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モニタリング評価システム手法の構築に関する研究

抄　録

広島県では先進地にみられるような福祉用具機器の公的機関によるモニタリング評価システムが存在しない。
本研究では，広島県（商工労働部）と協力し，公的機関による福祉用具機器のモニタリング評価システムを構
築するために，モニタリングに関する聞き取り調査と製品についてのモニタリングを行った。
今回の調査から，モニタリングを行う際に最も重要な点はモニターフィールドの確保であることがわかった。

そしてその業務は，臨床で働く人，いろいろな職種と関係を持つ人（いわゆる，他職種に顔が利く人）が担当
することが最適であると思われる。
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人間と科学　県立広島大学保健福祉学部誌　9（1） 143 － 151 2009

－ 144 －

1 はじめに

高齢者，障害者および介護者の QOL向上には福祉
用具（機器）の開発による関連産業の振興と市場の成
熟が必要である。一方，供給サイドでは，ユーザーご
とに個別の要求が強いこと，また，各個別用具ごとの
マーケットが小さく多品種少量生産であり，多くの中
小福祉用具機器メーカーにとっては技術開発への投資
が負担となっている。
新エネルギー・産業技術総合開発機構（The New

Energy and Industrial Technology Development

Organization ： NEDO）が福祉用具の研究開発を実施
する事業者等を対象に実施したアンケートでは，多く
が開発後も商品化に向けたフォローを望んでいる。ま
た，広島県の研究開発補助金に提案のあった福祉機器
の研究開発案件では，多額のモニタリング経費を事業
費に算入しているケースもある。このような状況を踏
まえ，他県（神奈川県，富山県，岐阜県，岡山県など）
では公的機関によるモニタリング評価をシステマティ
ックに，かつ，継続的に実施している例が見られる。
現在のところ，広島県では先進地にみられるような

福祉用具機器の公的機関によるモニタリング評価シス
テムが存在しない。そのため，県下の中小福祉用具機
器メーカーにとっては開発や改良を加えた福祉機器が
利用者にとって有益になっているかどうかの情報を得
ることが困難な状況である。このような状況から，本
研究では，本県（商工労働部）と協力し，公的機関に
よる福祉用具機器のモニタリング評価システムを構築
するために，福祉用具機器のモニタリング評価システ
ムについて検討することとし，その得られた結果から
幾つかの提言をすることを目的とした。

2 方法

モニタリングに関する聞き取り調査と製品について
のモニタリング評価を行った。モニタリングに関する
聞き取り調査に関しては，公的機関によるモニタリン
グ評価を実施している県のうち、調査協力を得ること
ができた 3県を対象とし、県のモニタリング評価シス
テム担当者に聞き取り調査を行った（表 1）。製品の
モニタリング評価に関しては，筋電計測機器の「筋太
郎」にてモニタリングの手法について検討し，その後，
製品化前段階の機器の評価と既製品（つま先があがる
くつ下）の評価を行った。
「筋太郎（図 1）」によるモニタリング手法の検討

では，まずモニタリングの実施に協力してくれる施設
に対し，「筋太郎」開発者による筋電計測機器のプレ
ゼンテーションを行い，「筋太郎」による筋力評価の
目的，操作方法などの説明を行った。評価は評価用紙
を用いて，施設に勤務する理学療法士が行った（表 2）。
施設には，あらかじめ施設へのモニタリング協力依頼
を行ない，承諾をいただいた施設を協力施設とした。
製品化前段階の機器評価に関しては，広島県商工労

働部産業振興局新産業振興室から紹介を受けた A社
の試作品とした。機器の概要については図 2 に示す。
我々が実際に試作段階の移乗機器（以下，「移乗機器」
と略す）を体験し，その体験をもとに目利き評価（協
力施設へモニタリング評価の依頼を行う前に，製品に
ついて評価すること）を行なった。

既製品の評価については，広島県商工労働部産業振
興局新産業振興室より紹介を受けた，株式会社コーポ
レーションパールスター社の既製品「つま先あがる君」
をモニタリング評価した（図 3）。評価方法は，健常

①近県の動向と情報�

②人物に関する情報�

③モニターに関わっている職員について�

④モニター制度で一番重要なこと�

⑤モニターすることの病院や施設側のメリット�
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表１　聞き取り調査内容

図１　筋電計測機器「筋太郎」
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男子学生（21 歳）1名を対象にし，裸足と「つま先あ
がる君」着用時の足尖部移動軌跡を比較することとし，
定性歩行における歩行分析を三次元動作解析システム
を使用して行った。体表指標点として両肩峰，両大転
子，両膝関節列隙，両外果，両第 5中足骨頭，第 1趾
先端のマーカーに左右識別マーカーを加えた計 13 点
を身体上に貼付し定性歩行中の空間座標データを計測
した。計測には Oxford Metrics社製 VICON512，赤外
線カメラ 6台を使用し，身体動作計測を行った。

3 結果

3.1 モニタリングに関する聞き取り調査

①近県の動向と情報から，他県ではモニター事業か
ら撤退の方向の考えであることがわかった。
②他県には，以前モニタリング評価システム担当者
としてエンジニアが配置されていたが，そのエン
ジニアの意見では，その県におけるモニター制度
は他県より 2～ 3年遅れている，対象者の理解が
ない，モニター施設の理解がないなどの指摘がみ
られた。
③モニターに関わっている職員については，2 ～ 5
名であり，モニターは年に 2 回行なっている。1
回のモニターに要する期間は約 4ヶ月である。
④またモニター制度で一番重要なこととしては，モ
ニターに協力してくれる人やそれに関連する臨床
で働く人、あるいは調査場所として協力してくれ
る病院側や保健施設などが、モニター評価の重要
性や必要性について理解してくれることが一番に
あげられていた。
⑤モニターすることの施設（協力してくれる病院や
保健施設など）のメリットに関しては，現段階で
は施設側のメリットはないとの意見があった。
⑥他県ではロイヤリティーを得ていないが，日本で
は大阪に商品の開発研究から関与し、目利きした
り商品価値をあげるためのアドバイスを与えるな
どの支援をする機関として中小企業支援センター
（経済産業省）がある。
⑦目利き委員会では評価表を用いている。それぞれ
の機器について多少の評価表の変更を加え，その
評価表では，例えば「3 点以下では不合格」と判
定して使用している。
⑧モニター制度の利点としては，現在のところ，製
品の使用者側での意見は反映されていないので，
モニター制度を利用することにより改善されるの
ではないかという意見であった。
⑨モニターの効果については，現在のところモニタ
ーを受けた企業にはメリットがないという回答で
あった。
⑩他県では予算を割り当ててはいるが，他から予算

記入例�
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１．有効性� 筋力評価機器として有効性である�

1 2 3 4 5

２．導入性� 経済的に困難なく購入できる(販売価格10万円）�

1 2 3 4 5

３．信頼性� 筋力評価機器として信頼性がある�

1 2 3 4 5

４．可搬性� 様々な場所で使用する可搬性がある�
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５．耐久性� 耐久性は十分である�

1 2 3 4 5

６．安全性� 筋力評価機器として安全性がある�

1 2 3 4 5

７．物理的安全性� 患者への身体への傷害や感染の危険がある�

1 2 3 4 5

８．理解性� 使用方法は理解しやすい�

1 2 3 4 5

９．快適性/受け入れ性�受け入れやすい筋力評価機器である�

1 2 3 4 5

10．操作性� 操作性がよい�

1 2 3 4 5

11．維持/修理� 維持や修理は簡単である�

1 2 3 4 5

１～５の数で、最もあてはまるものに印をつけてください。�
１は「全くあてはまらない」、５は「完全にあてはまる」ものとする。�
１と２の間の1.5などは記入しないこと。�

表２　「筋太郎」評価用紙



を工面しているのが実情であり，今後は企業から
お金を徴収する予定である。協力施設に対しては
謝金をわたしている。
⑪リスク管理に関しては，モニターを利用する企業
には保険に加入している。しかし，この保険で支
払われる上限額ははっきりしていない。
⑫モニターした証明書に関しては，現在証明書の発
行は行っていない状況であるとの報告であった。

3.2 製品についてのモニタリング評価

3.2.1 「筋太郎」について

評価表による評価に関しては表 3に示す。
改善点として指摘のあった点は，コードの長さ，筋

太郎（筋電計）本体のコンパクトさや持ち運びやすさ
についてであった。しかしこれらについては，使用者
（理学療法士）によって，どちらの意見もみられた。
ほとんどの使用者が問題として挙げたものとして，ゲ
イン（筋出力を感知するための設定）を調整すること

に難しさを感じ，また筋出力の感知に再現性がなかっ
たことを指摘していた。
「筋太郎」に対し，機能面への意見としては，メモ

リーカードなどの記憶媒体を付属させることにより，
PCへの接続・記憶機能や他機種での使用が可能にな
るとの意見や筋出力部分を赤いランプの増減ではな
く，デジタル表示することにより，使用者のみでなく
利用対象者への理解もしやすいのではないかとの意見
がみられた。また評価のみでなく，バイオフィードバ
ックデバイスとして用いるために，ブザー音の設定に
も幅を持たせることにより筋出力練習機器としての使
用も可能になるとの意見があった。

3.2.2 製品化前段階の機器について

我々が体験し，評価した中で改善が必要と思われる
点について以下に示す。
①正面からアプローチする場合，利用者の中には座
位が安定していないため，体幹が側屈する場合が
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図３　つま先があがるくつ下

出典：コクーン Hiroshima21
ＵＲＬ： www.cocoon21.net/sagasu/kininaru/syohin/0061.html 

株式会社コーポレーションパールスター社製（許可を得て引用）

図２　移乗機器（試作機）

全長　1880mm 幅　700mm
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あり，移乗機器の横幅が状況に応じて調整可能で
あることが望ましい。
②フットレスト（足置き）に足部を置く介助が難し
い。
③臀部へアームを差し込む場合，服や皮膚をアーム
とベッドとの間に挟み込むことがあり危険であ
る。また，アームの差し込みにあたって，利用者
に臀部を少し上げてもらう必要があったため，利
用者がベッド上や椅子座位で臀部を上げることが

できなくても，アームを臀部に差し込むことがで
きるような工夫がさらに必要である。
④臀部へのアーム差し込み時には，アームを操作す
るために利用者から離れる必要がある。移乗動作
に介助が必要で座位が不安定な利用者は，移乗機
器のアーム操作中に転倒・転落する危険がある。
常に，利用者の転倒・転落に備え，手の届く範囲
で操作ができる必要がある。
⑤移乗機器で座位を取り特定の場所に移動する場
合，体幹を固定するものがないため，座位が安定
していない利用者では移乗機器からの転落の可能
性がある。座位が安定していない利用者への対応
が必要である。
⑥移乗機器の想定利用者は寝たきりもしくは起立困
難な方である。想定用途はベッドと車椅子間，ベ
ッドとポータブルトイレである。しかし，車椅子
からベッドに移乗する場合，車椅子のバックレス
ト（背もたれ）があるため臀部のアームを差し込
むことができなかった。仮に，バックレストとの
距離を確保できても，移乗機器を操作中に利用者
が転落する可能性がある。そのため，利用者の体
を支えながら本機器を操作する必要がある。ポー
タブルトイレの場合も同様のことが考えられる。
⑦本機器のデモンストレーションではベッドと車椅
子への移乗に 3分～ 5分を要した。ポータブルト
イレを利用想定するには時間がかかり過ぎるよう
である。操作工程について再考する必要がある。
⑧リフターの大きさ・重さを考えると，高齢者には
移動操作が難しい印象を受けた。また，床が絨毯
の場合や敷居などの段差を越える時などは特に難
しい印象を受けた。
⑨操作手順が多く，移乗機器の操作が難しい印象を
受けた。特に操作する方が高齢者の場合には困難
が予想される。移乗機器を操作する時に熟練を要
する印象を受けた。
⑩操作者（介護者）にとって，移乗機器の購入でど
の程度の労力や時間の問題を解消できるかがポイ
ントとなる。疲労がなくても時間がかかり過ぎる
ようであれば利用できない。
⑪ベッドから車までの移動手段としては，既製品と
比較した場合，利用者は胸の圧迫が少なく楽に移
動できると思われる。この点は，本移乗機器の利
点であり想定用途を限定することも必要と思われ
る。
以上の点を考慮し，施設等でのモニタリング評価が

可能であるかどうかを検討したが，施設（フィールド）
における壁からベッドまでの距離（老人保健施設の場
合）は，老人保健施設 A（4 人部屋は 125cm，個室は
180cm），老人保健施設 B（変則だが 50cm～ 75cm，
150cmの間にカーテンあり）のため，病室や居室で使
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表３　「筋太郎」に対するモニタリング評価



用するには機器のサイズが大きく（全長 1880，幅 700
mm）モニタリング評価は困難であると判定した。

3.2.3 既製品について

定性歩行における裸足と「つま先あがる君」着用時
の足尖部移動軌跡の差を図 4 に示す。「つま先あがる
君」着用時の方が裸足よりも最小足尖・床間距離（フ
ットクリアランス；以下，FC）が踵接地期には 10 ㎜，
遊脚中期直前には 5㎜，遊脚中期には 5㎜大きくなり，
逆に遊脚減速期には 9㎜小さかった。

4 考察

4.1 モニタリングに関する聞き取り調査

今回の調査から，モニタリングを行う際には、モニ
ター評価を理解してくれる協力者および協力施設が必
要であることが明らかとなり、モニタリング制度を設
立するためには、その必要性や重要性を理解し、協力
してくれる施設を確保することが最も重要な点である
ことがわかった。この際，臨床で働く人，いろいろな
職種と関係を持つ人（いわゆる，他職種に顔が利く人）
がモニタリング業務を担当するのが良いと思われた。
広島県の商工労働部は，現時点ではフィールドは持っ
ていないが，商工労働部は施設に対して指導をする立
場であり，その立場を利用してフィールドを開拓する
ことが出来るのではないかと考えられる。広島県でモ
ニタリング事業を行うとすれば，例えば広島県立身体

障害者リハビリテーションセンター，あるいは県立広
島病院に福祉機器モニター事務所を設置することが望
ましいと思われる。広島県にはリハセンターや県立広
島病院があるので，主体的に利用すべきであり，その
際，いろいろな職種との連携を持っている，理学療法
士，作業療法士，エンジニアが責任者となるのが良い
と考える。
福祉機器について現在の状況では、使用者の声は企

業まで届いていないことが多い。その理由として，た
とえ使いづらくても利用者側が我慢してしまう場合、
利用者側から看護師や理学療法士、作業療法士に機器
の不便な点をうまく説明できない場合や伝えるタイミ
ングがつかめない場合、あるいは不便さを利用者や作
業療法士が自己改良で補ってしまう場合などが含まれ
ると思われる。このような場合は，モニター制度を利
用することにより利用者の意見を企業側へ届けること
が比較的容易にできると考えられる。
しかし今回のモニタリングに関する聞き取り調査の

結果では，協力してくれる施設側およびモニターを受
けた企業側に関してもメリットがないという意見もみ
られ，問題点として取り上げる必要があると思われる。
この理由については、協力してくれる施設側では、モ
ニターに関わる職員は 2～ 5名で、期間は 1回のモニ
ターに対し約 4ヶ月費やしているにも関わらず、無償
で行っている点があげられ、また企業側では、モニタ
ーを受けたとしてもそれを証明する証明書などの発行
が行われていないためということがあげられる。これ
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に関しての解決策としては，①中小企業支援センター
の機能を取り入れる。②商品に更なるアイディアを提
供しロイヤリティをとる制度を作り，これを運営費に
あてる。③公的モニターの証明書を発行する。④企業
側でもモニタリング評価を取り入れることにより，企
業の融資を受けやすくなるというシステムを作るなど
の制度ができれば良いのではないかと考える。
そしてなによりモニター協力に関する啓発活動，モ

ニタリング評価システムに関する企業への啓発活動を
行なう必要があると思われる。

4.2 製品についてのモニタリング

4.2.1 「筋太郎」について

まず，目利き評価やモニタリング評価する中でどの
ような問題点が生じるかを検討するために，筋電計測
機器である「筋太郎」を使用して実施し，モニタリン
グ評価システムに対する提言を行なった。その結果，
ゲイン（筋出力を感知するための設定）を調整するこ
とに難しさを感じ，また筋出力の感知に再現性がなか
ったことが指摘された。この問題に対して，ゲインを
調整する幅を一定の段階（例えば，低・中・高などの
3段階）にすることにより，操作も容易となり，再現
性も高くなるとのアドバイスであった。今回のモニタ
リング評価内容の報告会には「筋太郎」開発者も出席
し，直接「筋太郎」使用者から出された意見について，
その場で意見交換を行なう形式を取った。そのため開
発者もその場でさらに詳しく質問することができ，開
発者へのフィードバック方法としては適していると思
われた。しかし，実際に企業を通して行なう場合，フ
ィードバックする時間の問題，直接意見を言いにくい
などの問題もあり，困難であることも予想でき，評価
結果の伝達手段に関しては，さらに検討する必要があ
ると思われる。

4.2.2 製品化前段階の機器について

企業側では今回の目利き評価を行う前に，すでに多
くの予算と時間を費やしている。理想的には，目利き
を行なう前の段階でも，中小企業が福祉機器の開発に
ついて相談する受け皿を作ることが望まれるのではな
いかと考える。行政側では，企業に対して福祉機器開
発に関する相談窓口の設置について広報を行っている
ようである。一方，企業側は福祉機器の開発に関する
相談を行政のどこに持っていくべきか迷っていると言
う。このように，両者の間にはギャップがあり，今後
の検討課題としておく必要がある。
また目利き評価を行った場合，中小企業は売れるか

どうかについて意見を要求することが想定される。も
しそうであるなら，目利き委員の責任は非常に重い。
しかし，目利き委員が売れるかどうかの判断を行うこ
とはできず，また責任を取ることもできない。

4.2.3 既製品について

今回の計測結果より，定性歩行では「つま先あがる
君」着用時の方が裸足よりも FCが踵接地期には 10
㎜，遊脚中期直前には 5㎜，遊脚中期には 5㎜大きく
なる結果が得られた。つまり遊脚期ではつま先が床面
より，裸足時よりも離れていることを示しており，歩
行時のつまづきを防ぎ，転倒予防にも効果があると推
測できるのではないかと思われる。しかし西澤ら 1），
相馬ら 2），3）の先行研究によると，FCには加齢による
影響が見られないと報告されており，FCに加齢によ
る影響が認められないにもかかわらず，高齢者の転倒
事が多いことについては，いまだ明らかになっていな
い。したがって，FC増加によって高齢者の転倒を予
防できるかどうかについても不明である。今回の評価
では，健常成人 1名を対象としており，統計学的分析
は行っていない。しかしこの製品に関しては，「つま
先あがる君」のサイズの最適性や高齢者では必ずしも
FCが小さくなっているとは限らず，つま先が上がる
だけで転倒予防ができるかどうかの疑問が残るなど，
さらに専門家の考えや運動学的分析など検討の余地が
あると思われた。
商品として販売されている段階であっても，既製品

に対してさらに改善点を検討し，商品の価値を高める
ことも必要であると考える。したがって，商品化後の
サポート体制としてのあり方もモニタリング評価シス
テムの 1つとして構築する必要があると考える。

4.2.4 提言

１．広島県商工労働部は関係各所の調整により，広
島県に属するリハセンターもしくは県立広島病
院に事務局を置き，フィールドを開拓していく
必要があると考える。また，臨床とフィールド
との接点のある人選が必要。（理学療法士・作
業療法士・臨床工学士を配置してはどうか）

２．中小企業支援センターの機能を取り入れる。そ
して，商品に更なるアイディアを加え，その過
程で，あるいはその結果生じるロイヤリティー
を運営費に充てる。

３．公的モニター終了証明書を発行する。
４．モニター実施者（施設・利用者）へのメリット

を考慮する。
５．モニター協力に関する啓発活動。
６．モニタリングシステムに関する企業への啓発活

動。
７．モニタリング協力施設に対して倫理に配慮した

依頼・承諾書の提出が必要。
８．企業への損害保険加入の義務付け。
９．モニタリングシステムの継続方法に関する意見。

①モニター依頼⇒②モニター料の徴収⇒③福
祉機器コンテストへのエントリー ⇒ ④福祉機
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器の目利き・モニタリングの実施 ⇒ ⑤最優秀
賞・優秀賞の選定（目利き・モニタリング結
果）⇒⑥表彰・（賞状・賞金）

5 まとめ

今回，本県（商工労働部）と協力し，公的機関によ
る福祉用具機器のモニタリング評価システムを構築す
るために，福祉用具機器のモニタリング評価システム
の検討した結果，幾つかの提言が得られた。モニタリ
ング評価システムを構築するための重要な点は，モニ
タリング協力施設の確保であり，そのためにはモニタ
リング評価システムの委員として，臨床とフィールド
との接点のある人選をする必要がある。そして，企業
に対しては，商品開発段階からモニタリングシステム
に応募していただけるよう啓発活動を行ない，商品に
更なるアイディアを加えるなどのアドバイスを行な
う。その過程もしくはその結果生じるロイヤリティー
や，さらには商品をコンテストするためのエントリー
代金を運営費にあてるなどの検討が必要であると考え
た。
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Study of building a monitoring evaluation system method

Abstract

A monitoring evaluation system by official facilities of welfare equipment doesn't exist in Hiroshima. This study was

performed to cooperate with Hiroshima (the labor part of commerce and industry) about interview survey of a monitoring

and a monitoring about a product and build a monitoring evaluation system of welfare equipment by official facilities.

As a result, this investigation showed that the most important point is securement in a monitor field. And, It seems that it

is the best that the person who works is clinical and a person who has something to do with the various job categories (the

person who has influence in so-called another occupation) take charge of this works.

Key words : monitoring evaluation, evaluation system, welfare equipment


