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介護施設システム開発用機器

① Nursing クラウドサーバ
1:インターネットとの接続死活監視の実施。
2:入居者様の状態を一画面で一目瞭然に把握可能
3:入居者様の細かなデータをグラフで確認可能
4:各入居者様の呼出を表示
5:ホームページで各種設定と入居者様の情報入力 などの登録

② Nursing ステーション（居室用主装置）
1:心拍・呼吸数のモニタとグラフ表示、データ保存
2:呼出S.Wが押されたら管理画面に通知、メールでも通知可能
3:活動情報を管理画面に通知
4:各計測値のモニタとグラフ表示、データ保存。
5:指定時間帯に、トイレ・居室に居ない場合メールで通知

③ ベッド用バイタルセンサー（無線）
布団の下に敷いて非接触に心拍・呼吸を測定
無呼吸・睡眠深度・不整脈などの診断に使用できます。

④ 入居者用ペンダント（無線）
どの入居者が転倒した。玄関に近づいたなどの見守りが可能

⑤ 居室内活動見守り（無線）
居室、トイレで活動しているか？を見守り
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無線タグ



本システムの特徴

私共は、”介護スタッフ様の労力の軽減、入居者様の異常を即時通知する事”
を最大の目標と、しました。

１：入居者様、全員の状態が一目了然に見守れます。
御多忙な現場で計測値・グラフなどを監視している余裕は無い！
と考えアイコンと音で全入居者様の状態を一画面で見守れます。

２：入居者様の異常はメールでも通知
日中の活動時に、システムから煩雑に入居者の状態を通知しては煩わしいだけです。
人手不足の夜間時間帯のみ通知するなどが細かな設定が可能です。
夜間、居室トイレ・居室に不在を検知するとメールなどで、お知らせするなど、、

３：計測結果をログに保存し入居者様の健康管理が出来ます。
非接触に心拍、呼吸数を計測するだけでなく、選任医師へ計測情報を本システムを経由し

メールなどで通知が出来、健康状態の悪化を分析して頂けます。

４：他社製品と比較し安価。
各介護施設様の運営形態に合わせた、”見守り”を御提供させて頂きます。
各種機能の選択が自由。

５：24時間365日システムの通信状態を監視。
異常発生時は管理者様へ即時メールでお知らせします。
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① 一目瞭然に一画面で入居者様を見守れます。

クラウドサーバのホームページにスマホ・タブレット・P.Cのブラウザよりアクセスし
入居者様の状態を見守れます。（画面デザインは変更します）

各居室主装置のホームページで下記をモニタ出来ます。

クラウドサーバー

無線ペンダント
（オプション）

居室用主装置

現行バイタルセンサー
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小さなタグで入居者を見守ります。

１：無線通信回路：計測・電池電圧情報を居室主装置へ送信

２：介護要請ボタン：ボタンを押すと”介護要請”をオフィス・ナースステーションサーバに通知

します。

３：加速度センサー：転倒（衝撃）を感知するとオフィスサーバに通知します。

４：温度センサー：入居者の居場所の温度をモニタします。

５：ボタン電池:約１年間作動。電池交換はメールで通知します。

６：監視入力：1ch 人感センサーなどの感知器を接続できます。

７：制御出力：1ch 防災制御 例えば照明を点灯するなど

８：UART/I2C IF：各1ch 豊富な機器を接続できます。

③ 入居者様の肌に直接”モノ”を付ける事なく非接触に見守ります。

転んだ 設定場所に来た 玄関を出た 熱中症・風邪注意喚起
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無線タグ おおよそ500円硬貨サイズ
（サイズ 25ｍｍ×25ｍｍ）



④ メールで入居者様の異常を通知します。（独自開発）

メールの種類

１：居室装置の正常起動とIPアドレス通知

２：上限・下限室温設定値を超えると通知

３：コールボタンが押されたら通知

４：おむつセンサーが尿漏れを感知したらメール

５：指定時間に居室、居室内トイレの不在を通知

６：転倒など強い衝撃を通知

７：無線子機の電池交換督促を通知

など

④ 入居者様の各種計測・グラフ・作動データはログで保存されます。
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⑤ 各居からの呼出を表示します。

１：居室内のコールボタンが押されると呼出を該当居室に表示します。

２：設定によりメールでも通知出来ます。
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介護市場の動向の再認識 http://www.minnanokaigo.com/news/N82986857/ より

来る2025年、高齢者向けの市場規模は100兆円超え！介護産業は15兆円規模に！果たし
て介護ビジネスに“儲かる”土壌はあるのか!?
2015年、日本の高齢化率（65歳以上）は過去最高の25.1%。世界でも類をみないほどの超高
齢社会となっており、さらに加速を続けています。2025年までには、後期高齢者が５年ごとに
約200～300万人ずつ増加することに。団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる高齢化率
が30%を超えることで「2025年問題」も現実味をおびてきました。
「高齢者」や「介護」という言葉が話題にのぼる時には、このような問題や「介護施設不足」
「介護職員不足」「介護疲れ」「税金問題」など、マイナスの言葉とセットで話題になることが
多々あります。その一方、不景気と騒がれている現在でさえ、増え続ける高齢者に対応して
増加の一途をたどる介護施設の開設状況をみて、「介護ビジネスは儲かる」という話題もあ
がります。たしかに、総務省の調査によると、売上高営業利益率は8.4%と、「小売業／6.4％」
「宿泊業／5.9%」「教育、学習支援業／5.2%」「娯楽業／4.7%」などと比べても高く、順調な分野
であるようにも見えます。（売上100円で8.4円の利益<=ここまで上記サイト情報。）
本システムを”介護用品の認定を請ける”事で行政が負担し介護施設様の負担が軽減される
ため認定所得を目指します。これらより本システムの市場規模は5兆〜10兆円と推察します。
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＊病院用システム案 病院にも新たな市場が、、、

１：点滴作動異常・間隔モニター

２：嘔吐・吐血モニター

３：非接触式、心拍・呼吸数のモニター

４：排尿検知・排尿量の計測（膀胱に挿管している場合）

５：自動体温測定

６：寝姿経過時間のモニター（床擦れ対策）

７：ナースコールと通話 等
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IoT介護見守りシステム「ミマモリ君WEB版」は、いつでも
心拍・呼吸・状態の確認がWEBでできる

バイタル見守り・通報・グラフ表示システムです。
• バイタルセンサ（ルームセンサ・ベッドセンサ）※1 の独自制御のマイクロ波で生体認識を

行い、対象者寝室の天井などに取り付け、対象者の活動を正しく認識。

エリア内の電波状況を正確に学習させることで、複雑な電波環境でも誤報を最小限に

抑えます。

• 「ミマモリ君WEB」には、多彩なオプションを追加することで、室温・居場所・状態の確認

も可能です。

• 異常を検知したら、「ミマモリ君WEB」が即時にメール・警告画面・アラーム音でお知らせ

します。

• バイタルセンサを対象者ベッドの天井もしくはベッド下に設置。非接触ですので対象者に

負担がほとんどありません。

• バイタルセンサ（ルームタイプ）より約３ｍまでは、体が静止状態でも脈・呼吸をセンシング

可能、それ以上は体動の感知のみとなります。テレビ等のある居室ベッドを定位置とし、そこに

戻らない場合、部屋の外に出た形跡がなければ、部屋のどこかで倒れていると判定しアラートします。

（※ベッドセンサは1.5ｍまで）

ルームセンサ（MS-10X）

ベッドセンサ（LS-10XB）
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■ミマモリ君WEBで出来ること
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※計測距離：心拍・呼吸：3ｍ以内
動きの検知：6ｍ程度まで可能

無線タグ
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■ミマモリ君WEB版 管理画面

いつでも心拍・呼吸・室温・居場所・状態の確認ができます。
異常時にはアイコンを状態欄に表示してお知らせします。
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■バイタルセンサの値は４秒に１回アップロードされます。

心拍・呼吸・無線タグの呼出（ダブルタップ）・室温がグラフで表示されます。
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ミマモリ君WEB
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• 各介護対象者様の、ベッド周辺に設置します。
• 非接触で、「心拍」と「呼吸」の確認ができます。
• 「異常値」と「緊急値」の数値をそれぞれ設定することで、心拍と呼吸の
｢異常か?緊急か?」の確認や、お知らせができます。
注：1施設内での全バイタルセンサーの設定は共通です。

• バイタルセンサーから離れることで、「離床」などの体動の確認やお知らせ
などもできます。

心拍は？?

呼吸は？?

ベッドから離れた
かな？?
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• 介護対象者様お一人につき1個身につけて頂きます。
• 各タグに名前を登録しておくことで、誰が「転倒」や「呼出」をしたかの確認や
お知らせができます。（タグを2回叩くと「呼出」機能）

• 居室から離れると、モニター表記の居場所が空白になり、居室不在の確認が
できます。

• 500円玉サイズで、小型軽量!!

誰が転倒？?

誰が呼出？?

居室にいる？?

トイレからしばらく
出てこないけど
大丈夫かな
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■災害から生命を守るミマモリ君WEB版で実現できること

■主装置（親機）：インターネットに接続して使用

• 無線タグ、無線センサー、バイタルセンサーとコードレスに通信し、データを装置のWeb Ul (ホームページ）に
値・グラフ・ログ・状態等を随時表示。

• 異常を計測すると、メールで複数のアドレスに装置より即時通知。
• 計測データをログ保存、定期的にメール送信。
• 各種設定はWeb Ulで設定可能。

■無線タグ：人の衣服やドア・窓等に取り付けて使用
• 人の衣服に付けて使用。転倒したら→メール通知、Web画面に「転倒アイコン」表示。
• タグの廻りを2回叩くと→メール通知します。例：「介護を要請します」。Web画面に呼出アイコン表示。
• ドア・窓につけて、開閉・衝撃を検知。→メール通知、Web画面にメッセージ表示。

■バイタルセンサ：各部屋に設置して使用
• 非接触に心拍・呼吸数を計測（６ｍ程度離れていても計測可能）→Webで値表示・グラフ表示・ログ保存
• 上限・下限のしきい値異常通知→メール 例：心拍数130/分を超えました。 Webに顔アイコン表示。
• グラフ（4秒ごと更新）、データ（1秒ごと取得）から医師による不整脈、無呼吸の診断。

→ データをメールで定期送信可能。
• ベッドの側に設置して「起き上がり」を通知→メール、Web画面に立ち上がりアイコン表示
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■居場所場所センサ（無線子機）：必要な場所に設置して使用

• 無線タグを付けた人を検知して、居場所を通知→Web画面 例：山田太郎氏 居場所：リビング
• 無線タグを付けた物を検知して、物のあり場所を検知→ Web画面 例：医療機器7番：２Fナースセンター
• 無線タグを付けた人を識別して場所への滞在時間異常を通知→メール通知 Web画面滞在異常アイコン表示

例：A氏、トイレ滞在時間が20分（任意設定）を超えました。
• 布団下に液体検知センサーを設置。→メール通知 Web画面 例：下半身設置「排尿を検知」

上半身設置「嘔吐・吐血を検知」
• 音湿度異常を通知→メール通知 例：寝室の温度が40度を超えました→熱中症注意喚起。
• 市販の火災・ガス漏れ・侵入検知器等を接続→メール通知 例：「キッチンでガス漏れを検知しました」
• 市販の各種センサーに接続→メール通知 例：「電力消費量○○kWhを超えました」
• 輸液装置にセンサーを接続して、輸液供給異常を通知→メール通知、Web画面
• 市販の赤外線学習リモコンを接続して、スマホ・タブレットのブラウザから家電機器を制御→例：エアコン操作
• 地震で揺れる前に自動防災制御→例：火の元遮断、照明点灯
• 各種計測データ：Webで値表示・グラフ表示、ログの保存。

見守り画面は
スマートフォン・
タブレットでも
見れます



注意事項

お客様の使用の誤りや、その他異常な条件下での使用により生じた損害、および本機の使用、または使用不能から生ずる付随的な損害について、当社は一切責
任を負いません。
本機は、医療機器・生命維持装置・その他直接人命にかかわる機器・装置・システムでの使用を意図しておりません。本機をこれらの機器・装置・システムなどに使
用され生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
お客様、または第三者が本機の操作を誤った際、静電気などのノイズの影響を受けた際、または故障や修理の際などに、本機に記憶、保存されたデータなどが変化
や消失する恐れがあります。ご注意ください。
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創業昭和５６年 官公庁指名業者
防犯とＩｏＴの設計・施工・販売・保守

ホームページ

■神戸本社 〒653-0037 神戸市長田区大橋町3－1－13
TEL 078-643-1901 FAX 078-643-1902

■ 堺 〒590-0078 堺市堺区南瓦町1-19 グランビルド堺東507
TEL 072-232-6440 FAX 072-232-6430

■名 古 屋 〒464-0851 名古屋市千種区今池南29-24 川島第一ビル３A
TEL 052-251-8748 FAX 052-733-0375

URL： http://www.tokaisecurity.net Mail： info@tokaisecurity.net

【お問合せ先】
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