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Assistive Technology and Design 1979～



はじめに

病院の論理と
開発の実態



ポスターセッション A 7/2(土) 概略

坐薬を使って排便管理が必要な方に

http://ameblo.jp/benpi2014/



ポスターセッション A 7/2(土) 概略

消耗する動作を伴う(移乗・更衣・体位変換)



ポスターセッション A 7/2(土) 概略

スマホを操作する余力を残せるような、
リラックスした何気ないひとときを



ポスターセッション A 7/2(土) 概略

坐薬を先端部にセットし、上から押し込む



ポスターセッション A 7/2(土) 概略

便器内へ差し込む



ポスターセッション A 7/2(土) 概略

ゆっくり前方に押し出し、挿入する



ポスターセッション A 7/2(土) 概略

挿入の動き



ポスターセッション A 7/2(土) 概略

休みつつ、排泄を待つ
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坐薬挿入器を事例とした
院内連携設計の実践



1. 研究の背景

日本全国の病院内で機器開発に関わる
方の増加が見込まれる



補足

「ロボット技術の介護利用における重点分野」
を特定し、開発



補足

デジタルファブリケーション技術の普及



1. 研究の背景

病院の臨床現場は実験室ではない
 「この状況をどうにかして欲しい」と患者が病院を受診

 同様でなければ、開発者は現場へ介入できない

🚧🚧 🏥🏥🚧🚧



1. 研究の背景

現場への経路は「使えること」という、
基本に直結する課題

効率や満足の
提供

安全で有効

使えること

望まれる経路を持つこと



2. 研究方法

計画した院内連携設計のプロセス



2. 研究方法

モデルとニュースリリースを
更新しながら製品化を目指す



開発のきっかけ

坐薬の落下が多発して自立できてない
 「温水洗浄便座のように内蔵されたアームで自動的に坐薬を・・・」



2. 研究方法

療法士に対して院内連携設計を実践



1.アイデア

2.テスト設計

3.テスト

4.リリース

本プロジェクトのフェーズ



アイデアのフェーズ

1.要求分析

2.優先順位の決定

3.アウトプット

4.議題の作成

5.お試し会議

6.議事録手渡し



3. 研究結果

相談した療法士の期待値は、
最初は高い

 すぐに解決することを療法士と利用者は望んでいた。

👨👨＋📥📥＝💪💪



補足 (初期アイデアスケッチ)



補足

体験談）
 簡単に落ちるので予備の坐薬は必ず用意している。

 便器水たまりに落とした坐薬は再利用できない。

 坐薬を落とさずに特に股を通すことが難しい。

 坐薬の落下を確認するためには、坐薬のかすかな落下音を感じ、
坐薬挿入器を便器から取り出して目視確認する必要がある。

 確認のための取り出しと、差し込みで、股に接触して
坐薬を落とす機会は増えてしまう。



3. 研究結果

その場で解決できない時点で、
否定的な視線を感じることもある

効率や満足の
提供

安全で有効

使えること

望まれる経路を持つこと🚧🚧🚧🚧 🚧🚧🚧🚧



3. 研究結果

利用者からの自発的な参加はなく、
ニュースリリースは機能していない

🚧🚧🚧🚧 🚧🚧🚧🚧



3. 研究結果

徐々にコストなど作る側の現実を知り、
期待値は下がっていった。

 「あのさ、それがあなたの仕事なの?」

👨👨＋📝📝＝🙎🙎



停滞期

どうすれば次のフェーズに行けるのか、
誰もわからない状態



3. 研究結果

定期的に見直すことで、
「削る」というアイデアへ



補足 (デザインワーク)



テスト設計のフェーズ

1.テストの内容を設計

2.説明資料の準備

3.お試し会議での承認

4.医師や院内の関連部署の承認



テストのフェーズ

1.実査
療法士と利用者のペースに、なるべくあわせて

2.分析

3.レポート

4.議題の作成
 療法士に回覧し修正を求めた



リリースのフェーズ

1.実用化交渉

2.情報の同期

3.議題の作成

4.お試し会議



補足 (製造上の改善の余地に関する交渉)



全体を通じて

特に療法士の積極的な参加があったのは、
1.開発初期

2.ブレイクスルー初期

3.テスト

4.最終仕様の決定

5.訓練での実用

6.学会や部内の勉強会での発表のある場合



3. 研究結果

独自のコンテンツとして再構成し、
療法士の発表を後押し

 開発に協力した療法士全員(3名)が自発的に発表



新せき損式坐薬挿入器の各部名称



歴代の坐薬挿入器



最も確実な代償器具設備



コスト重視のタイプ診断



4. 総じて

発想の起点は、
1. 現物の坐薬に直接触れたこと

 アイデアが無い状態でも定期的に現物を振りかえることが発想に繋がった。

自身の経験に基づくことのできない
福祉機器などの開発において必須の考え方

「三現主義」

現場に出向いて 現物に直接触れ 現実をとらえる

🚧🚧🚧🚧 🚧🚧🚧🚧



4. 総じて

現場への経路は、
未整備の状態からのスタート

 利用者を学ぶために連携することは最重要

効率や満足の
提供

安全で有効

使えること

望まれる経路を持つこと🚧🚧🚧🚧 🚧🚧🚧🚧



4. 総じて

 開発者を否定的な視線から守る何か

 定期的に現場をとらえられる何か

「砦」に近い形がお試し会議であったと振りかえる



4. 総じて

療法士の参加者の語る開発の秘訣は･･･
 現実に使えなければ使えない理由をはっきりと言って追い詰める

 中途半端な開発をしないため、
着実に理想に近づくための原則として定着

http://arison.jp/



補足

お試し会議のキャッチフレーズ



補足 (院内連携設計メソッド)



病院の論理の中で、

解決策を共に考える機器開発のあり方を今後も模索

医療従事者は開発以外で考えるべきこと、
フォローすべきことが山ほどある



坐薬挿入器を事例とした院内連携設計の実践

1.  研究の背景
  近年ロボット介護機器の開発については、日本再興戦略に基
づき、経済産業省と厚生労働省が連携して「ロボット技術の介
護利用における重点分野」を特定し、その分野の製品開発等が
積極的に行なわれている [1]。さらに昨今のデジタルファブリ

ケーション技術の普及も伴い、機器開発と病院の距離感は短縮
されている。日本全国の病院内で機器開発に関わる方の増加が
見込まれる。
  その一方で、病院の臨床現場は実験室ではない。この状況を
どうにかして欲しいと患者が病院を受診するのと同様に、開発
者に対してこの状況を解決して欲しいと望まれなければ、開発
者は現場へ介入できないか、介入しにくい。この状況を解決し
て欲しいと利用者に望まれる経路を持つことは、開発者にとっ
て「使えること」というモノづくりの基本に直結する切実な課
題だ。
  以上を背景に本報告では市販化に成功した「新せき損式坐薬
挿入器 ( 図 1)」を事例として、院内連携設計の実践を明らかに
していく。
 
2.  研究方法
  計画した院内連携設計のプロセスを図 2 に示す。開発初期段
階からニュースリリースを作成し、興味のある職員や患者など
サポータを募集する。サポータを得られたら会議（お試し会議）
を開催する。会議で得られたフィードバックを、提案物に反映
しながら商品としてのリリースを目指す。
  本開発のきっかけは作業療法士から、温水洗浄便座のように
内蔵されたアームで自動的に坐薬を挿入したいと相談があった
ことである。脊髄損傷などにより、仙髄の感覚 ( 肛門周辺 ) 脱
失や運動 ( 肛門括約筋 ) に麻痺のある場合、自身あるいは介助
者は坐薬を使って排便を管理する事が多い。
  療法士に対して院内連携設計メソッドを実践した。その経験
を振り返り、どうやって著者のような工学系研究員やデザイ
ナーが、ワントップで院内連携設計をリードしたか、関連する
事象を抽出した。

3.  研究結果
   本プロジェクトは大きく「アイデア－テスト設計－テスト－
リリース」のフェーズで区切ることができる。以下ではフェー

ズごとに流れに沿って、プロジェクトの実際を描写する。
(1) アイデア
  アイデアのフェーズでは、「要求分析－優先順位の決定－アウ
トプット－議題の作成－お試し会議」の流れを繰り返した。会
議では次のフェーズに駒を進めるか、承認か却下を検討した。
却下の場合は、会議での発言を参考に要求分析から再度検討し
た。また、会議の度に議事録を作成し情報を共有した。
  アイデアスケッチを数枚描いた程度の初期段階に、療法士に
よって著者が利用者（患者）と話す機会が設けられた。すぐ
に解決することを療法士と利用者は望んでいた。そのような場
でアイデア段階のスケッチを示しても反応は薄い。そのためス
ケッチは保留して、現状のストレスや工夫を中心に聞き取りを
行った。訓練中の利用者（国立別府重度式・てこタイプ・排便
補助カメラ無し）の体験談より、坐薬の落下の度に強いストレ
スを感じるという。
  

体験談）●簡単に落ちるので予備の坐薬は必ず
用意している。●便器水たまりに落とした坐薬
は再利用できない。●特に坐薬を落とさずに股
を通すことが難しい。●坐薬の落下を確認する
ためには、坐薬のかすかな落下音を感じ、坐薬
挿入器を便器から取り出して目視確認する必要
がある。●確認のための取り出しと、差し込み
で、股に接触して坐薬を落とす機会は増えてし
まう。
  

  著者はアイデアのビジュアル化が研究開発の原動力になると
考えている。しかし、本プロジェクトに限らず現実に利用者に
望まれていることは、すぐに解決することである。退院や転院
を控えている入院患者が利用者となる場合は尚更である。その
場で解決できない時点で、研究やデザイン活動への否定的な視
線を感じることもある。 院内連携設計のプロセスに示したよう
に開発初期段階からニュースリリースを用いてサポータを募集
している。メーカーからの問い合わせはあったが、利用者から
の自発的な参加はなく期待通りには機能していない。すぐに解
決できない点を共通項と考える。
  何かしら課題があり相談した療法士の期待値は、最初は高い。
そのため利用者と話す機会を設けるなど実施されるが、徐々に
コストなど作る側の現実を知り、期待値は下がっていった。ど
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Abstract: Based on the strategy of the government, 
we predict that something like developers  increase in 
Japanese hospitals. On the other hand, the purpose of 
clinical practice is not a test site. We sought the hospital 
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うすれば次のフェーズに行けるのか、誰もわからず停滞する傾
向があった。
(2) 発想の起点
  新レシカルボン坐薬の観察が、発想の起点となった。新レシ
カルボン坐薬を入手するまでは、坐薬は糖衣によって覆われて
いると思い込んでいた。新レシカルボン坐薬は石鹸のような素
材感であった。観察してから時間を置き、定期的に見直すこと
で、削ることによって落下防止するというアイデアへと昇華さ
れた。アイデアが閃いた段階で、会議に向けテスト可能にモデ
ルを準備することが目標となった。
(3) テスト設計とテスト
  テストの内容を設計し、説明資料の準備を行い、お試し会議
の承認および、医師や院内の関連部署の承認を得た。ここまで
のフェーズでは会議の参加以外は全てワントップで行なった。  
  被験者の決定は療法士が行い、実査は療法士と利用者のペー
スに、なるべく著者があわせて観察することで進められた。「分
析－レポート－議題の作成」は著者が行なうが、療法士に回覧
し修正を求めた。
(4) リリース
  リリースのフェーズでは、「実用化交渉－情報の同期－議題の
作成－お試し会議」の流れを繰り返した。
  全体を通じて特に療法士の積極的な参加があったのは、「開発
初期－ブレイクスルー初期－テスト－最終仕様の決定－訓練で
の実用」の場面に加えて、学会や部内の勉強会での発表のある
場合であった。特に発表のある場合に、周辺情報の整理を率先
する場面が見られた。
  リリースのフェーズでは、これまでの研究成果を当センター
独自のコンテンツとして再構成し、療法士の発表を後押しした。
具体的には「新せき損式坐薬挿入器の各部名称－ 歴代の坐薬挿
入器－最も確実な代償器具設備－コスト重視のタイプ診断」を
図表を用いて分かりやすく表現した。開発に協力した療法士全
員 (3 名 ) が学会や院内の勉強会で自発的に発表する結果となっ

た。

4. 総じて
  坐薬挿入器の発想の起点は現物の坐薬に直接触れたことであ
り、アイデアが無い状態でも定期的に現物を振りかえることが
発想に繋がった。
  「三現主義」とは現場に出向いて現物に直接触れ、現実をとら
える行動とされる。自身の経験に基づくことのできない福祉機
器などの開発において必須の考え方であろう。しかしながら、
アイデアが無い状態で開発者が定期的に現場に出向いて現物に
直接触れ、現実をとらえる流れは当センターではでシステム化
できてない。
  利用者を学ぶために連携することは最重要である。すぐに解
決できないアイデア、あるいはアイデアが無い状態を否定的
な視線から守り、定期的に現場をとらえることのできる、「砦」
のデザインが必要だ。その近い形がお試し会議であったと振り
かえる。
  会議は２カ月以内に１回、業務時間外に平均 1 時間が標準と
なっており、院内における教育研修同等の軽い負担で参加でき
る。定期的な個別面談など開発チームの組み方を模索してきた
が、現状はあえて担当者を決めず、ゆるやかに参加し、興味が
あり協力できるテーマは相談窓口となることを求めている。臨
床現場への最低限の経路を確保する狙いである。
  療法士の参加者の語る開発の秘訣は、著者の理想のイメージ
を見せられ魅力を感じても、現実に使えなければ使えない理由
をはっきりと言って追い詰めることだという。中途半端な開発
をしないため、着実に理想に近づくための原則として定着して
いる。
  お試し会議のキャッチフレーズとして「あなたと新製品を考
えて、あなたの代わりに作る」を掲げている。その理由のひと
つは、使えないものを作る犯人を探し、追い詰めるのではなく、
解決策を共に考えるための対策である。活動を参加者のキャリ
アアップ（専門的知識の向上）へと繋げていきたい。
  医療スタッフは開発以外で考えるべきこと、フォローすべき
ことが掃いて捨てるほどある。その病院の論理の中で、解決策
を共に考える機器開発のあり方を今後も模索していく。

[1] 公益財団法人テクノエイド協会 ; ロボット介護推進プロジェ

クト 導入事例報告 ,p.6, 2015

図 1  新せき損式坐薬挿入器

図 2  院内連携設計メソッド
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