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� 研究背景・目的
訪問介護とは，訪問介護事業所のスタッフであ
るヘルパーが利用者宅を訪問し，介護などのサー
ビスを行うことである．訪問介護における勤務表
作成では，利用者が必要とするサービスに対し確
実に訪問するヘルパーを割当てなければならない．
ヘルパー，利用者に関する様々な制約条件 )ヘル
パーの勤務可能時間帯，利用者訪問時刻，利用者
の担当可能ヘルパー，利用者宅間の移動時間，ヘ
ルパーや利用者にとっての様々なバランスなど*
を考慮しながらの勤務表作成は，多くの労力と時
間を必要とし，その負荷は大きいといわれている
+,-+.-．本研究では，「バランスの取れた勤務表の作
成」を行い，これを満たした上で「勤務表作成者
の負荷の軽減」が出来るような勤務表作成支援シ
ステムの開発を目的とする．つまり，スケジュー
リングのための最適化アルゴリズムだけではない
「人の思考や作業をも含んだ最適化」を目的とした．

� 勤務表作成支援システム
.//0年度より継続的に，訪問介護事業所におけ
る勤務表作成業務の観察や現場スタッフとのミー
ティングを重ねてきた．また，.//1年 ,.月には，
東京都全訪問介護事業所に対するアンケート調査

を行い，さらに .//2年 3月には，各週の間でサー
ビスの需要の変動が少ないヘルプステーションと変
動が多いヘルプステーションの.つのヘルプステー
ションにおいて勤務表作成業務の観察調査を行っ
た +.-．これらの調査から得られた情報を基に勤務
表作成の評価尺度やアルゴリズム，そして，勤務
表作成を支援するシステムについて検討を行った．

��� 勤務表作成支援システムの構成

これまでの調査の結果から明らかになった「勤
務作成作業の流れ」に沿うように操作ができる，
勤務表作成支援システムを構築した )図 ,*．

図 ,4 支援システムの構成



以下に支援システムの構成の詳細と支援システ
ムにおける作業の流れ（図 .）を示す．

図 .4 支援システムにおける作業の流れ

,� 基本情報登録
年間を通して比較的変更の少ない基本情報の
入力を行う．入力情報は以下の 0つである．

� ヘルパー基本情報 )図 0）：ヘルパーの名
前，勤務可能曜日と時間帯，勤務時間量
の基本上下限値とその緩和上下限値，緩
和優先度

� 利用者基本情報（図 1）：利用者の名前，
訪問曜日と時刻，指定ヘルパーの有無，
担当可能ヘルパーのリスト

� 移動時間（図 3）：利用者宅間の移動時間

.� 月間情報登録
予定変更情報 )その月に限る希望休など*をヘ
ルパー毎，利用者毎の変更調査シートへ入力
する．

0� 勤務表作成
,，.の情報を基に勤務表作成アルゴリズムを
用いて勤務表を作成する．作成された勤務表
に対して手直しを行い，勤務表（図 5）を完
成させる．

1� 配布資料の作成
最後にヘルパー毎・利用者毎に配布するヘル
パー勤務表（図 6），利用者予定表（図 2）の
作成と印刷を行う．

図 04 ヘルパー基本情報

図 14 利用者基本情報

図 34 移動時間情報



図 54 勤務表の一部（一週間分）

図 64 ヘルパー勤務表（,名分）

図 24 利用者予定表（,名分）

��� 勤務表作成アルゴリズム

基本登録された一週間分のサービスに対して，
バランス良くヘルパーが割当てられるかを確認す
るために作成したアルゴリズムを利用する．対象
月の変更等も含めた各週のデータに対し，一週間
毎に勤務表を作成していく．この「一週間分のス
タッフスケジューリング問題」のサービス時刻制
約を緩和した問題を最小費用流問題として扱える
ようなネットワーク（図 7）を構築し，ヘルパー
の勤務負荷のバランスを考えながら，ヘルパー達
をサービスに割当てる．

図 74 ネットワークモデル

カバーされないサービスが最小化されるような
解を得るために，この緩和問題を利用して，緩和
さた条件で（サービス提供時刻の不整合を避ける
ように）分枝するような分枝限定法で解く．

��� 支援システムによる勤務表作成

　
.//2年 ,,月と ,.月に調査対象としていたの .

つのヘルプステーション（各週の間でサービスの
需要の変動が少ないヘルプステーションと変動が
多いヘルプステーション）において，本支援シス
テムを利用して勤務表作成を行った．
変動が少ないヘルプステーションでは，訪問すべ
きヘルパーを比較的多めに指定することで，勤務
表作成者が望む勤務表に近いものを作成すること
ができた．また，変動の多いヘルプステーションで
は本支援システムによる一週間毎のスケジューリ



ングで，ヘルパー不足の日や時間帯が直ちに分か
り，対応を素早く行うことができたことから，本
支援システムが調整用のシュミレーションツール
としても有用であると評価された．
さらに，配布資料作成ツールを利用してヘルパー
勤務表と利用者予定表を作成したところ，これま
ではこの作業に丸々.日かかっていたのに対し ,

分で完了することができた．

� ��版勤務表作成支援システム
以上の結果を踏まえて，より多く勤務表作成者
に使用してもらうことにより，勤務表作成におい
て欠かすことのできない要件を洗い出して，より
現実的な勤務表作成支援システムにするために，
8
�版の勤務表作成支援システムを構築した（図
,/）．

図 ,/4 8
�版支援システムのメニュー画面

以下に8
�版の勤務表作成支援システムにお
ける作業の流れを示す．

,� 基本情報登録（図 ,,）

� 　「基本情報ファイル」取得
ヘルプステーションに所属しているヘル
パー・利用者の人数を入力し，「基本情報
ファイル」をダウンロードする．

� 　「基本情報ファイル」入力
「基本情報ファイル」内のヘルパー基本
情報，利用者基本情報，移動時間情報に
対して入力作業を行う．（入力内容は先
の支援システムと同じである．）

� 「基本情報ファイル」登録
入力を行った「基本情報ファイル」をアッ
プロードする．

.� 月間情報登録（図 ,.）

� 「ヘルパー月間情報ファイル」取得
勤務表作成月を選択し，「ヘルパー月間
情報ファイル」をダウンロードする．

� 「ヘルパー月間情報ファイル」入力
「ヘルパー月間情報ファイル」内の変更
があるヘルパーに対してカレンダー上で
入力作業を行う．

� 「ヘルパー月間情報ファイル」登録
入力を行った「ヘルパー月間情報ファイ
ル」をアップロードする．

� 「利用者月間情報ファイル」取得
勤務表作成月を選択し，「利用者月間情
報ファイル」をダウンロードする．

� 「利用者月間情報ファイル」入力
「利用者月間情報ファイル」内の変更が
ある利用者に対してカレンダー上で入力
作業を行う．

� 「利用者月間情報ファイル」登録
入力を行った「利用者月間情報ファイル」
をアップロードする．

0� 勤務表作成 )図 ,0*

� 「勤務表」作成，取得
勤務表作成月を選択し，勤務表作成方法
を選択する．勤務表作成ボタンをクリッ
クし，自動で勤務表作成を行い，ダウン
ロードする．



図 ,,4 基本情報取得画面

図 ,.4 ヘルパー月間情報登録画面

図 ,04 勤務表作成画面

� 作成者の思考を妨げないシステム
構築した8
�版支援システムを利用して再び同

じヘルプステーション（変動の多いヘルプステー
ション）において勤務表作成を行った．各作業に
おける時間計測を行ったところ，勤務表作成前に
行う，利用者基本情報の入力作業に多くの時間を
費やしていることが明らかになった．
利用者基本情報入力では，何度も同じヘルパー名
や記号，数字の入力作業を繰り返し行い，入力モー
ドを何度も切り替えることなどの作業も加わって，
無駄な作業が多くなっていた．また，データ量が
多いため作業途中に現在の作業位置を見落とすと
いう，作業の中断が発生していた．そこで，重複
する作業を減らすことを考えると同時に，できる
限りマウスクリック一つで入力できる方法を検討
した．また，勤務表作成者の目線の補助をする機
能を設けることにより，無駄な目の動きを抑える
ことも考え，ファイルのダウンロード，アップロー
ドの回数を減らすことも含めた改良版を現在構築
中である．勤務表作成者の観察や作成者へのイン
タビューからは，システムを導入したことにより
発生した作業（手作業で行っていた際には無かっ
た作業）が，作業者の思考や作業の流れを妨げる
ことがないよう，「簡単で使いやすい操作方法や画
面を設ける」ことを目指す必要性があるというこ
とが明らかになった．

� おわりに
今後も構築した支援システムを利用した勤務表

作成作業を観察するとともに支援システムに求め
られる要件を整理し，勤務表作成者の思考を妨げ
ないシステムの開発を目指す．現在，8
�上で利
用できる勤務表作成支援システム公開に向けて改
良中である．
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