
2020/11/リリース予定

業界初

特許出願中︓特願2020－31676
国際特許出願中︓PCT/JP2020/028174

次世代型バイタル情報連携ユニット
（病棟ナースのルーチンワーク見直し改善に!!）





はじめに

コロナ禍における医療従事者様へ心より感謝申し上げます。

弊社は、制御系のIoT分野における通信機器等のデバイスを開発している会

社でございます。

電子工学の技術を活かした「AVISレシーバー」が医療現場の一助となるの

ではと思います。又このプロジェクトは、下記のメーカー様に技術仕様のご

協力をいただいてます。

（NISSEI・A＆D・アークレイ・ニプロ・マシモ・ロシュ・試験協力病院様）



1. 株式会社アクティブエイジ 会社紹介

事業領域 主な事業への取り組み

日本国内

・スタッフナビシステム（カンペ君）リリース
・バイタルナビクラウドシステム（ファーマボード）リ
リース
・国内病院向けバイタル情報連携ユニットAVIS

2020年10月よりリリース予定
・次世代型BLEレシーバー「AVIS」

特許出願中︓特願2020－31676
国際特許出願中︓PCT/JP2020/028174

海外 ・韓国ConnectaGen社製、モバイルリアルタイム等温増
幅装置「AnyDetect」の輸入販売プロジェクト

事業内容 ︓ 病棟向けバイタルレシーバー AVISシステム / ソフトウェア開発 /
有料老人ホーム経営 / バイタルナビクラウドサービス

社名 ︓ 株式会社アクティブエイジ
本社 ︓ 福岡県太宰府市石坂1丁目21番3号
設立 ︓ 2009年1月
従業員数 ︓ 70名
資本金 ︓ 3,350万円
許可証 ︓ 高度管理医療機器等販売業許可 第1450368号

高度管理医療機器等販売行許可 第1450375号
特許 ︓ 特許出願中︓特願2020-31676

国際特許出願中︓PCT/JP2020/028174
WEB ︓ https://active-age.co.jp/

弊社は、キーデバイス群の相互プラットフォームを目指します。

■バイタル情報連携ユニットAVISの開発背景

近年では、各社よりタブレット・ICカード・カードリーダーなどを活用した、バイタル測定の効率化に取り組まれています。 しかしながら、製品技術の進化は著しいものの、
医療介護現場の実際のオペレーションや周辺機器の都合によるストレスも多く、多くの改善希望の声をいただいていました。 そこで、私たちは機器間の読み込みや転
送を必要としない、ワンストップのバイタル測定機器の開発に挑戦しました。 そこで生まれたのが「病棟向けバイタルレシーバー AVISシステム」です。



介護施設や高齢者向け施設でのバイタ

ル測定の現状と課題を解決します。

現在お使いの介護ソフトに機能が無い

場合にクラウド入力システムをお勧めし

ます。 ご利用も簡単、iPhoneでアプリを

インストール、管理パソコン側は、当社

HPにてインストールすると直ぐに使用で

きます。対応項目は、体温、血圧、パル

ス・体重・排泄管理、水分補給、音声伝

言連携などのデータ活用が可能です。

病棟向けAVISは、Bluetoothを搭載した

バイタル機器からの測定情報を様々な

ファイル形式に生成します。電子カルテ

側は取得した（CSV・XML・Jaｓon）ファイル

を自由に展開する事ができます。サー

バー設置の必要もなくプレリリースの時

期を待つことなく導入が容易となります。

（対応機種メーカー）

NISSEI・A＆D・ニプロ・マシモ・ロシュ

病棟向け
（電子カルテ通信端末）

介護施設向け
（バイタルナビ）

在宅医療向け
（クラウド連携）

AVISminiは在宅医療での日々変化する

バイタル情報クラウド連携システムです。

患家のコンセントに差すだけでインター

ネット回線不要、又 スマホ、タブレットも

必要ありません。

普段通りバイタルを測定することにより、

主治医や訪問看護、訪問薬局等の連携

が可能です。

ベンダー向け
（SDKの提供）

介護ソフトメーカー様へ弊社のバイタ

ルシステムをAPI 連携又は、独自開発

を望む法人様へは、技術資料としてリ

ファレンスガイド、又は、SDKを提供し

ます。 これによって開発の手間が省

け、様々な介護施設やグループ運営

されているユーザー様へは、貴社独

自のアプリとして提供する事が可能で

す。

※弊社ではIOS限定対応です。

2020／122020／11

レンタル対応

2. 製品ラインナップ
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3．AVIS BLE レシーバー の特長

対応機種
体温
血圧
SpO2
血糖値
体重計

送信操作不要

測定後
2秒で送信

対応メーカー様
NISSEI ・ A＆D ・アークレイ・ニプロ・マシモ・ロシュ・他

多機種同時測定・同時送信機能

病院様拘り機種にも対応
AVIS 「ＢＬＥレシーバー」は、Bluetooth搭載ならメーカー様の通信仕様に基づき対応します。

電子カルテメーカー様
随時対応中
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4．AVIS のワークフロー

在宅酸素

（対応メーカー）
・NISSEI
・A＆D
・アークレイ
・ニプロ
・マシモジャパン
・ロシュ 携帯型

輸液ポンプ

3点チェックに迅速
BLEバーコードリーダー

電子カルテ（温度版画面）

多機種同時送信可能
（1～２秒）

実際は今お使いの電
子カルテの画面にな
ります。

AVIS mini 開発中（12月リリース予定）

バイタル機器 レンタル
ルーター

受発信器
２ウエイ

訪問医療・訪問薬局・訪問看護・
他多職種連携クラウドアプリ

病棟向け AVIS

在宅医療向け AVIS mini
開発予定機種

受送信器

クリニック 訪問薬局

（測定項目）
・非接触体温計
・腋下体温計
・上腕式血圧計
・手首式血圧計
・血中飽和度測定
・血糖測定器
・体重計



3

5．AVISの特長

機能性
①測定後、一切の操作を行う事なくリアルタイムに電子カルテの温度版へ取り込まれます。

②測定毎の読み込みや転送操作がないためケアレスミスを防止できます。

③こだわりの機種（パルスオキシメーターや血糖測定器など）もBluetooth搭載なら相談可能です。

④バーコードリーダー(BLE超小型）に対応します。（当社推奨品）

⑤ AVISは、機器毎に固有のMAC Addressを同期しているためデータの混信は有りません。

従来品との主な比較
1. 測定後に各機器ごとに読み込みや転送等の面倒な操作から解消されました。

2. 従来の充電、電源、カード転送、機器本体等のカート設置スペースから解消されました。

3. Bluetooth搭載の測定機器ならメーカー指定はありません。

4. 機器情報を格納しているためどの電子カルテのパソコンでも併用して使えます。
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6．AVISと電子カルテ組み込みのポイント

今後追加される測定機器は、メーカーからの仕様提示によりAVIS側に組み込むことで
Update 後使用可能です。（但し、温度版の測定項目内になります。）

AVISから様々な形式で出力したファイル （CSV . XML . jason）のフォーマットを
AVIS側で展開します。

取り込むフォーマットは電子カルテ側で任意のフォーマットを形成できます。

AVISは、専用サーバーが不要で電子カルテ側の更新にも影響しません。

１⃣

３⃣

４⃣

２⃣
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7. AVIS 導入シミュレーション
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8．AVIS mini 在宅版

多職種連携クラウドシステム
（訪問診療・訪問調剤・訪問看護・訪問介護）

2020年12月リリース予定
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在総診

在 宅

訪問薬局

訪問看護

アプリ・クライアント

アカウント利用

アカウント利用

アカウント利用

患者フィルター

アカウント発行

訪問介護

レンタル 機器

8-1．AVIS mini 連携イメージ



在 宅 患 者 クリニック

生体情報端末5機種対応

AVIS自動受送信器 患者一覧表

個人データ表

推移グラフ

マスター設定

田中敏雄
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8-2．AVIS mini システム構成

AVISパートナー

アカウント発行

アカウント申し込み

室内取付イメージ

バイタルボード



8-3. AVIS mini ワークフロー

血糖値
測定器

送信項目・・
体温 ／ Sp02
血圧 ／ 血糖値
体重
（開発中）
輸液ポンプ（閉塞監視）
在宅酸素（酸素指導）

皮膚赤外線
非接触型体温計

クリニック
バイタル情報を薬剤師
や訪問看護・介護と情
報連携が図れます。

田中敏雄
37.5℃
篠原明美
Spo2 92

在宅患者
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・AVIS mini (コンセントへ差し込むだけ)
・インターネット回線不要
・オンライン診療対応（フリーSIM）

体重計

訪問調剤薬局と情報共有

個人情報保護フィルター機能

・投薬後の副作用
・処方疑義の連携
・薬歴情報の共有

フィルター



患者一覧表

個別データ表

ログイン

バイタルボード熱 発
２ 件

ログイン機能

ログイン機能は、ユーザー情
報と結ぶ認証作業です。ア
カウントとパスワードを使うこ
とで安全性が保たれます。
※アラート通知ホテル側のフ
ロントのパソコンに37，5度
を超えると通知が出ます。

個別グラフ

職員ＩＤ

パスワード

宿泊者が部屋で体温計を測
定した際にリアルタイムで全室
のデータを閲覧する事が出来
ます。
過去のデータや並び替え機能
で体温の順位や号室・階層を
簡単に表示する事が出来ま
す。

アラート発生の際、号室表示
毎の日時や測定値の推移をフ
ロントで把握する事が出来ま
す。
体温の推移に応じて適切なア
ドバイスをすることも可能です。
サービスの一貫でプリントをお渡
すことで喜ばれるサービスに成り
ます。

熱発時、1日数回の体温測
定したデータをグラフ化する事
で一目で健康管理に役立ちま
す。
体調不良時にサービスの一貫
でプリントをお渡すことで喜ばれ
るサービスに成ります。

福岡 太郎様

アカウント
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8-4. AVIS mini 帳票構成

福岡 太郎様
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個人情報保護フィルター訪問患者 患者一覧

連携先患者一覧

訪問薬局

訪問看護

訪問介護

個人情報保護
患者フィルター機能

8-5. 個人情報保護機能



8-6. AVIS mini 導入のながれ

②

①

③

④

クリニック地区販売店

12

設 置

ヒアリ
ング現調

訪問
日時

仕様
決定

操作
説明設置

在宅患者

訪問薬局

患者ID設定




	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19

