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トイレマネジメント機能のご紹介（オストメイトなび）



オストメイトなびプロジェクト

 オストメイトは、大腸がんや膀胱が
んなどが原因で、人工の肛門や人工
の膀胱を造設した方を指し、内部障
害者として、排泄障害を抱える。

 その人口は、国内には約20万人
（2015年渋谷区の全人口と同程度）
世界には250万人以上いるといわれる。

 オストメイトは、排泄に関する外出
時の不安を抱えており、多目的トイ
レ内の設備として、オストメイトに
特化したオストメイト対応トイレ
（通称：汚物流し台）の設置が、行政を中心に進められてきた。

 現在、その設置については施設体系によって義務化されているものの、その設置場
所、および装備されている機能については、統一されておらず、オストメイトが安
心して外出できる環境整備には、もう少し踏み込んだ対応が必要である。

 加えて、多目的トイレはその目的から様々な利用者が想定されており、長時間利用
も多く、１トイレあたりの設置数が限られている状況もあり、利用したいときに利
用できない状況が散見される。

 また最近では、オストメイトは内部障害者ゆえに外見が健常人と
変わらないため多目的トイレ利用後に、他の障害者や健常人より
「なんで、あんた使ってんだ！」といったバッシングを受けると
いったケースも多数報告されている。

 これらのことから、オストメイトをとりまく課題として次の項目
が考えられる。
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トイレマネジメント機能のコンセプト（課題）

１．オストメイト対応トイレの設置場所と装備されている設備情報
２．トイレの効率的な利用を目指したリアルタイムなトイレ空き状況

と混雑時期の把握
３．他の障害者や健常人へのオストメイト（人工肛門・人工膀胱造設

者）の理解の向上
汚物流し台

（人工肛門）



オストメイトなびプロジェクト

このような課題を受けて、解決策の提案を行いたい。

＜解決策の提案＞
 オストメイトが外出時に利用できるオストメイト対応トイレ検索アプリを開
発する。

 多目的トイレについては、リアルタイムに空き状況や混雑時期、清潔度、満
足度などの情報を収集し配信する。

 多目的トイレをはじめとした日本の分化でもあるトイレについて、その利用
方法や想定されている利用者について、情報を発信する。

＜作品の活用方法と役割＞
 オストメイトが安心して外出できる環境を提供し、QOLの向上に貢献する
 同時開発を行う、多目的トイレ・
マネジメントデータベース（TM-DB）
は、オープンデータ化、オープン
API化を目指し、他団体の利活用も
含めたオープンイノベーションを
促進する。
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トイレマネジメント機能のコンセプト（解決策の提案）

固定水栓付き 便器内洗浄水付き 可動式水栓付き 可動式水栓付き 可動式蛇口付き 温水蛇口付き 温水シャワー付き温水収納シュワー付き 車いす対応
前後上下稼働式

上下稼働式 前広便座

＜オストメイトの利用が想定されるトイレの種類＞
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 本作品は、①スマホアプリ、②トイレマネジメントサーバー、③トイレ設置型評価
ボタンの３つから構成される仕組みとなる。かねてから運用されているスマホアプ
リ「オストメイトなび」をベースに、さらなる発展形の仕組みとして構築した。

 本コンテストに際しては、①の機能拡充、②の新規構築、③の新規開発を行った。
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トイレマネジメント機能の概念図

オストメイト
（内部障害者）

その他の多目的
トイレ利用者

トイレ管理者
トイレ清掃業者

トイレ情報を
利活用したい

団体
オストメイトなび

サーバー

トイレマネジメント
データベース

各地域のトイレ

携帯型
スマホアプリ

設置型
トイレ評価
ボタン(アプリ)

設置型
トイレ評価
ボタン(アプリ)

設置型
センサー

情報投稿 情報投稿 情報投稿

データ送信
データ送信

データ送信
データ送信

自動データ取得

データ取得

情報確認

データ取得

データ送信

データ送信

利用申請（無料＆オープン化）

（データ送信）

① ③

②

③

※センサー開発企業
との協働を想定し、
センサーについては
独自開発せず、サー
バーとアプリを共有
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トイレマネジメント機能（①スマホアプリ「オストメイトなび」）

 オストメイトに特化したスマホアプリとして、オストメイトに特化した情報を配信
する。情報投稿も可能であり双方向的な情報発信ツールとなっている。「オストメ
イトなびサーバー」および「トイレマネジメントサーバー」と連結し情報を得る。

オストメイト対応トイレ
検索モード

オストメイト向け
店舗検索モード

ストーマ外来設置
医療機関検索モード

おもてなしトイレなび

アイコン説明
（下記５種説明表示）

新規トイレ情報の投稿

オストメイト製品情報
（開発中）

オストメイト向け
相談会情報一覧

その他オストメイトに
関する情報一覧

空きトイレ

利用中トイレ
（グレー表示）

リアルタイム
利用状況表示

トイレアイコン
タッチ

トイレ詳細ページ（続き）

更に
タッチ

●トイレ詳細ページは「基本情報」「トイレの設備」「満足度調査結果・コメント」「利用者数の集
計（曜日別）」「平均待ち時間（直近１週間）」「掃除してほしいボタンの件数（３０分以内、２４
時間以内）」「今日の清掃状況」について、縦スクロール表示する。
●その他、写真の拡大表示、写真の追加、情報の修正、評価・コメント、ナビゲーション機能、清掃
状況の記録（管理者・清掃業者Only）が可能となっている。
●なお、「リアルタイム利用状況表示（アイコン変化）」「利用者数の集計」「平均待ち時間」「掃
除してほしいボタン件数」「清掃状況」については、アプリ上の機能実装は完了しているが、対象ト
イレに「トイレ評価アプリ」又は「トイレ空き情報センサー」が設置していないと表示されない設定。

トイレ詳細ページ
英語版開発済み！！
2020年に向けて、フランス語、ロシア
語、中国語、スペイン語版を開発中

ト
イ
レ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
機
能

＜機能一覧＞

基
本
情
報

設
備
情
報

写真確認
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トイレマネジメント機能（②トイレマネジメントサーバー(TM-DB)）

 オストメイトに特化した情報を蓄積する「オストメイトなびサーバー（既存）」に
加えて、新規でリアルタイムなトイレ情報を蓄積する「トイレマネジメントサーバ
ー（TM-DB）」を構築した。

 全部で６８項目以上のトイレ情報データベースとして、情報蓄積・管理に加えて、
集計分析したトイレ評価指標として「利用者数」や「満足度」「平均待ち時間」な
どの情報を取り扱う。

 オープンデータとして、利活用を促進するため、他のアプリからの連結を可能とな
るようなAPI公開を行う予定。これは、現在各自治体および各トイレデータ活用団体
が独自に情報管理を行っており、情報の不整合や質の低下が見受けられるため、こ
れを補完する仕組みとして、構築を目指すものとなっている。

トイレマネジメント
データベース

＜データベースで扱う項目＞
●基本情報（１８項目～）
施設名、施設の種類、階数、住所、緯度経度、利用可能時間（月～日）、利用制限、電話番
号、情報提供者、備考、登録日、更新日 など

●設備・機能（４０項目～）
汚物流し台（シャワー水栓、簡易型、パウチ洗浄など）、温水機能、水石鹸、荷物代、フック、汚物入れBOX、介護者
も入れる広さ、化粧鏡、トイレットペーパー、便器メーカー、トイレの表示マーク（室外）、入口の段差、扉の形状、
点字ブロック、駐車場、車いすマーク駐車場、授乳室、ベビーベッド・おむつ台、ユニバーサルシート、トイレ内カー
テン、手すりの有無・形状、温水洗浄便座・ウォシュレット、緊急ボタン・呼出ボタン、フィッティングボード、幼児
用手すり、ベビーチェア、おむつ用ダストボックス、大型ベッド、可動式手すり、洗面器用手すり、背もたれ、トイレ
の模式図（室外）、ハンドドライヤー、音姫、便座クリーナー、使用中がはっきりわかるサイン（室外）、洗面器の自
動蛇口、満足度タブレットの有無 など

●トイレマネジメント指標（７項目～）
現在の空き状況、利用者数（時間別、曜日別）、満足度、トイレに対するコメント、平均待ち時間、掃除してほしいボ
タンの押された件数（３０分以内、２４時間以内）、清掃記録 など

●その他（３項目～）
画像、３６０度画像、動画 など
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トイレマネジメント機能（③設置型トイレ評価ボタン（アプリ））

 快適なトイレ環境に向けたトイレマネジメントツールとして、バーチャルボタンを
設置する。（専用アプリをインストールしたタブレット端末）

 多目的トイレユーザーが利用後にリアルタイムなトイレ評価（a)待ち時間ボタン、b)
掃除してボタン、c)満足度ボタン）をプッシュすることで、その情報はトイレマネジ
メントサーバーへ送信され、各アプリケーションへリアルタイム配信される。

 トイレ利用者はもちろん、トイレ管理者・清掃業者もリアルタイムな情報を取得す
ることで、掃除の行き届いた清潔なトイレ環境の維持が促される仕組み。なお、管
理者限定ログイン機能により、管理者・清掃業者はトイレ掃除の状況を、本アプリ
を経由して報告することも想定している。

＜設置イメージ＞

↑利用者向け
・待ち時間
・掃除してほしい
・満足度
について投稿できる

←管理者・清掃業者向けに、清掃記録の電子登録画面を裏機能として実装する
（開発中）

↑便房内の扉付近への設置を検討中

設置場所
設置場所

大変良い 良い 普通 悪い 大変悪い
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＜スマホアプリ「オストメイトなび」＞
排泄障害者であるオストメイトに特化したベストワンアプリから
更なる高みへ
 オストメイト対応トイレの詳細情報配信と情報更新システム
 トイレのマネジメント機能として、リアルタイムな情報と分析した
情報の発信
（リアルタイムな空き情報、時間別利用者数、待ち時間、清掃状況等）

＜トイレマネジメントサーバー（TM-DB）＞
トイレ情報の利活用を前提にしたトイレオープンデータベース
 １トイレ当たり全６８種類以上におよぶトイレ情報をクラウド保管
 オープンデータ、オープンAPIによるトイレ情報の利活用を促すプラ
ットフォーム

＜設置型トイレ評価ボタン（アプリ）＞
トイレ利用者のリアルな声をリアルなトレイ現場から
 多目的トイレ内の設置を想定したトイレ評価用ボタン
（専用アプリ）の開発

 ５段階満足度ボタン、掃除してほしいボタン、待ったボタンの機能
実装により、清潔で安心な多目的トイレ環境の向上を目指す
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トイレマネジメント機能のポイント
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 トイレ評価ボタンの設置とトイレマネジメントサーバーを活用した実証実験

トイレ評価ボタン（アプリ）の開発が完了し、技術的な仕組みはほぼ完成した。今後は、トイレ評価ボタン（タブレット端末）を実際
のトレイに設置し、トイレ評価ボタン（アプリ）を利用したトイレ清掃管理とトイレ評価を実証していくこととなる。協力施設・協力
企業を募り、小規模モデル実証実験からの開始を行いたい。加えて、トイレマネジメントサーバーを活用したデータ蓄積および分析を
行い、導入事例の拡大を図ることを目指す。

 トイレセンサーデバイスの設置とトイレマネジメントサーバーを活用した実証実験

トイレセンサーについては、既にいくつか企業より開発・販売が行われている。それを受けて、センサーデバイス開発企業との協働の
もと、トイレセンサーデバイスの設置とトイレマネジメントサーバーとの連結、アプリ上での表示に繋げていきたい。協力施設・協力
企業を募り、小規模モデル実証実験を実施する。加えて、トイレマネジメントサーバーを活用したデータ蓄積および分析を行い、導入
事例の拡大を図る。

 学会での発信、社会への発信、世界への発信に向けて

本プロジェクトは、名古屋大学大学院・前川厚子教授、近畿大学進藤名誉教授との共同研究プロジェクトとしての側面も持ち、これま
でストーマリハビリテーション基金の助成を受けて、日本排泄リハビリテーション学会をはじめとした国内学会での発表、およびアジ
ア排泄リハビリテーション学会 in 韓国という国際学会での発表を行ってきた。世界で初めて、オストメイト対応トイレを取り上げた研
究発表1題、およびトイレ検索アプリを題材にした研究発表1題の計2題を、2017年4月に世界の場へ発信し、海外からのカンファレンス
参加者への日本のトイレ文化の驚きを誘った。2019年3月の国際学会in大阪でも、引き続き世界中の研究者・医療関係者への発信を予定
しており、会場でのトイレ評価ボタンの設置やアプリ利用も促す予定である。

 ２０２０年オリンピック・パラリンピックに向けて

2020年オリンピック・パラリンピックに向けて、「トイレをマネジメント」するという新しい日本のトイレ、東京都のトイレの形を提
案したい。それに向けて、「オストメイトなび」は多言語化（6言語対応）を予定している。併せて、今回開発したトイレ評価ボタンに
ついても、多言語化を目指し、公共交通機関はもちろん、オリンピック・パラリンピックの会場、選手村内の各施設の多目的トイレへ
の設置に向けても働きかけをしていきたいと考えている。 9
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