
介護× IoT

https://www.hitachi-ite.co.jp/products/health_caresol/

●BluetoothはBluetooth SIG,inc.の登録商標です。
●記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
●カタログに記載の仕様、外観は、製品の改良などのため予告なく変更することがあります。
●カタログに記載の機能・仕様によっては、製品のバージョンアップが必要となる場合があります。製品のバージョンについては販売店にお問い合わせください。
●製品の色は印刷されたものですので、実際の製品の色調と異なる場合があります。
●本製品の開発・製造は、原則として日本国内での使用を想定して実施しています。本製品を輸出する際は、輸出者の責任において、輸出関連法令等を遵守し、必要な手続きを行ってください。
　海外の法令および規則への適合については当社はなんらの保証を行うものではありません。なお、ご不明な場合は、販売店にお問い合わせください。　
●画面はハメコミ合成ですので実際の画面と異なることがあります。
●本製品は事故を未然に防止するシステムではありません。万一被害が発生した場合も当社は責任を負いません。
●本製品は管理医療機器ではありません。

介護施設向け
ケア支援ソリューション

日立データコレクション IC2000
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利用者のケアに必要な情報をセンサーで取得して自動で通知します。
介護現場の課題解決に向けた業務効率化とサービス品質向上をサポートします。
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■ システム構成

ランプ（BLE受信機）最大接続数 200台
寸法 幅 （mm） 400

高さ （mm） 2,060※

奥行 （mm） 250
重さ （kg） 105.6※

入力電源 入力電圧 AC100V±10V（50/60Hz）
設置条件 温度 0～40℃

湿度 10～90 %（結露なきこと）
技術基準適合認定番号 ACDE16-0003001

※寸法は最大構成時の値となります。

❸主装置

メッセージ通知 多機能電話機／PHS／スマートフォン
通話 多機能電話機／PHS／一般電話機／SIP電話機／スマートフォン内線

❹接続可能な電話機

Webブラウザ Internet Explorer 11

介護支援ソフト エヌ・デーソフトウェア株式会社 ほのぼのNEXT

❺クライアントPC
（1）クライアントPCの仕様

（2）連携可能なソフト

規格（BLEセンサー側） Bluetooth V4.2（BLE）
寸法 直径 （mm） 115

高さ （mm） 69.7
重さ （kg） 0.5

設置条件 温度 0～40℃
湿度 15～85％（結露なきこと）

技術基準適合認定番号 007-AE0104

❷ランプ（BLE受信機）

日立データコレクション IC2000

 安全に関するご注意 本製品を最適な状態でご使用いただくため、定期点検などによる予防点検が重要です。またBCP（事業継続計画）の観点から保守契
約をお願いしております。保守サービスに関する詳細内容については、担当営業または販売店にお問い合わせください。

❶接続可能なセンサー
排せつセンサー／ゲートセンサー 三和株式会社 次世代おむつ・パッド
温湿度センサー

株式会社カスタム
HLT-100BT

パルスオキシメーター PLS-01BT
体温計

株式会社エー・アンド・デイ
UT-201BLE

上腕式血圧計 UA-651BLE
見守りセンサー 株式会社ミオ・コーポレーション MS-101-BLE／LSS-101-BLE
ベッドセンサーシステム 株式会社リコー リコー みまもりベッドセンサーシステム

より詳しい
製品情報は
こちらから
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介護支援ソフト連携
業務効率化

センサーからの通知履歴、スタッフ
コール、ナースコールのコール履
歴を介護支援ソフトに自動反映。

おむつ交換のタイミングが
すぐわかる

排せつ量を常に検知。設定した排せつ
量を超えると、PHSなどに通知。

ベッド上の状態を把握

起上りや離床状態を常に把
握。異常状態検出時はPHSな
どに通知。

コール履歴の記録

利用者からのコール履歴
を記録。アプリケーション
で参照。

データ記録自動化
業務効率化

センサーで取得した情報はすべて
記録。アプリケーションで参照。

業務効率化サービス向上

サービス向上 安全管理

居室内の状態を
常時把握

居室における在/不在や体
動（呼吸・脈拍）を常に検知。
異常状態検出時はPHSな
どに通知。
※体動（呼吸・脈拍）は参考値となります

安全管理

業務効率化サービス向上

適切な温湿度の維持に

部屋の温湿度を常に記録。異常
状態検出時はPHSなどに通知。

バイタル記録作業の自動化

体温・血圧・SpO2の測定結果を自動登録。

業務効率化

安全管理

接近／移動検知

危ない場所への接近をPHS
などに通知。離れたところに
いても安心。

安全管理

センサーによるデータ収集 通知方法を設定　 自動通知

介護施設向けケア支援ソリューションは、利用者の排せつや施設内の温湿度など
ケアに必要な情報をスマートに記録・通知・蓄積するシステムです。
介護現場の課題解決に向けた業務効率化とサービス品質向上をサポートします。

介護×IoTでサポート！

今まで見えなかった情報を 
検知して自動記録

アプリ画面で通知条件を設定 電話端末やランプ、アプリに
知りたい情報を通知

各センサーが取得した
利用者のケアに必要な
データは、すべて自動
記録します。アプリケー
ション画面で参照でき
ます。さらに、介護支援
ソフトに連携できます。
（指定ソフトのみ）

データは記録するだけで
なく、アプリ画面でセン
サーごとに通知の条件を
設定し、指定の方法で通
知することができます。

誰が

どんな条件の時に

どこで

介護施設向けケア支援ソリューションでできること

■ 内線電話機に通知
すぐに知りたい情報は内線電話機やスマー
トフォンに通知できます。内線電話機はテ
キストメッセージ表示や音声メッセージ聴
取ができ、スマートフォンはメールで通知
内容を確認できます。

■ ランプ（BLE受信機）に通知
条件ごとにランプの色を変えられます（全7色）。 
ランプ点灯によって情報をすばやく認識できます。

■ アプリに通知
アプリ画面に通知を
表示します。

夜間は特に 
スタッフが少ない

利用者の異常や変化の 
見逃しを避けたい

一人ひとりに合った 
ケアができないか

業務効率化 安全管理

サービス向上

介護施設のお悩み
スタッフ不足 危険見逃し

満足度ダウン

まだで
すか？まだ？

急い
で！

こっちも…

介護施設のさまざまなお悩み解決を
センサー情報の活用でサポートします。

介護施設向け
ケア支援ソリューション

日立データコレクション IC2000

※画像はイメージです。実際の色彩とは異なります。
※タブレット型BLE受信機の画面にもランプ点灯表示が可能です。

BLE … Bluetooth Low Energy の略

バイタル 排せつ 行動 温湿度 コール
履歴

介護支援
ソフト

連携

自動データ収集

パソコン入力が
いらない

Aさん：
おむつ交換


