多言語対応や受講状況の可視化を行うなど、既存の ICT ツールを組み合わせて活用する方向に舵
を切る。
4

＜エムズ 森本氏＞
・エムズはデイサービスで IC カードを用いたポイントシステムを導入した。健康増進とフレイルの
予防、健康の見える化を中心とした健康づくりに対して、ICT を活用したインセンティブ型ヘル
スケアサービスを開発・導入した。利用者が施設内に設置したタブレットにカードをかざすこと
でポイントの付与、血圧等のデータの記録が可能で、職員の負担軽減や利用者のモチベーション
につながる。
・コロナ禍における利用者家族とのコミュニケーションツールとして、エクスツーが開発したスマ
イルサーブを活用。家族とケア記録の一部や、日頃の利用者の様子を写真や動画、コメントで共
有している。
・社内のコミュニケーションツールとして、google ワークスペースを導入。職員全員にメールアド
レスを配布し事由にコミュニケーションが図れる。カレンダーも共有。
・見守り情報共有システム「いぐなる」の開発に、仙台フィンランド健康福祉センターの開発委託
事業で、産電工業株式会社、エクスツー合同会社とともに取り組んでいる。

＜わかばケアセンター 鈴木氏＞
・ケアマネージャーが 70 名以上、400 名以上の登録ヘルパーが在籍し、3000～4000 人の利用者を
抱え、足立区だけで特化して事業を展開している。
・５年前から ICT 化に取り組んでいる。働く人の環境や待遇をどうやって高めるか考え、たまたま
現在の状況（ICT 活用や事業の体制）となった。
・まずは 400 名の登録ヘルパーにタブレットを配布し、訪問記録を紙からデジタルへ完全ペーパー
レス化を達成。訪問ヘルパーの平均年齢は 70 近く、ペーパーレス化には大変な苦労があり、定
着に３年を要した。
・コロナの状況では、70 名のケアマネージャー全員の在宅ワークの環境が整った。もともと２年前
の開始当初は、在宅ワークは無理だという結論が出るほどに現場からの反発を受けた。半年後、
ケアマネ全員に会社専用の iPhone とパソコンを配布し、コロナ禍で、行政の指導の中で担当者
会議の省略や電話でのモニタリングが可能になるなどの変化があり、ケアマネは安心して在宅で
仕事ができるようになった。
・７割の事業所は在宅、３割の事業所では当番制で出勤し事務所を回している。居宅系サービス事
業者としては類を見ない、70 名以上の多数のケアマネージャーが在籍していることが生産性向上
の大きな要因となっている。
＜モデレーター竹下氏のコメント＞
3 社に特徴的なことは、主体的に ICT を選んでいること。ベンダーと一緒に ICT 製品を育てた
り、連携して開発に取り組むなど、３法人とも、ICT 事業者に任せるのではなく、タッグを組ん
でケアに資する ICT やオペレーションを考えており、今後のケアテックの姿だと感じた。
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●IT 事業者テーマ
・コロナ禍における ICT 事業者を取り巻く状況の変化（ニーズ、顧客の変化など）
・コロナ禍の介護業界に対して ICT 事業者として果たしたい役割
＜産電工業 髙橋氏＞
・産電工業は 70 年を迎える会社で、インフラ整備を主要事業としてきた。15～16 年前から介護福
祉分野で技術を役立てるべく参入し、介護記録や見守りセンサーを開発に取り組んできた。
・コロナ禍により介護現場で ICT を使用する機会が増えてくると考えている。
・コロナ対策のシステムとしてサーマルカメラを使ったシステムを開発し提案。建物入口で入場者
の検温、遠隔での検温、防犯カメラとしての機能や、それらを組み合わせた複合システムも可
能。
・将来的に従業員の勤怠管理の他、蓄積した体調のデータを AI で分析し体調変化の予兆を検出し、
体調指導を行える体調管理システムを検討。
・PCR 検査事業を 2020 年 7 月から実施している。体調不良になってから医師の判断を受けて行う
一般的な PCR 検査とは違い、検査スタッフが利用者を訪問して検体を採取し検査を行う方式に
より、利用者が働きながら受けたい時に PCR を受けられる体制を整備した。

＜エクスツー嶺岸氏＞
・コロナ禍が増えてから、ネットワークに関する相談（Wi-Fi 環境整備、情報セキュリティの強
化、端末の導入等）が増え、コロナにより福祉業界の ICT 化が加速したことが感じられた。
・インフラ整備とペーパーレス化を、介護福祉施設と歩調を合わせて進めたいと考えている。
・現場を見て、介護施設は人の世話をする尊い仕事をしていると感じたが、コロナで施設の情報が
外に出にくくなった。家族や地域の人と、以前と同じかそれ以上につながりを持てるようにする
ことや、介護事業の取組・がんばりを世間に知ってもらうような仕組みを IT で構築することを続
けていきたい。
・昨年リリースしたスマイルサーブは、施設・利用者・利用者家族との強いつながりを感じられる
ツールとして施設から好評。今後、介護に関わる方がスキルを発揮し業界で長く活躍できるよ
う、更なる仕組みをスマイルサーブに盛り込んでいきたい。

＜ウェルモ 鹿野氏＞
・ウェルモ社は、在宅医療介護領域では介護サービスプラットフォームとして地域ケア情報見える
化サイト「ミルモネット」と、ケアプラン作成支援 AI「ミルモぷらん」のサービスを展開。
・
「ミルモネット」では、全国 15 万件以上の在宅介護・社会参加・保険外等のサービスを検索が可
能。施設ごとの空き状況やリハビリ機材等の設備、医療行為の対応可否等の細やかな情報を掲載
している地域もある。紙媒体のミルモブックも提供。
・コロナ禍において、つくば市における自治体との連携では、受け入れ可否や運営縮小状況等、リ
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アルタイムで網羅的な情報共有に貢献。
・
「ミルモぷらん」は、第二表作成における医療知識の補助や文章提案機能を提供するケアプラン作
成支援サービス。文章提案機能では、利用者のアセスメントから文章候補を提案する他、ケアマ
ネが書いた文章を AI が理解咀嚼し、さらなる提案もしてくれる。夏には「ミルモネット」と連携
し、事業所提案まで一気通貫で行えるようになる予定。
＜モデレーター竹下氏のコメント＞
・政府が掲げるケアマネの逓減性の緩和や、ケアプランに関する AI 活用は、介護事業者にとって見
逃せない流れ。
・ICT 活用による生産性向上、収益性向上、待遇改善や収益に資する AI・ICT の活用に拍車がかか
ると考える。
・ウェルモ社のサービスのように情報インフラを介護事業者が活用できるプラットフォームが ICT
事業者により培われてきていることを実感。

●介護事業者のパネリストから一言 ～ICT 事業者に望むこと～
＜ライフの学校 田中氏＞
・複合施設の場合、職員の兼務状況を反映させたシフト作成への対応は、既存のシステムには課題
がある。
・複数の異なる ICT サービスに別々にログインするのは現場にとって負担なので、API 連携など
で、ワンログインで複数のサービスの利用が望まれる。
＜エムズ 森本氏＞
・ICT ツールの導入は、日頃のコミュニケーションが取れている土壌があってこそ。ICT ツールの
導入に伴う「我慢の曲線」をなくすよう日々努力している。
・ICT 業界の方には、福祉業界に興味を持ち、現場を見たり把握したりして、現場と一緒に考えて
ほしい。
＜わかばケアセンター 鈴木氏＞
・地域包括の中で地域への役割・貢献度をどう高めていくか、働く人の生産性をどう高めていくか
という課題に ICT を活用。
・民間・行政・介護現場が連携して初めて介護業界の ICT 化、効率的な地域包括システムができあ
がる。
●ICT 事業者のパネリストから一言 ～行政やフィンランド健康福祉センター（FWBC）に望むこと
～
＜産電工業 髙橋氏＞
・こんなものが欲しいという声を挙げてもらう、現場でツールを使用し評価をしてもらうなど、介
護現場と一緒に取り組んでいきたい。
・FWBC にはセミナー等を継続して開催してほしい。
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＜エクスツー 嶺岸氏＞
・今年度 FWBC には広報・宣伝で協力してもらった。今後、健康福祉局など関係機関と接点をつく
り、アイデアを紹介する機会が欲しい。
＜ウェルモ 鹿野氏＞
・官民連携していかなければ介護業界の ICT 化は進まない。導入時の旗振りとしての自治体の動き
が必要。自治体の旗振りの下、自治体の持っているデータ、民間が機動的に動けるシステム、介
護業界とのネットワーク形成を。

●竹下氏 パネルディスカッション総括
・コロナは深刻な災いではあるが、生産性向上等で ICT 化が見直された側面もある。
・介護現場、IT 企業、行政、学校等、様々なところが連携しながら地域包括に繋げ、福祉の基盤を
担っていくことが重要。
・議論の場が続くこと、コロナ禍が明けてより深い議論が進むことを願う。

３．
【施策紹介】
「仙台フィンランド健康福祉センター・仙台市の来年度の取り組み方針」
産業振興課 佐藤室長より、仙台市・仙台フィンランド健康福祉センターの来年度の重点事業であ
る CareTech プロジェクト及び HealthTech プロジェクト、タイ・ASEAN 展開の事業方針について
説明した。

以上
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