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� はじめに

訪問介護とは，介護を必要とする利用者宅に訪
問介護事業所（ヘルプステーション）のヘルパー
が訪問して介護を行うサービスのことである．ヘ
ルパーは勤務表に従ってサービスを提供している
が，勤務表作成においては，ヘルパーと利用者に
関する様々な制約条件を考慮しなければならない
こと，利用者が必要とするサービスに対して訪問
するヘルパーを適切かつ確実に割り当てなければ
ならないことから，勤務表作成者は多くの労力と
時間を必要とし，その負荷は大きいということが
知られている ./0．

本研究では，勤務表作成者の負荷の軽減を目的
とし，勤務表作成支援システムの開発を行ってい
る．1223年より継続的に進めてきた，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から，勤務表作成の流れを明

らかにし，この問題のモデル化とアルゴリズム構
築に必要な情報の整理を行った ./0．1224年には，
勤務表作成アルゴリズムと作成支援システムのプ
ロトタイプを構築し，支援システムの有用性と問
題点を明らかにした .10．そして 1225年から本年
にかけて，勤務表作成の流れに沿うようなシステ
ムの改善を行い，実行可能解空間の把握がしやす
いような画面を設けることで，作成者の思考を妨
げないようなシステムを構築した．
本稿では，これらの結果を基に構築した�� 版

勤務表作成支援システムを紹介する．

� 訪問介護勤務表作成

��� 勤務表作成の基本制約

勤務表作成のためには，以下のような制約条件
がある．

� 勤務時間帯制約：ヘルパーがいつ働けるか



� サービス時刻制約：利用者がいつサービスを
必要としているか

� 担当可能制約：どの利用者に対してどのヘル
パーが対応できるか

� 移動時間制約：利用者宅間の移動時間

これらを守りながら，ヘルパーに関するバラン
ス（給料に影響する勤務時間量）や，利用者に関
するバランス（訪問するヘルパーに偏りがないか，
バラバラになりすぎていないかなど）も考慮しな
ければならない．

��� 勤務表作成アルゴリズム

アルゴリズムは，対象月の変更も含めた各週の
データに対し，/週間毎に勤務表を作成していく．
そしてこの「/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扱
えるようなネットワーク（図 /）を構築し，ヘル
パーの勤務負荷のバランス，移動時間，訪問時間
の重なりなどを考えながら，ヘルパー達をサービ
スに割り当てる．

図 /6 最小費用流モデル

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，この緩和問題を最小費用流モデ
ルを利用して，ヘルパーの勤務時間量を考慮でき
るようにし，緩和した条件で（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 .30．
また，問題サイズが大きくなったときに備えて，
アルゴリズム実行時間に上限を設定できるように
した．

� ���版勤務表作成支援システム
本研究で構築した �� 版勤務表作成支援シス

テムの概要を，システム利用の流れに沿って紹介
する．
図 1は，本システムの�� 画面である．この画

面から，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．

図 16 支援システムの�� 画面（ダウンロード）

�	 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（図 3）．登録内
容としては，以下の条件が設定可能である．

図 36 メインメニュー画面

� ヘルパー基本情報（図 7）：名前，勤務可
能曜日と時間帯，/週間の勤務時間量の
上下限値，勤務時間量の上下限値が守れ
なかった場合の緩和上下限値，ヘルパー
間における緩和の優先度



� 利用者基本情報（図 8）：名前，訪問曜日
と時刻，サービス内容の詳細，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 9）：利用者宅間の移動時間

図 76 ヘルパー基本情報登録シート

図 86 利用者基本情報登録シート


	 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（図 :），利用者毎（図 4）に変
更情報シートへ入力する．

�	 勤務表作成（スケジューリング）
　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�� にアップロードする（図
5）．�� 画面では，勤務表作成方針と実行時
間上限を選択する．作成方針は以下の 3通り
を提供している．

図 96 移動時間変更シート

図 :6 ヘルパー月間情報シート（/人分）

図 46 利用者月間情報シート（/人分）



� 自動割付 /（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 1：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 &%���ファイルの勤務表が自動
でダウンロードされる．

図 56 支援システムの �� 画面（アップロード）

�	 編集（修正，印刷）
　作成された全体勤務表（図 /2）に対して，
直接，もしくは /日毎の勤務チャート（図 //）
を用いて手直しを行う．最終的な勤務表が完
成したら，各ヘルパーの勤務表（図 /1），各
利用者のサービス提供表（図 /3）を印刷して
配布する．

図 /26 全体勤務表（/週間分）

図 //6 勤務チャート

図 /16 ヘルパー勤務表（/人分）

図 /36 利用者提供表（/人分）



� 支援システムによる勤務表作成
構築した�� 版支援システムを利用し，12/2年

:月 1:日に，ヘルパーや利用者の変動が多いヘル
プステーション（ヘルパー：13名，利用者：:2名）
において勤務表作成を行った．このヘルプステー
ションでは以前（1227年）市販のシステムを利用
して，月間情報登録までに約 /2時間かかってい
た．以下に，作成作業を観察した結果を示す．

�	 基本情報登録
　本�� 版支援システムを用いたところ，ヘ
ルパーや利用者の名簿作成に /5分，ヘルパー
基本情報登録に //分，利用者基本情報登録に
/時間 13分，移動時間情報登録に 4分，つま
り基本情報登録全体を約 1時間で行うことが
できた．すでに訪問ヘルパーが決まっている
サービスにはヘルパーを指定し，希望に沿っ
た勤務表を作成できるよう工夫していたこと
が観察された．


	 月間情報登録
　各ヘルパー，各利用者毎に /ヵ月のカレン
ダーを利用して，基本情報があらかじめ自動
表示することで，予定を変更したいときのみ
対応し，変更作業を /4分で完了させること
ができた．

�	 勤務表作成（スケジューリング）
　以前のスケジューリングでは，市販システ
ムのスケジューリング機能を（利用できない
と評価して）使わず手作業で約 /2時間かかっ
ていたが，本�� 版支援システムの勤務表作
成アルゴリズムを利用したことで，サーバー
利用前後処理を含めて 8分かからずに最適割
当て（未決定のサービスの数最小）の勤務表
を作成することができた．
　また，1224年の調査（すべて手作業で作成
している他のヘルプステーションにおけるイ
ンタビュー）では，自動作成された勤務表で
は，質の良いサービスの提供ができないので
はないかという「コンピュータを利用したシ
ステムへの不安」があることが分かっていた
.10が，基本情報で自由にヘルパーを指定でき
る本�� 版支援システムでは，この不安の一
部を取り除くことができたと考える．

�	 編集
　 /日毎に図 //の勤務チャートを作成できる

ことから，ヘルパー全員分の /日の勤務状態
が目で見てわかるようになっている．そのた
め，ヘルパー不足の日や時間帯がすぐに分か
り，素早く対応することができるようになっ
たことを確認した．

全体を通して，手作業に比べて大幅に時間を短
縮させることができた．また，私たちの提供する勤
務表が作成者の参考になるようなシミュレーショ
ンツールとして有用であるということも分かった．

� おわりに
今後も，本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，人間が求める最適解と，
与えた入力に対して最適化アルゴリズムが与える
最適解の違いや，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．そして，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探ってい
きたい．
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