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全国介護IoT・ICTオンラインサミット2002
お申込みご参加ありがとうございます。

虎
の
巻

この度は、セミナー参加申し込みありがとうございます。
簡単にイベントの趣旨、登壇者の発表について見どころ、
介護におけるICT活用のアイディアなどをご紹介いたします。

データメディアらしく、このPDFファイル内の気になるところをク
リックすると、リンクする仕掛けもあります。
「ふーーーーーん」と鼻をほじりながらでも、
お読みいただければ幸いです。

※なお、本誌の内容については、つながる介護の偏見です。

https://tsunagarukaigo.wixsite.com/mysite
https://tsunagarukaigo.wixsite.com/mysite


介護ICTの虎たちを紹介！
9:00－9:30 Chatwork株式会社

虎
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Chatwork株式会社
岩崎智長 氏
介護で必要なコミュニケーションを
より効率的にするビジネスチャット

つながる介護の甘口ICTチェック

日本産のチャットツール。徹底的にコミュニケーションのしやすさを重視しながら、
外部ツールとの連携をすることでより便利に。無料でお試し利用もできるので、
実際に社内連絡用としてLINEなどと使い分けるのも一つの方法では？

情報共有 交流

https://go.chatwork.com/ja/


Chatwork株式会社様から
無料セミナーのお知らせ

虎
の
巻

Chatworksの活用や社内DX推進に役だつセミナー・イベント情報。

https://go.chatwork.com/ja/seminar/
https://go.chatwork.com/ja/seminar/


介護ICTの虎たちを紹介！
9:30－10:00 有限会社アウトソー・杏林大学
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有限会社アウトソー・杏林大学
馬場美彦氏
Good Morning!Rstudio

つながる介護の甘口ICTチェック

小規模多機能など介護事業所と杏林大学非常勤講師の馬場先生がClubhouseで開催
しているデータ分析ツール「Rstudio」の勉強会を紹介します。今後この技術者が注
目されている理由や、介護業界にあらゆるデータを簡単に分析できるヒントが。

統計 初心者OK

https://www.youtube.com/channel/UCPziJ_a9pgVQsDfmvzPoaqg
https://www.youtube.com/channel/UCPziJ_a9pgVQsDfmvzPoaqg
https://www.youtube.com/channel/UCPziJ_a9pgVQsDfmvzPoaqg
https://www.clubhouse.com/


馬場様から
無料勉強会のお知らせ
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毎週土曜日8:00～
Zoom と音声SNS クラブハウス (Clubhouse) で開催している
RStudio 勉強会のお知らせです。
初心者でも簡単、統計プログラミングで、分析力を身につけよう！

┏◆

┃参加申し込みフォームはこちら
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbiymCtpT

u01Q51oG0SumqPVaRjxh4e9PeB1nKG141oxboqg/vie

wform

┏◆

┃勉強会資料はこちら
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
https://rpubs.com/babayoshihiko/863344

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbiymCtpTu01Q51oG0SumqPVaRjxh4e9PeB1nKG141oxboqg/viewform
https://rpubs.com/babayoshihiko/863344


介護ICTの虎たちを紹介！
10:00－10:30 シロメガネ
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つながる介護の甘口ICTチェック

介護事業所運営、福祉用具専門員であるシロメガネこと吉岡政明氏が、Googleスプ
レッドシートというEXCELのクラウド版（※イメージ）を使いこなすと、介護のす
べての業務が効率化になるという。無料で簡単な設定で便利になること間違いない

Spreadsheet担当大巨
吉岡政明 氏
Google Spreadsheetの活用方法

なんでもできる プログラム

http://yde.ojaru.jp/stamp/index.html
http://yde.ojaru.jp/stamp/index.html
https://www.google.com/intl/ja_jp/sheets/about/


担当大巨様から
スプレッドシート活用のお知らせ

虎
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ba0rY3ZnWRZT7Mwg690tL_iTH9gHF3tYv9usRVgHsmY/edit#gid=0


介護ICTの虎たちを紹介！
10:30－11:00 あきた創生マネジメント
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つながる介護の甘口ICTチェック

介護事業経営者でありながら、地域創生や地方の人材育成、Youtubeまで、理念や
活動を発信し続ける阿波野代表からは、コミュニケーションツールLINEWORKSの自
事業所での活用方法を案内。実例だから、説得力120％。その日から使えそう！

株式会社あきた創生マネジメント
阿波野聖一 氏
わたしたちの介護現場でのICT活用
におけるLINEWORKSのポジション

情報共有 交流

https://www.youtube.com/watch?v=qMsXkDKj6Hg
https://group-aktsousei.com/
https://rin-sousei.com/
https://line.worksmobile.com/jp/
https://www.youtube.com/channel/UC59WSbwvDM1pkSY23gJqsPA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%95%E4%BA%8B%E7%8C%AB


あきた創生マネジメント様から
クラウドファンディグのお知らせ
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https://camp-fire.jp/projects/view/573498?list=search_result_projects_popular
https://camp-fire.jp/projects/view/573498?list=search_result_projects_popular
https://camp-fire.jp/projects/view/573498?list=search_result_projects_popular
https://camp-fire.jp/projects/view/573498?list=search_result_projects_popular


介護ICTの虎たちを紹介！
11:00－11:30 アイ・アール電子工業株式会社
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つながる介護の甘口ICTチェック

検知エリアを設定し、その範囲を超えた場合に通報するシステム。老人保健施設が
考案しただけあって、術後の体勢を固定したい病院等でも役立ちそう。
他の見守りセンサーとコストや機能が異なるか、要チェックです！

アイ・アール電子工業（株）
近藤博嗣 氏
介護老人保健施設が考案した
離床カメラシステム

見守り 負担軽減

https://irdk3921.wixsite.com/irdk/risyoucamera
http://irdk.co.jp/


介護ICTの虎たちを紹介！
12:30－13:00 ユニバーサルデザインLabo
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ユニバーサルデザインLabo
堤玲子 氏
オンラインを活用した交流方法（仮）

つながる介護の甘口ICTチェック

オンラインを活用した観光やお寺参りなどユニークなイベントをたくさん企画され
ております。行ったことのない街並みを、利用者さんとコミュニケーションをとる
には正にビデオ電話は最適ですね！インターネットコミュニケーションの実例も。

オンライン 交流

https://kaigo-ryokou-navi.com/


介護ICTの虎たちを紹介！
13:00－13:30 NPO法人あえりあ
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NPO法人あえりあ
高橋亜由美氏
医療福祉の有資格者と、そのサポートが
必要な人が繋がり合うプラットホーム
「さぽんて」

つながる介護の甘口ICTチェック

支援を必要な人と有資格者をつなぐコミュニティをITでサポート。すきま時間に
困った人を支援できるプラットフォームをご紹介します。資格を生かして、困って
いることを助けられる。問題は、プラットフォームの認知拡大でしょうか。

マッチング 働き方

https://saponte.com/lp
https://nurse-ayumi.com/


介護ICTの虎たちを紹介！
13:30－14:00 介護ITインストラクター
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つながる介護の甘口ICTチェック

パワーワード『ＳＥ』。なんの略なのか、SEとはなんなのか？介護業界における、
とのことで管理者や経営者にぜひとも知ってほしい内容になるはず。大手銀行も新
卒採用を減らしIT技術者を採用。ICT専任者が介護事業所にいると良いことが？

介護ITインストラクター
金澤幸一 氏
介護業界におけるSEの重要性

IT技術者 介護助手

https://qiita.com/kou1121
https://qiita.com/kou1121


介護ITインストラクターさんから
オンライン勉強会のお誘い

虎
の
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オンライン勉強会
毎月第2第4土曜日開催

https://autocare.stores.jp/?category_id=5eb74285515762165180247e
https://autocare.stores.jp/?category_id=5eb74285515762165180247e
https://autocare.stores.jp/?category_id=5eb74285515762165180247e


介護ICTの虎たちを紹介！
14:00－14:30 池田介護研究所
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つながる介護の甘口ICTチェック

子供からお年寄りまでの夢の国・共生型事業を目指す池田介護研究所。
ヨガ、ネイル、農作業、伝統工芸、ちゃがしなど様々な地域参加を、どのようにデ
ジタル化し効率化を図るのか。個人的に今回1番の大注目講演です！

池田介護研究所
池田右文 氏
介護保険＋保険外アプリサービスを活用する
ことで実現する未来福祉

画期的 地域貢献

https://www.facebook.com/ikedacarelab/
https://www.facebook.com/ikedacarelab/
https://www.facebook.com/ikedacarelab/
https://www.youtube.com/watch?v=U-6ZKMlZJYY&list=OLAK5uy_mBYquJNB_aSbwkrfkVtq_SiKlkFT_XyWA
https://www.facebook.com/ikedacarelab/


介護ICTの虎たちを紹介！
14:30－15:00 株式会社279
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つながる介護の甘口ICTチェック

介護ソフトと自作の簡単なアプリの組み合わせで、業務の自動化を図っている事例
を紹介。居宅介護支援事業所の本格的なIT活用テレワークのヒントが分かるかも！
ICT以外の取り組み事例も聞けるかも？

株式会社２７９
次田芳尚 氏
テレワークケアマネ事業所の作り方

テレワーク ケアマネ

https://279279.net/
https://279279.net/
https://279279.net/
https://279279.net/


株式会社279様からの
無料セミナーのご案内
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https://sites.google.com/279279.net/seminar/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0


介護ICTの虎たちを紹介！
15:00－16:00 タダカヨ
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つながる介護の甘口ICTチェック

無料オンラインイベントや、IT勉強会を定期開催しているタダカヨ。ZOOMの使い
方のマニュアルをいち早く作成し、無料や安価でできることを中心に、介護業界を
ICTでよくすることを提言しております。IT初心者でもわかりやすい！

NPO法人タダカヨ
佐藤拡史 氏 ほか
マジカヨ！これもタダカヨ！
タダでカイゴをヨクする方法

タダ オンライン

https://mmky310.info/
https://mmky310.info/
https://mmky310.info/


介護ICTの虎たちを紹介！
16:00－16:30 つながる介護
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つながる介護の辛口ICTチェック

実はICT全く知らない説ありますね。ICTのきほんのキから実際の活用事例まで、
さらっとうすっぺらく話すのが得意です。今のうちにトイレ休憩行きましょう。

つながる介護
ICTのきほんのキ！→応用事例まで
何から始めたらいいのか
わからないまま時は流れて

科学的介護は突然にfeat.その先へ

誰？ 誰？

https://tsunagarukaigo.wixsite.com/mysite
https://twitter.com/tsunagaru_sap
https://1c754cad-db6e-4c95-8133-cb4a1d58d2d5.filesusr.com/ugd/4ed477_4cc1d8dff97d4667aa546d48102003a3.pdf


介護ICTの虎たちを紹介！
16:30－17:30 エクサウィザーズ
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つながる介護の甘口ICTチェック

AI（人工知能）会社が施設の人員配置基準4対1議論に切り込む！
介護施設担当者はぜひとも聞いてほしい。どこまで踏み切った講演になるのか、
そして4対1は実現可能なのか？

エクサウィザーズ
結城崇 氏
テクノロジーだけで4対1の人員配置は
できないのに何故今、叫ばれるのか

2021.12．2１ 日本経済新聞

AI 業務改善

https://www.koureisha-jutaku.com/newspaper/synthesis/20211207/
https://www.facebook.com/takashi.yuki.96
https://exawizards.com/


エクサウイザーズ様から
話すだけで介護記録される「ハナスト」
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https://hanasuto.carewiz.ai/


介護ICTの虎たちを紹介！
17:30－18:00 ケアバンクシステムズ
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つながる介護の甘口ICTチェック

LINEで介護記録？＿LINEって本当に安全なの？そんな疑問から、実際の運用事例ま
で発表されます。今やLINEは全世代の85％超え。誰でも使っているアプリだからこ
そ、ICT化し易いですね。

CareBankSystems
渋谷直寿 氏
LINEで介護記録（仮）

汎用性 介護記録

https://www.carebank.systems/
https://caps-teressamb.jp/
https://www.carebank.systems/
https://caps-teressamb.jp/


ICTきほんのキ なにができるのICT
虎
の
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書類を探すムダ

情報の伝言
ゲームのムダ

転記や清書のムダ

業務の効率化１

業務を見直し、ICTを活用することで得られる効果は
大きく２つあります。ひとつが「業務の効率化」、
もうひとつが「コストの削減」です。

例えば、介護記録についてこんな問題ありませんか？

・ファイリングした書類が指定の場所にない
・誰かが使用中の間は見れない、
・必要な情報をページめくって探す時間
・最新情報を探す時間
・外出先で書類を忘れて取りに戻る

・毎回集まって申し送りを行う
・記憶があいまいになる
・言った言わない、根拠がない
・職員ごとに言ってる内容に違いがある
・伝言するための書類を作成する
・個々にメモする

・日報への転記
・メモ用紙見ながら転記
・電卓叩いて計算
・報告書のための転記
・転記したバラバラの書類を見ながら転記
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ICTきほんのキ なにができるのICT

介助
記録
入力

記録
確認

削減

ムダな介護記録をICTにするだけで劇的に業務内容が変わります。

作成者や、利用者、ファイル名、項目ごと、
文章内のキーワードなどいろいろな検索が
できる

データの再活用、集計、グラフ化など
簡単に転記できる

いつでもどこでも、最新の情報が
表示できる

シ
ー
ト
等

作
成
す
る

印
刷
す
る

記
入
す
る

転
記
す
る

保
管
す
る

ス
イ
ッ
チ

を
入
れ
る

入
力
す
る

ICT導入後

ICT導入前

介助 記録入力転記
記録
確認
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コストの削減２

業務を見直し、ICTを活用することで得られる効果は大きく
２つあります。ひとつが「業務の効率化」、もうひとつが
「コストの削減」です。

ICTきほんのキ なにができるのICT

以前はケアプランや
各サービスの計画書、
重要事項説明書など
の同意を利用者・
家族から得る書類には
印刷した紙に印鑑やサ
インをもらってました。



介護業界で重宝される3種のスキル
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スマートフォン

EXCEL
一歩先をいくのであれば、表の作成や計算など簡単にできる
EXCELを極めると、相当効率も重宝もされる（はず）
今はGoogleスプレッドシートという、ネットで共有できるサービス
もあります。どちらも基本機能は同じなので習得して損はないです。

インターネット検索
一昔前は、書店で探したり、詳しい人に聞くのが主流。
平成から令和時代は、「ググレカス（インターネットで調
べられる）」があたりまえ。実は、検索方法にはいろいろ
裏技があるんです。

AND検索、OR検索、NOT検索、フレーズ検索、あいまい検
索、更新時期、画像検索…

また、インターネットは情報が多いので鵜呑みにはせず、
いろいろな角度から統合して判断していきたいですね。

もはや90％近くの人が所有。
電話はもちろん、写真、動画、メモ、タイマー、インターネット、カーナビ、
メール、メッセージ、ボイス録音、スケジュール管理などなんでもできる！

https://azby.fmworld.net/usage/closeup/20150218/
https://azby.fmworld.net/usage/closeup/20150218/


どうやって勉強すればいいの？？
虎
の
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ITストラテジスト試験（ST）
Android技術者認定試験アプリ・

ベーシック
情報セキュリティ技術認定試験

（SEA/J） CSBM
CAD実務キャリア認定制度 CAD

アドミニスト

MOS試験（マイクロソフトオフィス
スペシャリスト） 各ソフトの上級レベ

ル
SXF技術者検定試験

システム監査技術者試験（AU）
Android技術者認定試験プラッ

ト・ベーシック
基本情報技術者試験（FE） 電子会計実務検定 3級

C言語プログラミング能力認定試験
3級

日商PC（文書作成・データ活用・プ
レゼン資料作成） データ活用

Basic

プロジェクトマネージャ試験（PM） CAD利用技術者試験 1級トレース
Javaプログラミング能力認定試験

1級
文書情報管理士 1級 MIDI検定 3級

日商PC（文書作成・データ活用・プ
レゼン資料作成） 文書作成Basic

システムアーキテクト試験（SA） CAD利用技術者試験 1級建築 シスコ技術者認定 スペシャリスト 情報検定（J検）情報システム・基本 情報検定（J検）情報デザイン上級 IC3

ITサービスマネージャ試験（SM） CAD利用技術者試験 1級機械
日商PC（文書作成・データ活用・プ
レゼン資料作成） データ活用2級

情報検定（J検）情報活用1級 ファイリング・デザイナー検定 3級 文書処理能力検定ワープロ4級

オラクルマスター Platinum CAD利用技術者試験 3次元1級
日商PC（文書作成・データ活用・プ
レゼン資料作成） プレゼン資料作成

2級
ディジタル技術検定 3級

Linux技術者認定試験（LinuC）
101

文書処理能力検定表計算4級

ネットワークスペシャリスト試験
（NW）

CAD利用技術者試験 3次元準1級
日商PC（文書作成・データ活用・プ
レゼン資料作成） 文書作成2級

Javaプログラミング能力認定試験
2級

Linux技術者認定試験（LinuC）
102

パソコン技能検定Ⅱ種試験 3級

データベーススペシャリスト試験
（DB）

日商PC（文書作成・データ活用・プ
レゼン資料作成） データ活用1級

P検（ICTプロフィシエンシー検定試
験） 2級

コンピュータサービス技能評価試験
各1級

パソコン技能検定Ⅱ種試験 2級
P検（ICTプロフィシエンシー検定試

験） 3級

エンベデッドシステムスペシャリスト
試験（ES）

日商PC（文書作成・データ活用・プ
レゼン資料作成） プレゼン資料作成

1級
オラクルマスター Bronze ソフトウェア品質技術者初級 文書処理能力検定ワープロ2級 キータッチ2000テスト

情報セキュリティスペシャリスト試
験（SC）

日商PC（文書作成・データ活用・プ
レゼン資料作成） 文書作成1級

ソフトウェア品質技術者中級
XMLマスター（XML技術者認定制

度） ベーシック
文書処理能力検定表計算2級 ホームページ作成検定試験 1級

情報処理安全確保支援士試験（SC） ITコーディネータ IoT検定 レベル1 CADトレース技能審査建築中級
日商PC（文書作成・データ活用・プ
レゼン資料作成） データ活用3級

Ruby技術者認定試験 Silver

日商マスター 電子会計実務検定 2級
Oracle認定 Javaプログラマ資格

（OCJP） Bronze
CADトレース技能審査機械中級

日商PC（文書作成・データ活用・プ
レゼン資料作成） プレゼン資料作成

3級

パソコンインストラクター資格認定
試験 2級

応用情報技術者試験（AP） CompTIA Security+
Linux技術者認定試験（LinuC）

201
情報検定（J検）情報システム・シス

テムデザイン
日商PC（文書作成・データ活用・プ
レゼン資料作成） 文書作成3級

パソコン技能検定Ⅱ種試験 4級

ディジタル技術検定 1級
P検（ICTプロフィシエンシー検定試

験） 1級
Linux技術者認定試験（LinuC）

202
情報検定（J検）情報システム・プロ

グラミング
ビジネスキーボード パソコン技能検定Ⅱ種試験 5級

オラクルマスターGold
MCPCモバイルシステム技術検定

1級
C言語プログラミング能力認定試験

2級
CAD利用技術者試験 2級 CADトレース技能審査建築下級 パソコン技能検定Ⅱ種試験 6級

電子会計実務検定 1級 ディジタル技術検定 2級 IoTシステム技術検定（基礎） CAD利用技術者試験 3次元2級 CADトレース技能審査機械下級
コンピュータサービス技能評価試験

各2級

Oracle認定 Javaプログラマ資格
（OCJP） Gold

C言語プログラミング能力認定試験
1級

文書情報管理士上級 CAD利用技術者試験基礎 情報検定（J検）情報デザイン初級
コンピュータサービス技能評価試験

各3級

XMLマスター（XML技術者認定制
度） プロフェッショナル（アプリケー

ション開発）

情報セキュリティ技術認定試験
（SEA/J） CSPM of 

management
MIDI検定 2級 Webアドミニストレータ認定試験 検索技術者検定 3級

P検（ICTプロフィシエンシー検定試
験） 4級

XMLマスター（XML技術者認定制
度） プロフェッショナル（データベー

ス）
検索技術者検定 1級 ファイリング・デザイナー検定 2級

MCPCモバイルシステム技術検定
2級

Javaプログラミング能力認定試験
3級

P検（ICTプロフィシエンシー検定試
験） 5級

シスコ技術者認定 エキスパート CADトレース技能審査建築上級 パソコン技能検定Ⅱ種試験 1級 文書情報管理士 2級
MOS試験（マイクロソフトオフィス
スペシャリスト） 各ソフトの一般レベ

ル

Excel表計算処理技能認定試験 3
級

情報システム・コンサルタント CADトレース技能審査機械上級
P検（ICTプロフィシエンシー検定試

験） 準2級
Excel表計算処理技能認定試験 1

級
Excel表計算処理技能認定試験 2

級
Word文書処理技能認定試験 3級

Android技術者認定試験アプリ・
プロフェッショナル

MIDI検定 1級
VBAエキスパート Accessベー

シック
Word文書処理技能認定試験 1級 Word文書処理技能認定試験 2級

Accessビジネスデータベース技能
認定試験 3級

オープンソースデータベース技術者
認定資格（OSS-DB技術者認定資

格） Gold
ファイリング・デザイナー検定 1級

VBAエキスパート Excelベーシッ
ク

Accessビジネスデータベース技能
認定試験 1級

Accessビジネスデータベース技能
認定試験 2級

インターネット実務検定試験 2級

PHP技術者認定試験上級
Linux技術者認定試験（LinuC）

300
CompTIA Network+

Webクリエイター能力認定試験エ
キスパート

Webクリエイター能力認定試験ス
タンダード

インターネット実務検定試験 3級

Oracle認定 Javaプログラマ資格
（OCJP） Silver

Linux技術者認定試験（LinuC）
303

シスコ技術者認定 アソシエイト PHP技術者認定試験初級
MCPCスマートフォン・モバイル実

務検定
ホームページ作成検定試験 2級

公認情報セキュリティマネージャー
（CISM）

Linux技術者認定試験（LinuC）
304

マイクロソフト認定トレーナー
（MCT）

Ruby技術者認定試験Gold インターネット実務検定試験 1級 ホームページ作成検定試験 3級

情報セキュリティ技術認定試験
（SEA/J） CSPM of Technical

VBAエキスパート Accessスタン
ダード

ITパスポート試験〈iパス〉（IP） IoT検定ユーザー 情報検定（J検）情報活用3級 ホームページ作成検定試験 4級

公認情報システム監査人（CISA）
VBAエキスパート Excelスタン

ダード
電子ファイリング検定 B級

パソコンインストラクター資格認定
試験 1級

ディジタル技術検定 4級 MIDI検定 4級

シスコ技術者認定プロフェッショナ
ル

電子ファイリング検定 A級 検索技術者検定 2級 情報検定（J検）情報活用2級 文書処理能力検定ワープロ3級 MCPCモバイル技術基礎検定

CompTIA Server+ CompTIA Cloud Essentials
CAD実務キャリア認定制度 3次元

アドミニスト
文書処理能力検定ワープロ1級 文書処理能力検定表計算3級

オラクルマスター Silver
オープンソースデータベース技術者
認定資格（OSS-DB技術者認定資

格） Silver

CAD実務キャリア認定制度 3次元
トレーサー

文書処理能力検定表計算1級 情報検索基礎能力試験

インターネットで、いろいろ勉強できます。

いっぱい勉強して、いっぱいあるIT資格を取得しよう！

http://www.benx2.com/
https://aoten.jp/1721/snack/
https://shikaku-fan.net/000039/
https://shikaku-fan.net/000767/
https://shikaku-fan.net/000804/
https://shikaku-fan.net/000063/
https://shikaku-fan.net/000059/
https://shikaku-fan.net/000828/
https://shikaku-fan.net/000047/
https://shikaku-fan.net/000767/
https://shikaku-fan.net/000037/
https://shikaku-fan.net/000732/
https://shikaku-fan.net/000069/
https://shikaku-fan.net/000056/
https://shikaku-fan.net/000041/
https://shikaku-fan.net/000064/
https://shikaku-fan.net/000058/
https://shikaku-fan.net/000052/
https://shikaku-fan.net/000785/
https://shikaku-fan.net/000056/
https://shikaku-fan.net/000040/
https://shikaku-fan.net/000064/
https://shikaku-fan.net/000871/
https://shikaku-fan.net/000048/
https://shikaku-fan.net/000048/
https://shikaku-fan.net/000872/
https://shikaku-fan.net/000046/
https://shikaku-fan.net/000064/
https://shikaku-fan.net/000056/
https://shikaku-fan.net/000048/
https://shikaku-fan.net/000050/
https://shikaku-fan.net/000053/
https://shikaku-fan.net/000580/
https://shikaku-fan.net/000064/
https://shikaku-fan.net/000056/
https://shikaku-fan.net/000049/
https://shikaku-fan.net/000060/
https://shikaku-fan.net/000053/
https://shikaku-fan.net/000042/
https://shikaku-fan.net/000064/
https://shikaku-fan.net/000056/
https://shikaku-fan.net/000058/
https://shikaku-fan.net/000060/
https://shikaku-fan.net/000061/
https://shikaku-fan.net/000043/
https://shikaku-fan.net/000056/
https://shikaku-fan.net/000065/
https://shikaku-fan.net/000062/
https://shikaku-fan.net/000061/
https://shikaku-fan.net/000065/
https://shikaku-fan.net/000044/
https://shikaku-fan.net/000056/
https://shikaku-fan.net/000580/
https://shikaku-fan.net/000759/
https://shikaku-fan.net/000053/
https://shikaku-fan.net/000577/
https://shikaku-fan.net/000045/
https://shikaku-fan.net/000056/
https://shikaku-fan.net/000759/
https://shikaku-fan.net/000863/
https://shikaku-fan.net/000053/
https://shikaku-fan.net/000776/
https://shikaku-fan.net/000862/
https://shikaku-fan.net/000545/
https://shikaku-fan.net/000874/
https://shikaku-fan.net/000472/
https://shikaku-fan.net/000056/
https://shikaku-fan.net/000816/
https://shikaku-fan.net/000057/
https://shikaku-fan.net/000732/
https://shikaku-fan.net/000731/
https://shikaku-fan.net/000472/
https://shikaku-fan.net/000056/
https://shikaku-fan.net/000493/
https://shikaku-fan.net/000038/
https://shikaku-fan.net/000792/
https://shikaku-fan.net/000060/
https://shikaku-fan.net/000048/
https://shikaku-fan.net/000056/
https://shikaku-fan.net/000061/
https://shikaku-fan.net/000049/
https://shikaku-fan.net/000065/
https://shikaku-fan.net/000060/
https://shikaku-fan.net/000048/
https://shikaku-fan.net/000578/
https://shikaku-fan.net/000061/
https://shikaku-fan.net/000580/
https://shikaku-fan.net/000787/
https://shikaku-fan.net/000069/
https://shikaku-fan.net/000064/
https://shikaku-fan.net/000472/
https://shikaku-fan.net/000061/
https://shikaku-fan.net/000732/
https://shikaku-fan.net/000049/
https://shikaku-fan.net/000873/
https://shikaku-fan.net/000064/
https://shikaku-fan.net/000472/
https://shikaku-fan.net/000062/
https://shikaku-fan.net/000731/
https://shikaku-fan.net/000069/
https://shikaku-fan.net/000052/
https://shikaku-fan.net/000064/
https://shikaku-fan.net/000048/
https://shikaku-fan.net/000062/
https://shikaku-fan.net/000863/
https://shikaku-fan.net/000804/
https://shikaku-fan.net/000785/
https://shikaku-fan.net/000583/
https://shikaku-fan.net/000055/
https://shikaku-fan.net/000065/
https://shikaku-fan.net/000863/
https://shikaku-fan.net/000055/
https://shikaku-fan.net/000050/
https://shikaku-fan.net/000787/
https://shikaku-fan.net/000058/
https://shikaku-fan.net/000065/
https://shikaku-fan.net/000871/
https://shikaku-fan.net/000472/
https://shikaku-fan.net/000061/
https://shikaku-fan.net/000052/
https://shikaku-fan.net/000059/
https://shikaku-fan.net/000066/
https://shikaku-fan.net/000843/
https://shikaku-fan.net/000472/
https://shikaku-fan.net/000065/
https://shikaku-fan.net/000066/
https://shikaku-fan.net/000066/
https://shikaku-fan.net/000067/
https://shikaku-fan.net/000767/
https://shikaku-fan.net/000785/
https://shikaku-fan.net/000789/
https://shikaku-fan.net/000067/
https://shikaku-fan.net/000067/
https://shikaku-fan.net/000068/
https://shikaku-fan.net/000775/
https://shikaku-fan.net/000050/
https://shikaku-fan.net/000789/
https://shikaku-fan.net/000068/
https://shikaku-fan.net/000068/
https://shikaku-fan.net/000771/
https://shikaku-fan.net/000805/
https://shikaku-fan.net/000060/
https://shikaku-fan.net/000794/
https://shikaku-fan.net/000070/
https://shikaku-fan.net/000070/
https://shikaku-fan.net/000771/
https://shikaku-fan.net/000731/
https://shikaku-fan.net/000060/
https://shikaku-fan.net/000871/
https://shikaku-fan.net/000805/
https://shikaku-fan.net/000733/
https://shikaku-fan.net/000776/
https://shikaku-fan.net/000858/
https://shikaku-fan.net/000060/
https://shikaku-fan.net/000581/
https://shikaku-fan.net/000816/
https://shikaku-fan.net/000771/
https://shikaku-fan.net/000776/
https://shikaku-fan.net/000804/
https://shikaku-fan.net/000789/
https://shikaku-fan.net/000036/
https://shikaku-fan.net/000874/
https://shikaku-fan.net/000048/
https://shikaku-fan.net/000776/
https://shikaku-fan.net/000821/
https://shikaku-fan.net/000789/
https://shikaku-fan.net/000051/
https://shikaku-fan.net/000493/
https://shikaku-fan.net/000049/
https://shikaku-fan.net/000785/
https://shikaku-fan.net/000871/
https://shikaku-fan.net/000051/
https://shikaku-fan.net/000055/
https://shikaku-fan.net/000048/
https://shikaku-fan.net/000053/
https://shikaku-fan.net/000786/
https://shikaku-fan.net/000790/
https://shikaku-fan.net/000822/
https://shikaku-fan.net/000063/
https://shikaku-fan.net/000053/
https://shikaku-fan.net/000053/
https://shikaku-fan.net/000580/
https://shikaku-fan.net/000775/
https://shikaku-fan.net/000063/
https://shikaku-fan.net/000053/
https://shikaku-fan.net/000054/


介護技術同様、勉強会を開催しよう

ICTは福祉用具と同様で、単なる道具です。
使いこなすための勉強会（ルール決め）を、
定期的に開催しましょう。

困りごとや活用方法を共有し、メーカーか詳しい人に
尋ねるのもよいでしょう。

虎
の
巻

得意な人に任せる。✕

操作マニュアルを作成して、みんなが使える。◎



ICT化の落とし穴・無線電波環境

ＷiFi（無線電波）環境には繋がらない等、
多くの落とし穴があります。

虎
の
巻

接続
可能台数

電波干渉 周辺環境

「インターネットがつながらない」という問題1つでも、
①端末機器の問題②配線の問題③プロバイダーの問題④Wi-Fiの問題
など、それぞれの可能性から原因を探る必要があります。

・・・介護と似てますね。多角的な角度から、原因を探る。

https://www.softbank.jp/sbnews/entry/20211101_01
https://www.nojima.co.jp/support/koneta/29731/


ICTマスターICT中級ICT初級

あなたの職場のICT活用度チェック
虎
の
巻

パソコン故障などトラブル発生時でも代替え業務ができる

パソコンやモバイルが潤沢でいつでも入力できる

使い方の手順書がある、教えてくれる詳しい人が複数人にいる

勤怠について電子的（パソコン、モバイル）打刻している

個人情報の取り扱いに厳しい（シュレッター、裏紙禁止など）

提供票や事業所間連絡は紙やFAXではなく電子的に行っている

ICT弱小

上記項目がいくつ当てはまりますか？3以上は欲しいですね。

https://www.nojima.co.jp/support/koneta/29731/


ICT,まずは何から始めたらよい！？
虎
の
巻

サービス内
容

サービス内
容

どこに課題があるのか

ICT化の前に、まず事業所に何が問題があるのか
経営・管理側、従業員側から洗いざらい出しましょう。

その課題について、解決できる方法がないか、
インターネットで検索してみましょう。
ICTでなくても、工夫で解決できる方法はあるはず。

ネットで調べたICTを比較検証

口コミをみるのも良いですが、実際にお試し使用
してみたり、使い方の指導を受けてみましょう。

類似したものがあれば、同様に検証してみましょう。
その際に、立場が違う（ICT得意不得意、業種など）数
名で検証してみることをお勧めします。

１

２

なにから始めてもよいです。スマホでメールから、
コミュニケーションとるためのチャットから、なんでも
よいですがまずは導入する目的を明確にしてください。

明確にしなければ、導入しても結局使用されなくなり、
費用も時間も無駄になります。

仲の良い周辺の方に聞いてみたり、今ならリモート環境
があれば遠隔地でもビデオ通話や画面共有で確認するこ
とも可能です。



ここの業務にはこんなICTがあるよ選手権
虎
の
巻

事務所の電話の受付業務が大変。
日中事務所に人が不在がち。

AI電話サービス

https://www.docomo.ne.jp/biz/service/aitelephone/
https://www.docomo.ne.jp/biz/service/aitelephone/
https://www.docomo.ne.jp/biz/service/aitelephone/
https://www.docomo.ne.jp/biz/service/aitelephone/


ここの業務にはこんなICTがあるよ選手権
虎
の
巻

事業所のホームページを作りたいけど
作り方が分からないし、費用もかけた
くない。

無料ホームページ作成サービス

https://sites.google.com/?hl=ja
https://peraichi.com/
https://www.jimdo.com/jp/
https://ja.wix.com/
https://ja.wix.com/
https://www.jimdo.com/jp/
https://peraichi.com/
https://sites.google.com/?hl=ja


ここの業務にはこんなICTがあるよ選手権
虎
の
巻

事業所のパンフレットやイベント資料
など簡単におしゃれに作成したい。

無料デザインサービス

https://www.canva.com/ja_jp/
https://www.google.com/intl/ja_jp/slides/about/
https://www.canva.com/ja_jp/
https://www.canva.com/ja_jp/


ここの業務にはこんなICTがあるよ選手権
虎
の
巻

FAXを送る複合機の購入費用や、印刷
代、通信費がかかる。
紛失や保管が大変。

インターネットFAXサービス

自事業所 他事業所

ファイルを送信

ファイルで受信

パソコンやモバイルで
メールソフト感覚で
送受信可能

受診したファイルは
PDFなどデータ化される。

https://www.dororo.jp/
https://www.messageplus.jp/index.html
https://www.efax.co.jp/
https://fax.toones.jp/send/


便利なモバイルアプリ
虎
の
巻

外出先でカルテ情報印刷

コンビニプリント

名刺管理
写真撮るだけでデータ化

シフト管理
簡単タッチでサクサク作成

情報収集
知るのと知らないとのでは大違い

https://www.printing.ne.jp/index_p.html
https://www.family.co.jp/services/print/print.html
https://www.apple.com/jp/shop/product/MD826AM/A/lightning-digital-av%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF
https://www.apple.com/jp/shop/product/MD826AM/A/lightning-digital-av%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF
https://people.wantedly.com/
https://jp.mybridge.com/
https://8card.net/
https://www.kango-roo.com/appli/cal
https://shiftboard.jp/
https://rikunabi-yakuzaishi.jp/contents/app/
https://ubie.app/
http://www.byomei.org/index.html


見落としがち！あると便利なICT製品
虎
の
巻

耐衝撃、意外に軽量コンパクト

iPadケース
安いのに頑丈、メンテナンスも
しやすい。お使いのシーンに
あわせたケースを選択しよう。

大量の端末の一括充電

モバイル
充電ステーション

端末の置き場のルール化とともに、
勤務形態に応じてすぐに

使用できるように多くの端末を
一括充電できる。

https://www.amazon.co.jp/iPad-2018-%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%83%E3%83%89-%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AB%E4%BB%98%E3%81%8D-Apple/dp/B072K43GS7/ref=psdc_2221833051_t3_B071G4YD7Z?th=1
https://www.amazon.co.jp/dp/B08FMB82NX/ref=sspa_dk_detail_2?pd_rd_i=B08FMB82NX&pd_rd_w=2QbON&pf_rd_p=86d545e6-51ff-428d-9903-b93b364247df&pd_rd_wg=rm7ba&pf_rd_r=0Q256JKKMY42GCJZTD4H&pd_rd_r=9d84c07d-6243-49ab-b5b0-b154136dab40&s=electronics&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExV0QyRFlHRDFOOURUJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDExMjgyMUpGSTlISUU2UEg4OCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUFWMVdJWVdHTExPNDcmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWwmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl&th=1


iPhone/iPadの画面をテレビへ表示

ZOOMなどオンライン面会に

Jabra 
Speak

Lightning - Digital 

AVアダプタ

手持ちのiPhoneやiPadの画面をテレビに映すことが可能。
計画書やカンファレンスシートを参加者全員で確認しながら説明できる。

オンライン面会など、音や聞こえにくい、
話し声が小さくて伝わらない！そんな悩みを
解決するマイク内蔵ワイヤレススピーカー。

710/510

ワイヤレス骨伝導イヤホンの定番
耳をふさがないため、周りの
環境音も聞こえる。内耳にも
優しい。

SHOKZ
骨伝導ヘッドフォン

https://jp.shokz.com/
https://www.jabra.jp/business/speakerphones/jabra-speak-series
https://www.apple.com/jp/shop/product/MD826AM/A/lightning-digital-av%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF
https://jp.shokz.com/
https://jp.shokz.com/


無料イラストサイト リンク集①

パンフレットや連絡帳、社内資料などの作成に必要なイラスト。インターネット上
にある無料のイラストをダウンロードできるサイトをまとめました。
介護、看護、医療専用のイラストは、研修資料にも使えますね！

お
ま
け

http://illustrain.com/
https://www.my-kaigo.com/pub/carers/otasuke/illust/
https://kaigoirasuto.info/
http://www.misaki.rdy.jp/illust/text/hukushi.htm
https://nursing-illustration.com/
https://www.kaigo-rec.com/
http://freeillustration.net/category/woman/
https://www.kaigo-antenna.jp/
https://estychan.com/
https://rehabilinou.com/
https://arisago.com/medical/page/2/
https://medical.i-illust.com/
https://carenote.jp/
https://www.kango-roo.com/ki/
https://tenpariot.com/rihapic/
https://jishu-tre.online/
http://mkoubou.kids-site.net/
https://www.dental-sozai.com/
http://www.shika-sozai.com/index.html
https://zaitaku-st.com/category/illust/
http://ceme-jpeg.net/
https://illustsozai.com/
https://medipo-design.com/
http://www.medical-material.com/
https://maemae-st.com/


無料イラストサイト リンク集②

パンフレットや連絡帳、社内資料などの作成に必要なイラスト。インターネット上
にある無料のイラストをダウンロードできるサイトをまとめました。
定番のイラストで、チラシや連絡帳作成にも使用できます。

お
ま
け

素材屋花子

https://www.irasutoya.com/
https://illustman.net/
http://www.irasuton.com/
https://kage-design.com/
http://hankodeasobu.com/
https://stockmaterial.net/
https://www.ac-illust.com/
http://www.icon-surfer.com/
https://www.illust-box.jp/
https://www.artboon.co.jp/index.html
https://illpop.com/
https://sozai-good.com/
https://onwa-illust.com/medical/
http://putiya.com/
https://illust8.com/
https://illustknock.com/
http://sozai.rash.jp/
https://www.illustkyogikai.com/
https://eiyoushi-hutaba.com/


テンプレートサイト リンク集

定型文や帳票様式、パンフレット制作など介護業務に活用できるサイトをまとめ
ました。WordやEXCEL、PowerPointで簡単に編集できます。
下のバナー（看板）をクリックすると、そのダウンロードサイトに移動します。

お
ま
け

ICF-CYコード検索システム
e-Angel Edition

https://ppon.askul.co.jp/category/job/care
https://spc.askul.co.jp/print/flyer/design123
https://carenote.jp/
https://www.caremanagement.jp/tools
http://www.kouiki321.jp/procedure/youshiki.html
https://www.kobe-roushiren.jp/download/
https://fukuoka-fukushi.com/fukuoka-city-welfere-service/newpage8.html
https://roumu.com/
https://i.care-mane.com/
https://helper-kaigi.net/
https://tasu-care.net/shops/
https://www.office-template.net/
http://care-study.yts.jp/
https://d10000000yadieak.my.salesforce.com/a001000001n2VDghttps:/www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/kaigo/kaigoyoushiki.html
https://www.bizocean.jp/
http://siland.jp/
https://www.soumunomori.com/
http://www.hinagatahonpo.com/
https://tateyo-cm.com/
https://www.canva.com/ja_jp/
https://develop.dialogs.jp/geno/
http://e-angel.icfcy-jpn.org/icfcydb/html/
https://www.qlife.jp/meds/
http://www.byomei.org/index.html


業界情報サイト リンク集

介護業界の情報収集に活用できるサイトをまとめました。
下のバナー（看板）をクリックすると、そのサイトに移動します。

お
ま
け

介護通信

https://mapsfornursingcare.jp/
https://caretasukeru.com/
https://e-equal.jp/ci_support/
https://www.joint-kaigo.com/index.html
https://www.mhlw.go.jp/index.html
https://www.cao.go.jp/
https://www.mof.go.jp/index.htm
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/
http://www.silver-news.com/index.html
https://www.care-news.jp/
https://kaigounei-talkroom.jp/
https://eichie.jp/
https://kaigokeiei.com/
http://www.techno-aids.or.jp/
https://job.minnanokaigo.com/community
https://www.cbnews.jp/care
https://www.akai-hana.jp/patio/patio.cgi
https://mmky310.info/
https://www.kaigo-antenna.jp/
https://www.kaigo-rec.com/
http://apps.eiyoshi-web.com/
https://www.foodish.jp/


https://tsunagarukaigo.wixsite.com/mysite

https://tsunagarukaigo.wixsite.com/mysite
https://tsunagarukaigo.wixsite.com/mysite

