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1. はじめに
訪問介護とは，訪問介護ヘルプステーションに所属

するヘルパーが利用者宅を訪問し，介護サービスを提

供することである．訪問介護の勤務表 (スケジュール)

作成においては，利用者が必要とするサービスに対し，

訪問するヘルパーを確実に割り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 [1][2]．

先行研究では，2003年より，訪問介護ヘルプステー

ションにおける勤務表作成の観察調査やインタビュー

調査が継続的に行われ，2004年には東京都全訪問介護

事業所を対象にアンケート調査も実施された [3]．そし

て，この問題のモデル化に必要な情報が整理された [4]．

これらに基づき，著者自身の先行研究としては，2008

年に，勤務表作成アルゴリズムと支援システムのプロ

トタイプを構築し，これを利用した勤務表作成作業を

観察することで，支援システムの有用性と問題点を明

らかにした [5][6]．

以上の調査では，勤務表作成アルゴリズムは与えら

れた条件を守りつつ，利用者，ヘルパー両者にとって

のバランスを考慮した勤務表を提示する必要があるこ

とが明らかとなった．しかし，勤務表作成者が潜在的

に考慮している条件や目標，バランス感覚を全てアル

ゴリズム (コンピュータ)に入力することは，明示出来

るか否かの問題に加え，量的な問題からも現実的では

ない．そこで，真にこの勤務表作成を支援するために

は，勤務表作成者が修正を行う作業だけでなく，どの

ような実行可能性が存在するかを提示すること等，そ

の意思決定をどう支援出来るのかが，重要なポイント

になると考えた [7]．しかし，訪問介護勤務表作成にお

いて，アルゴリズムに関する論文は存在する [8]が，こ

のような観点による訪問介護勤務表作成の本格的な研

究は見られない．

本研究では，最適化アルゴリズムで支援するだけで

なく，勤務表作成者の作業，思考，判断をも支援出来

るシステムを構築することを目的とした．具体的には，

手書きの勤務表作成や支援システムを利用した勤務表

作成作業を観察し，人の思考を支援出来る「作業の流

れ」「アルゴリズム」「ツール」を提供することにより，

勤務表作成の負荷を軽減するWeb版勤務表作成支援シ

ステムの構築を行った [9][10][11]．

2. 訪問介護における勤務表作成
勤務表作成のためには，ヘルパーがいつ働けるか（勤

務時間帯制約），利用者はいつサービスを必要として

いるか（サービス時刻制約），どの利用者に対してど

のヘルパーが対応出来るか（担当可能制約），そして，

利用者宅間の移動時間（移動時間制約）を考慮しなが

ら，ヘルパーの給料に直結する勤務時間量や，利用者

に対する訪問ヘルパーのバランス（ある程度一定，も

しくは偏らない）を考慮しなければならない．比較的

変動が少ないと思われる，ヘルパーの勤務可能時間帯

や利用者のサービス時刻も，ヘルパーや利用者の新規

登録等から，毎月多くの変更が起こる．そして，ヘル

パーの休み希望や利用者の体調の変化等から，その月

に限った情報も加わり，ヘルプステーションによって

は，毎月，大きく異なる勤務表を作成することになる．

勤務表作成作業の流れを構成する大きな要素は以下

の 4つになっている [1][2][3][4]．

1. 基本情報を整える

ヘルパーと利用者がヘルプステーションと契約している

情報，年間を通して比較的変更の少ない情報を整える．

2. 月間情報を整える

利用者のサービス時刻の変更やヘルパーの希望休等，毎

月変更される情報を得る．

3. 勤務表を作成する

基本情報，月間情報を基に勤務表を作成する．

4. 配布資料を作成する

ヘルパー勤務表，利用者サービス提供表をそれぞれ人数

分作成する．

また，ヘルパーが足りない日について，出勤日でない

ヘルパーに出勤依頼をする等の調整作業が 2.と 3.の間

に跨って存在している．
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3. 訪問介護スタッフスケジューリング
訪問介護におけるスタッフスケジューリングの数理

計画モデルを以下に示す [3]．

H をヘルパーの集合，Dをスケジュール対象日の集

合，Sj を j 日のサービスの集合とする．

各日各ヘルパーに対する勤務可能な勤務パターン（1

日分のスケジュール）の集合を Pij とし，このパター

ンを表すために，δijps（ヘルパー iの j 日のパターン

pがサービス sを含んでいるとき 1，そうでないとき 0

の値をとっているもの）を利用する．ヘルパー iの勤務

負荷や利用者にとってのヘルパーのバランス等を対象

とした考慮項目の集合Qiを設定する．考慮項目として

は，給料のほか，スケジュール期間中の提供サービス

総数，ある利用者に対する提供サービス数等が考えら

れる．そして，cijpq を考慮点 q ∈ Qi に関するパター

ン pの総コスト（またはペナルティ），aiq と biq をそ

のコストのそれぞれ下限と上限とする．

以下に，これらの記号を使った定式化を示すが，こ

こでの意思決定変数は xijp とし，ヘルパー iの j 日に

パターン pを割り当てるとき 1，そうでないとき 0とな

る変数とする．αiq, βiq は，ヘルパーの勤務負荷や利用

者にとってのヘルパーのバランスを考慮するために設

定した上下限値との差を表す非負変数であり，下限を

割ってしまう度合いを αiq，上限を超してしまう度合い

を βiq で表す．また，それらへの重み付けとして w−
iq，

w+
iq を利用する．

定式化
Minimize

∑
i∈H

∑
q∈Qi

w
−
iqαiq +

∑
i∈H

∑
q∈Qi

w
+
iqβiq (0)

subject to ∑
p∈Pij

xijp = 1 i ∈ H, j ∈ D (1)

∑
i∈H

∑
p∈Pij

δijpsxijp = 1 j ∈ D, s ∈ Sj (2)∑
j∈D

∑
p∈Pij

cijpqxijp + αiq ≥ aiq i ∈ H, q ∈ Qi (3)

∑
j∈D

∑
p∈Pij

cijpqxijp − βiq ≤ biq i ∈ H, q ∈ Qi (4)

xijp = 0 or 1 i ∈ H, j ∈ D, p ∈ Pij (5)

αiq, βiq ≥ 0 i ∈ H, q ∈ Qi (6)

本研究では，このモデルに対して，「移動時間の確保」

「訪問時間重複の回避」の条件を緩和した問題を最小費

用流問題 [12]として扱い，「カバーされないサービス」

の数を最小化するとともに，ヘルパーの勤務時間量を

考慮した．そして，この緩和問題を分枝限定法 [13]の

枠組みに組み入れることにより，緩和条件を考慮出来

るようにした．

このアルゴリズムを勤務表作成支援システムの自動

スケジューリングのエンジンとして，利用することに

した．

4. Web版勤務表作成支援システムの構築
本研究では，2008年に構築したプロトタイプ支援シ

ステムを基にWeb版の勤務表作成支援システムの構築

を行った．

4.1. 勤務表作成の観察
Web版支援システム構築を行うにあたり，勤務表作

成支援システムを利用して勤務表作成を行うことによ

り，「どのような改善がおこるのか」「どのような作業が

発生するのか」を明らかにするために支援システムの

暫定版 (Ver.1～Ver.3)を利用して勤務表作成作業を観

察した．3つのヘルプステーションに対して 2009年 5

月～2010年 12月に計 17回の観察調査を行った (表 1)．

表 1: 勤務表作成作業観察調査の概要
種類 調査名 対象 調査日 調査概要

Ver.1
調査 1-A1

A
2009 年 5 月 入力・作成・編集作業

調査 1-A2 2009 年 6 月 入力・作成・編集作業

Ver.2

調査 2-A1

A

2009 年 10 月 入力・作成・編集作業

調査 2-A2 2010 年 1 月
入力・作成・編集作業
システムの評価

調査 2-A3 2010 年 2 月 入力・作成・編集作業

Ver.3

調査 3-A1

A

2010 年 6 月
入力・作成・編集作業
マニュアルの評価

調査 3-A2 2010 年 7 月 入力・作成・編集作業

調査 3-A3 2010 年 10 月
入力・作成・編集作業
編集作業

調査 3-A4 2010 年 12 月
入力・作成・編集作業
編集作業

調査 3-B1
B

2010 年 9 月
入力・作成・編集作業
システムの評価

調査 3-B2 2010 年 10 月 入力・作成・編集作業

調査 3-C1

C

2010 年 10 月 (1)
入力・作成・編集作業
システムの評価

調査 3-C2 2010 年 10 月 (2) 入力・作成・編集作業
調査 3-C3 2010 年 11 月 入力・作成・編集作業
調査 3-C4 2010 年 12 月 入力・作成・編集作業

調査 3-学内 1
学内

2010 年 7 月
入力・作成・編集作業
マニュアルの評価

調査 3-学内 2 2010 年 10 月
入力・作成・編集作業
マニュアルの評価

これらの調査においては，勤務表作成の際の作成者

の思考を把握するために，「なぜその作業を行っている

のか」「何を考えているのか」を出来る限り声に出して

作業してもらった．さらに，毎回，インタビューの時

間を設けて，支援システムを利用する勤務表作成の流

れと思考の流れについて比較してもらった．

これらの調査で観察されたこと，明らかになったこ

とを基に，支援システム構築において考慮すべき内容

を以下に示す．

• 入力負荷削減
基本情報と月間情報を入力する際に，記号入力ミ

スや繰り返し作業が発生したことから，繰り返し

入力するものは選択式にし，単純な記号はシステ

ムが自動で出力することで，入力の負荷を軽減す

る．また，画面に表示されるデータ量が多く，入

力した情報の検索や変更するのが困難な作業に対

しては，目線補助や簡単に作業が行えるような入

力画面を設ける必要がある．

• 作業手順
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作業の途中で入力内容の変更を思い出し，前の作

業に戻ったり，自動で作成した勤務表を観察した

後に，条件を変更して，再スケジューリングを行

う等，訪問介護における勤務表作成では，作業間

の往復が頻繁に発生する．従って，簡単に各作業

間を行き来出来る仕組みにする必要がある．

• 編集機能
自動作成された勤務表に対し，「最後の微調整だけ

は勤務表作成者自身の手で編集を行いたい」との

コメントがあった．編集作業は勤務表作成を行う

上で欠かせない作業 [15][16]である．一方，表形式

の勤務表だけでは，実行可能解空間の把握が難し

いことから，スケジューリング解空間 [17]を可視

化する機能を設ける必要がある．

• 作業工程の把握
「システムを使う上で，システムの概要，目的，流

れ，現在の作業位置を視覚的に常に把握したい」と

のコメントがあった．常に現在の作業内容や全体の

作業の流れを把握出来るよう作業画面上に作業の

流れを表現したメニュー画面を設ける必要がある．

• マニュアルの作成
勤務表作成者ほとんどマニュアルを見ないで作業

を行っていた．作業の進捗状況や操作方法がわか

らなくなったときのみ参照することから，容易に

システムの概要，流れが把握出来るマニュアルと

詳しい操作方法が知りたい場合にのみ利用するマ

ニュアルの 2種類を用意する必要がある．

• エラーを起こさない入力方法
勤務表作成者が行った想定外の入力や操作による

エラーが多数発生していたことから，勤務表作成

者が操作出来る範囲を限定することで，エラー発

生率を低減させる必要がある．

• 容易なエラー箇所の把握
エラーが発生したときにその原因がどこにあるの

か分からずに，いつまでもエラーが解決出来ない

ことがあったため，エラーの原因を明確に勤務表

作成者に表示する必要がある．

17回の調査の中で，全ての暫定版を試し，調査回数

が 9回と最も多かったヘルプステーションA について，

エラーに関する 2項目以外の項目を反映させた本支援

システムと 2004年調査時の勤務表作成作業を比較した．

ヘルプステーション Aでは，各月，各週のサービス

の変動が大きいために標準的な訪問パターンを作成し

て，それを各週に繰り返し利用するという方法がとれ

ないことから，毎月大きく異なる勤務表を作成しなけ

らばならなかった．

2004年の観察調査では，基本情報と月間情報を市販

ソフトウェアに入力するだけで，毎月約 9時間かかって

いた．そして，自動スケジューリング機能が与える勤

務表が多くのダブルブッキングを含むものだったため，

それを手直しするのに，さらに 10時間かかっていた．

それに対して，本支援システム (調査 3-A2)では，新規

の基本情報と月間情報の入力に関して 2時間 20分，勤

務表作成に関しては 29分 (システムエラー解決の時間

も含む)，修正作業が 47分で行うことが出来た．2回目

以降の利用 (調査 3-A3)では，基本情報の修正と月間情

報の入力が 33分，勤務表作成が 5分，修正作業が 59

分で終了することが出来た．システムに入力した基本

情報と月間情報が作成月によって異なるため，厳密に

は比較出来ないものの，2004年の調査時に比べて，大

幅な時間削減に成功したといえる．また，エラー解決

の時間の多くはエラー箇所を探すためのものであった

ことから，適切なエラーメッセージを表示すれば，毎

月のスケジューリング時間は 5分 (アルゴリズム実行時

間のみ)に短縮可能である．

5. Web版支援システムの構成
本研究で構築したWeb版勤務表作成支援システムの

各画面をシステム利用の流れに沿って紹介する．

1. 前準備

ブラウザを使用してWebサイトにアクセスし，勤

務表作成に必要な情報を入力するためのファイル

をダウンロードする．

2. 基本情報登録

入力用ファイルに年間を通して比較的変更の少な

い情報の入力を行う．

• ヘルパー基本情報：名前，勤務可能曜日と時間
帯，1週間の勤務時間量の上下限値，緩和度

• 利用者基本情報 (図 1)：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: 利用者宅間の移動時間

3. 月間情報登録

予定変更情報 (その月に限る希望休等)をヘルパー

毎，利用者毎にカレンダーに入力する．

4. 勤務表作成

勤務表作成アルゴリズムを利用するために，入力

ファイルをWebにアップロードする．Web画面

では，勤務表作成方針と実行時間上限を選択する．

勤務表作成方針は以下の 3通りを提供している．
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• 自動割付 1(標準設定)：指定ヘルパーが休みの場合
は他のヘルパーを自動割付する．

• 自動割付 2：指定ヘルパーが休みの場合は保留と
する．

• 自動割付無：指定ヘルパーのみ割り付け，それ以
外は保留とする．

作成された勤務表は自動でダウンロードされる．

図 1: 利用者基本情報表

図 2: 勤務表の一部 (1週間分)

5. 勤務表の編集

作成された勤務表に対して，勤務表もしくは 1日

毎の勤務チャート (図 3)を用いて手直しを行い，各

ヘルパーの勤務カレンダー，各利用者のサービス

提供表を印刷して配布する．

図 3: 勤務チャート

6. おわりに
本研究では，勤務表作成者の作業，思考，判断をも

含んだ意味での最適化を行うための道具として，勤務

表作成の負荷を軽減するWeb版の勤務表作成支援シス

テムの開発を行った．勤務表作成者が修正を行う作業

だけでなく，どのような実行可能性が存在するかを提

示すること等，その意思決定をどう支援出来るのかと

いうことに着目し，3つのヘルプステーションを対象に

勤務表作成作業を観察した．観察結果を基に訪問介護

における勤務表作成支援システム構築の際に考慮すべ

き 7つの項目を提示した．これにより，勤務表作成の

作業時間を大幅に削減することに成功した．また，勤

務表作成アルゴリズムや勤務チャートを持つ編集機能

を設けたことで，勤務表作成者が新たに担当可能ヘル

パー設定を考慮する際のシミュレーション機能となる

ことも明らかになった．

本研究で構築した支援システムは，与えた入力に対

して最適化アルゴリズムが与える最適解と人間が求め

る最適解の違いや，どのような情報が勤務表作成者の思

考や判断を助けるのかをより詳細に探る道具として，今

後の研究において十分活用することが出来るといえる．
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