
45 

 

鳥取臨床科学 11(1), 45-50, 2019 

 

地域包括ケアシステムへの福祉ロボットの導入 
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要旨 

医療の現場では, 近年, ロボットの活用が進んでいるが, 生活支援・介護予防では, まだほとんど

使われていない. 本研究ではロボットを介護予防へ活用するために, 高齢者の問題の一つである嚥下

機能に着目した. 先行研究には, 笑うことにより嚥下機能が向上した報告がある. そこで, 本研究では, 

人とロボットがレクリエーションを行うことでも笑いが起こり, 嚥下機能の向上が得られるかを検証

することを目的とした. 介護施設に入所中の 18 名の高齢者を対象に, ロボットを活用した嚥下機能向

上プログラムを作成し, 咽喉マイクロフォンと IC レコーダーを用い, レクリエーションの実施前, 実

施中, 実施後の嚥下時間間隔を計測した. 結果, ロボットを活用したレクリエーションの実施前より, 

実施中および実施後に嚥下時間間隔の短縮が認められた.  

以上より, ロボットを活用したレクリエーションで嚥下機能の向上をもたらし, 高齢者への受け入

れも良いことから, 今後の生活支援・介護予防において, ロボットを活用する可能性が示唆された. 鳥

取臨床科学 11(1), 45-50, 2019 

 

Abstract 

In the medical field, the utilization of robots has advanced in recent years, but these are still rarely used in 
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life support and nursing care prevention. In this study, the focus was on swallowing function, which is one of the 

issues experienced by the elderly, in order to utilize the robots for nursing care prevention. Previous studies have 

reported that laughter improves swallowing function. Thus, in this study, the aim was to verify whether laughing 

can also occur when people and robots engage in recreational activities, resulting in enhanced swallowing 

function. A robot-based swallowing function enhancement program was created for 18 elderly individuals 

admitted to a nursing home to measure swallowing time intervals before, during, and after implementation of 

recreational activities using a throat microphone and an IC recorder. Results showed that there was a reduction 

in swallowing time intervals during and after compared to before the implementation of robot-based recreational 

activities. From these findings, the possibility of utilizing robots in future life support and nursing care prevention 

was indicated, because improvements in swallowing function were brought about by recreational activities using 

robots, and acceptance in the elderly was also favorable. Tottori J. Clin. Res. 11(1), 45-50, 2019 
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I. はじめに 

2025 年に向けた地域包括ケアシステムの構

築を目指すために, よりいっそう, 生活支援や

介護予防体制の充実を図ることが求められる . 

そして, 介護予防のサポートや取り組みが, 人

や地域社会との関係性を重んじ, 介護現場にと

どまらず, 地域住民が活動する場で積極的に行

われることが期待される.  

高齢者人口が増加する反面, 生産者人口（労

働力人口）は減少し, 人材不足の時代を迎える

背景に, AI やロボット開発のテクノロジーの進

歩により, 介護・医療の場で活用できるロボッ

ト開発が広がりつつある.  

そこで , 我々は介護予防において効果的な

ロボットの活用方法について検討した.  

高齢者の生活の質（QOL）には, 身体的, 精

神的, そして社会的な意義を持つ「食べる」とい

うことが重要になるが, 嚥下機能は年齢と共に

低下する 1). 嚥下機能の低下は, 栄養状態の低

下をもたらし, 筋力の低下, 活動性の低下に繋

がる. さらには, 廃用性症候群へ至ることも懸

念される 2). また, 誤嚥性肺炎は高齢者の死因

の上位となっており, 嚥下機能の低下がもたら

す影響は, 高齢者の生活を左右すると言える.  

本研究では, 先行研究により『笑い』が, 認

知症予防, 免疫力向上, うつ病の改善 , ストレ

ス解消, 嚥下機能向上に効果があるという報告

3) をもとに, 人とロボットによるレクリエーシ

ョンを考案した. そして, そのレクリエーショ

ンによる笑いが嚥下機能にもたらす効果を検証

したので報告する.  

 

II. 方法 

1. 対象 

対象者は, 介護福祉施設の利用者 18 名（男

性 3 名, 女性 15 名）で, 平均年齢は 87.5 ± 7.1

歳（72～98 歳）であった.  

2. 使用したロボット 

感情認識型ヒューマノイドロボット Pepper

（ソフトバンク社）を使用した.  

3. 場所 

高齢者介護福祉施設. 

4. レクリエーションの内容 

Pepperが, 研究者 1名と共に掛け合いをしな

がら自己紹介をし, その後, 対象者と共に嚥下

体操や発声練習, 早口言葉を実施した. 嚥下体

操時は, 音楽（童謡）を流した. レクリエーショ

ンの様子を図 1 に示した.  

5. 嚥下時間間隔の計測方法  

Pepper に対して「Choregraphe
コ レ グ ラ フ

」というソフト 


