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業界初

バイタル情報連携ユニットAVIS
（本製品は、ご使用の電子カルテへ接続して使う受送信器です）
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従来の課題となっていた４項目
NFC

専用SV
病院サーバーNFC 読み込み手動操作

連携

１，測定ごとに読み込み操作が面倒

２，操作オペレーションに時間が掛かる。

４，専用サーバーなど投資が必要

５，電子カルテ連携のカスタマイズが必要

ノータッチ自動転送

電子カルテ

AVISで課題解決

２秒
オプション機能

AVISなら様々な運用

シーンに応えします。

( 4ページ参照 ）

接触型
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病棟向け AVIS+RPA バイタル自動入力

Windows 上で高い安定性と汎用性を発揮します。

ノータッチ転送

AVIS システムの特長

・現行の電子カルテ画面に自動入力 ・電子カルテのカスタマイズは不要

・ベンダーごとの様々な入力画面に対応 ・今までのＩＦ連携やサーバー構築が不要で費用も大幅に軽減

・対応機種のバージョンアップに対応 ・ナースカート運用のPC端末に本体付属のUSBケーブルを挿すだけでOK

バイタル機器 AVIS受送信機 AVIS Agent 常駐ソフト

RPA自動入力！

上位システム電子カルテ

同時測定可能！ 同時高速通信！

BLE＆Wi-Fi搭載

測定後
2～3秒

Windows10

3



自動

手動

7

150床病棟の場合「AVIS RPA導入」事例

３ 点

６ 秒

３点（体温・血圧・パルス）＝入力 ５０ 秒

入力 ４４秒差

導入シミュレーション

（A）手 入 力 50秒×（1日／3回計測）×150床×365日＝2,281時間

（B）自動入力 6秒×（1日／3回計測）×150床×365日＝ 273時間

（C）A－B＝2,008時間×（時給換算2,000円）＝4,016,000円（年間）

インシデント

医療現場において実施しそうになってしまった入力ミスなどの定型業務を自動化によって
未然に防止できます。

（当社比）
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① ログイン後面倒なボタン操作をRPAで自動化

② 体温計を常設した感染対策ハイブリッド型 ④ AVISを活用した他社デバイス連携

③ フリースタイル型バイタル測定ラウンド

リストバンド

体温計常設型
ナースステーション

AVISシリーズは、様々な運用をオプションでお応えします。

Wi-Fi

心電送信器

自動血圧計

点滴監視Wi-Fi

ナースステーション内

当社のAVIS がデータ
を取得後ナースに代っ
てキーボードを自動で
操作ロボット機能です。

AVISサーバー

モニター

AVIS RPA

電子カルテ端末

身⾧～体重計

コードレス
リーダ

（ お客様のシステム環境によつてご対応できない場合は、ご了承願います。）

AVIS 専用SV

送信ボタン

入院時 AVISに患者IDをPCで登録して使用し
ます。また血圧やSPo2なども利用することが
出来きます。

レンタル

電子カルテにログイン後、患者のリストバンド

を当社指定のリーダーで読み取ることで、患者

のバイタル入力画面を自動選択します。同時に

バイタル測定データも瞬時に反映されます。

従来の操作から大幅な省力化となります。

当社のAVIS がデータを取得

後ナースに代ってキーボード

を自動で操作する

RPA機能です。

ナースステーション内に専用PCを設置
し担当者がログインするだけで病室へ
常設した体温計から患者ごとにリアル
タイムに当社開発のモニタリングシス
テムの温度表へ自動転送します。
早朝のラウンドに最適です。

弊社の通常モデル（電子カルテ連携AVIS

レシーバー）に加え、ナースカート毎の

ペアリングでのセット運用に代って左記

の通り測定器のQRコードを読み取ること

でペアリングは不要で利用上の制限がな

いことを特徴としています。

デバイスの固有IDを認識するこ
とでデータの混信を防げ、ぺア
リングの必要もないので取違い
などの心配もございます。

ペアリング

AVIS RPA 電子カルテ端末
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新しいAVISの可能性
ｉＯＳで動くＳＤＫ内蔵ＷＥＢブラウザ

通常ではブラウザ型電子カルテはsafariを使って動きます。
BLEなどの仕様条件につて詳しくは、当社技術部までお問合
せください。

ブラウザ型電子カルテはAVISブラ
ウザで稼働させます。
AVISブラウザはsafariをベースに
SDKを組込んだ新技術です。
この技術によってJavaScriptを用い
てBluetooth機器からの測定値の受
け取りが可能なりました。

対応OS iOS13.0以降
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AVISレシーバー対応バイタル機器一覧

Accu-Chek
Guide One

手首式血圧計
WS-M50BT

SpO2
BO-750BT

上腕式血圧計
DS-S10M

非接触体温計
MT-550BT

腋窩体温計
CTEB724AA

上腕式血圧計
CHUH908-AA

手首式血圧計
CHWH907-AA

腋窩体温計
UT-201BLE

腋窩体温計
NSM-1BLE

非接触体温計
NT-100B

医用電子血圧計
UM-212BLE

全自動血圧計 外部出力ユニット
TM-2657W TM2657-04

上腕式血圧計
NBP-1BLE

体重計
UC-352BLE

上腕式血圧計
UA-651BLE Plus

医用電子血圧計
NMBP-01

SpO2
マイティサット

ベリオリフレクト

血糖測定器
ケアファストLink®

GT-7510
グルコカードプライム

SpO2
PLS-01BT

開発中

新商品

新商品

AVIS マルチタイプ
定価150,000円
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腋窩体温計
CTEB724AA

パルスオキシメーター
PLS-01BT

定価 11,000円 定価 15,200円定価 12,000円

AVIS Lite
（対応機種限定タイプ）

定価 70,000円

AVIS
Lite

セット価格

108,200円（税抜）

AVIS Liteは使用できるバイタル機器を限定した製品です。

（上記価格には、電子カルテへの接続費用は、含まれていません。）

Accu-Chek
Guide One

別途相談
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上腕式血圧計
NBP-1BLE

コードレスリーダ

本製品は、3点認証をBLEバーコードリーダーと
専用のAVISを使うことで操作を大幅に省力化でき
その他、患者選択の際にリストバンドから読む取
る事で間違い防止にもなります。

病院様では、まだアナログ方式での
コードタイプが多く見受けられます。
ナースカートからリストバンド
まで距離が有るためコードが
伸びきったり等、使いずらい
意見が多くあります。

３点認証（有線アナログ） ３点認証（Bluetooth） 機器構成 セット合計

36,000円（税抜）

本製品は、3点認証専用ユニットでバイタル連携機能はありません。）

今お使いの電子カルテに対応できない場合もございますので

事前にお電話でご相談ください。

QR対応



BLEバーコードをAVISを使って運用する

電子カルテのログイン

電子カルテでバーコードで患者を選択

職員証ＩＤ

患者ＩＤ

医薬品バーコード

・電子カルテ
・三点認証

病院用端末にＡＶＩＳを導入することによ
りＩＤをバーコードを読み取ることで電子
カルテのログイン、バイタル測定時の患者
特定、バイタルの自動入力、薬品投与時の
三点認証に活用できます。
バーコードリーダーもワイヤレスなので今
までの長いコードが無くなり邪魔なストレ
スも解消できます。

三点認証に活用

ワイヤレスで邪魔なケーブルから解放

※ご利用にはAVIS＋RPAの設定が必要です。
一括入力時の患者特定や経過表
を自動で開きます。

IDを自動で入力するので
入力ミスを防ぎます。
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