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まえがき

2000年 4 月の介護保険制度施行に伴い，今まで聖域とい

われてきた介護・医療の分野でも急速に規制緩和が進み，

介護・医療現場は厳しい競争にさらされている。介護分野

では，従来は地方公共団体，社会福祉法人などの公共団体

による運営に限られていたケアハウス（軽費老人ホーム）

への民間企業参入を一部認める方針が2001年 3 月末に厚生

労働省により打ち出され，さらには介護保険制度施行後，

痴ほう性老齢者のケア対策の切り札とされているグループ

ホーム（痴ほう性高齢者グループホーム）への民間参入も

可能となった。こうした動きに伴い，介護現場ではパソコ

ン，情報携帯端末，センサなどを用いたネットワークシス

テム導入による職員の業務効率化，徘徊（はいかい）者へ

の対応が求められている。一方，医療分野では診療報酬，

保険制度の見直しにより，医療費を削減するために，特に

高齢者の慢性患者は早期に退院させ，在宅医療・在宅介護

に移す動きがみられる。富士電機ではこうした世の中の動

きに対応するために，現在主に介護事業者，医療関係者に

次の三つの提案を行い，システムを開発および運用中であ

る。

介護センサによるネットワークシステム

ケアプラン実行支援システム

在宅医療ネットワークシステム

のシステムは介護センサにより，独居老人や老人ホー

ムなどの施設内の高齢者のトイレでの異常状態（転倒，長

時間滞在など）を検出し，ネットワークにより管理者，家

族のパソコンや，携帯電話に通報するシステムである。

のシステムは，施設でケアマネジャーなどが作成した各利

用者のケアプラン〔食事，リハビリテーション（リハビリ）

などに対する計画〕を介護職員が確実に実行・記録し，そ

の後のケアに役立てるためのシステムである。 のシステ

ムは，バイタルセンサ（血圧，心電図などの生体情報測定

機器）とテレビ電話を用いて，患者が在宅でありながら，

医師の問診が受けられるとともに，診断に必要な生体情報

が測定できるシステムである。それぞれについて以下に紹

介する。

介護センサによるネットワークシステム

２.１ システムの概要

図１に介護センサによるネットワークシステムの概要を

示す。

このシステムでは，まず介護センサにより高齢者のトイ

レ内での正常・異常状態が検出される。さらに検出された

状態は，インタフェース回路を介し，高齢者宅のパソコン

に送信される。パソコンとセンサは常時接続された状態に

あるため，24時間センサによって看視し現在のトイレ内の

状態を表示することができる。異常状態の信号がセンサか

ら送信されてきた場合，パソコン画面では，異常状態が文

字と絵によって表示される。それと同時にパソコンからは

警報音が発せられ，同居している家族はいち早くトイレに

駆けつけることができる。また，パソコンを ADSL

（Asymmetric Digital Subscriber Line）などでインター

ネットに常時接続しておくことにより，独居老人宅や同居

家族が不在の場合も，あらかじめ指定された携帯電話に

メールにより異常メッセージを入れることができる。これ

により，通報を受けた家族は自宅や近所宅に折り返し電話

し，安否を確認することが可能となる。さらには，異常信
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図１　介護センサによるネットワークシステムの概要



介護・医療ネットワークシステム

号は契約された管理会社にも通報されるため，家族の携帯

電話が電源オフされていたような場合においても，管理会

社が安否確認を行うことができる。

２.２ 異常検出原理

異常検出は介護センサにより行われる。図２に介護セン

サの外観と構成を示す。ここで一対のライン CCDは，そ

れぞれに対応する結像レンズを持ち，ステレオ方式によっ

て，視野内の対象物までの距離を求めることができる。な

お，この２画像により距離を測定する技術は富士電機のカ

メラ用多点測距オートフォーカスの技術を応用展開したも

のである。表１に介護センサの詳細仕様を示す。

介護センサはトイレ天井に取り付けることを想定してい

る。天井の高さは床面から通常 2.5m 程度であり，測定距

離範囲は 5m以内，距離誤差は 0.1m 以内であるので，転

倒などの異常を検出することが可能である。また，視野

60 度では床面で 2.9m 四方のエリアを測定することができ

るため，トイレ床面転倒者を見逃さずに検出することがで

きる。さらに，センサのデータ出力は 5Vロジックのシリ

アル調歩同期であり，インタフェース回路を介し電圧レベ

ルを返還することにより，パソコンと RS-232Cでのデー

タ通信が可能である。異常検出のアルゴリズムの概略を以

下に説明する。

現在，異常状態の判定は２とおりある。一つは，センサ

から検出された人までの距離があらかじめ設定された判定

値を超えた場合，転倒したと判断し，異常が検出される。

もう一つは，長時間トイレに人が滞在している場合であり，

この場合も異常が検出される。人の検出は，人がいないと

きの距離を背景距離としてあらかじめ測定・記憶し，その

後の各測定値からこの背景距離の差分を検出することで背

景情報をキャンセルし，背景と人を間違えることなく確実

に行える。

トイレ看視における従来の課題と介護センサによる解決

について表２に示す。

２.３ 表示画面構成

姿勢の検出結果表示

検出された姿勢は，図３のように高齢者宅内のパソコン

画面に表示される。

図３ は便器で着座している検出結果であり，図３ は

転倒した場合である。このように絵によって表示されるた

め，プライバシーを侵すことなく看視することができる。

管理会社の結果表示

介護事業者・管理会社での表示画面例を図４に示す。図

４ は各契約の情報を表し，中央にトイレでの状態，左側

にはメニュー，右側には契約者の基本情報が示される。図

４ は異常管理リストであり，各時間における異常発生状

態の一覧が表示される。

２.４ システム運用と今後展開

このシステムは現在，ある介護事業者の協力を得て試験

運用開始予定である。運用にあたっては，異常検出精度の

向上，異常時の対応など，負担をかけずに確実に高齢者の

安全を確保できるシステムへの改良を計画中である。

ケアプラン実行支援システム

３.１ システムの概要

ここでは，ケアプラン実行支援システムのある特別養護

老人ホームへの適用検討例を紹介する。この中で本システ
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図２　介護センサの外観と構成

表１　介護センサの詳細仕様�

測定視野�

測定距離範囲�

測定誤差�

測定ライン数�

1ラインあたりの測定点数�

測定周期�

インタフェース�

60°× 60°�

0.1～5 m�

最大0.1 m�

10ライン�

46点�

100 ms�

シリアル調歩同期（19,200 ビット/秒）�

表２　トイレ看視における従来の課題と介護センサによる解決�

従来の課題�

焦電センサでは転倒など�
人の姿勢検出困難�

セキュリティカメラでは，�
プライバシーの保護が困難�

介護センサによる解決�

広い視野をもつ距離センサのため，�
転倒などの異常姿勢が検出できる。�

距離情報による異常検出のため，�
プライバシーが保護できる。�

（a）着座状態� （b）転倒状態�

図３　トイレ内の姿勢の検出結果
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ムは，介護職員が介護現場でケアプランを確認でき，確実

に実行し，さらには実施記録を現場で簡単に入力できるこ

とを特長としている。介護現場において，従来は介護実施

記録はノートに記録後，事務所で転記するなどの方法が取

られてきた。しかしながら転記ミスや，記入忘れなどに

よって実施記録がケアプラン作成者であるケアマネジャー

に伝わらず，ケアプランの適正な修正が行われないことが

あった。P（Plan）- D（Do）- C（Check）-A（Action）を

確実に効率よく行うために，本ケアプランシステムは有効

である。図５にシステムの構成を示す。

事務所にはデータサーバがあり，施設利用者の基本デー

タ（住所，氏名，年齢，要介護度など）やケア記録が記

憶・更新されている。介護記録は，職員によって PDA

（携帯情報端末）を用いて入力され，各フロアに配置され

たパソコンを介して，家庭内無線（2.4 GHz）によって

サーバに送信される。また，職員は，PDAを見てこれか

ら実施するケアプランを確認することもできる。さらに施

設内の医務室やリハビリルームでは，介護記録を見ながら

診断やリハビリを適正に進めることができる。また，共通

スペースには大型プラズマディスプレイによる職員への掲

示板機能（連絡用）もある。

３.２ PDAの仕様，記録画面

表３は PDAの仕様であり，図６は食事記録入力の場合

の記録画面例である。記録できる内容は，食事量，水分摂

取量，排尿量，排便有無，体位交換，バイタル測定結果

（血圧，体温）である。特長としてはまず軽量であり，動

きの激しい介護現場に適している。さらに，入力も，例え

ば食事量を 0（摂取なし），1/5，2/5，3/5，4/5，5/5（全

摂取）の中から選択できるようにするなど簡略化すること

で，職員の入力に対するわずらわしさを軽減している。

３.３ 出力データ画面

事務室のパソコンで出力される集計記録データの出力情

報には，主に下記の項目がある。

入所者個人情報

各入所者の個人情報（氏名，生年月日，性別，住所，認

定結果，有効認定機関，家族情報など）および全入所者の

一覧リストの閲覧，出力ができる。

ケア記録情報

食事量，水分摂取量，排尿量，排便有無，体位交換，バ

イタル測定結果（血圧，体温）の閲覧，出力が行える。各
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図５　ケアプランシステムの構成

表３　ケアプラン実行支援システムに用いられる PDA の仕様�

メモリ�

質　量�

OS�

インタフェース�

8 M バイト�

150 g 以下�

Palm OS ver3.5 以上�

シリアル，赤外線�

食事記録を入力してください�

部屋番号�

メニュー�確定� 送信� 受信�

介助�量（/5）�
101  0,1,2,3,4,5  自半介�
102  0,1,2,3,4,5  自半介�
103  0,1,2,3,4,5  自半介�
104  0,1,2,3,4,5  自半介�
105  0,1,2,3,4,5  自半介�
106  0,1,2,3,4,5  自半介�
107  0,1,2,3,4,5  自半介�

図６　食事記録入力の場合の記録画面例

（a）各契約者の情報画面�

（b）異常管理リスト画面�

図４　介護事業者・管理会社での表示画面例
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入所者のデータ（日誌，週間記録，グラフ）だけでなく，

異常者のみを自動的にリストアップして異常者リスト表と

して出力することもできる。異常者リストアップにはユー

ザーにより下記の条件が設定可能である。

食事

摂取回数，摂取量により異常判定ができる。

水分摂取量，排尿量

各量により，異常判定ができる。さらに，水分摂取量

と排尿量との差によって異常判定することができる。

排便有無

連続して排便がない日数によって，異常判定ができる。

バイタル測定結果（血圧，体温）

適正範囲内にあるか否かによって，異常判定ができる。

３.４ システム運用と今後の展開

介護現場での入力システム導入における課題は，職員が

記録しやすいシステムであることとともに，記録による効

果を職員によく分かる形で出力できるようにすることであ

る。富士電機では特別養護老人ホームとの共同開発により

これらの改良を進める予定である。

在宅医療ネットワークシステム

４.１ システムの概要

図７に在宅医療ネットワークシステムの概要を示す。

患者宅にて生体情報モニタから測定したバイタルサイン

を通常の電話回線にて遠隔診療実施施設などへ送信し，看

視するシステムである。さらにテレビ電話によって音声，

画像のやり取りもできる。主な仕様を表４に示す。

主な特長は次のとおりである。

患者宅の端末は高齢者の操作を配慮し，簡単に操作で

きる（電源スイッチオン→通話ボタンオンで接続可能）。

患者宅から送信されたバイタルサイン，画像はサーバ

データベースに保存され，それらを基に過去との比較

（病状管理）が行える。

一般アナログ回線で使用可能なため，通信回線の導入

コストが不要である。

看視サーバからのリモート操作によって，血圧測定指

示（カフスタート・ストップ）はもとより，各アラーム

設定・カフ間隔設定を行うことができる。

４.２ システムの各機能

システムの各機能を表示画面をもとに以下に述べる。

バイタルデータ測定機能〔図８ 〕

対象患者のバイタルデータをリアルタイムに監視できる。

また，患者の状態を見ながら話しができるので，的確な指

示ができる。さらに，対象患者別に保存されたバイタル

データやグラフ一覧を時間軸で表示できるので，患者の状

態の変化を把握することができる。

電子カルテ機能〔図８ 〕

対象患者の一般情報のほかに病歴，検査履歴もテキスト

形式のカルテ情報で管理できる。

スケジュール機能〔図８ 〕

対象患者の問診スケジュールを登録し，管理できる。ま

た，担当医別にスケジュール作成が可能なため，複数の医

師がサーバを使用できる。

患者問診機能〔図８ 〕

患者本人の状態，監視側の状態を表示する。また，患者

本人の問診スケジュールも表示できるため，問診日程が確
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図７　在宅医療ネットワークシステムの概要

表４　在宅医療ネットワークシステムの主な仕様�

バイタル�
センサ�
仕様�

機　能�

通信回線�

血　圧�
オシロメトリック法　血圧（10～300 mmHg）�
　　　　　　　　　　脈拍数（40～180回/分）�

体　温�

心電計�

SpO2�

呼吸測定部�

�

看視サーバ�

�

患者サイド�

サーミスタセンサ（15～45℃）�

3極誘導（30～300回/分）�

2波長脈波型（心拍数測定範囲50～100％）�

インピーダンス方式（4～150回/分）�

バイタルデータ表示機能�

電子カルテ機能�

スケジュール機能�

患者問診機能�

一般アナログ回線，PHS，INS64

（a）バイタルデータ測定機能� （b）電子カルテ機能�

（c）スケジュール機能� （d）患者問診機能�

図８　画面例



介護・医療ネットワークシステム

認できる。

４.３ システム運用と今後の展開

富士電機では，本システムを訪問看護ステーション機能

を持つ医療機関を中心に販売していく予定である。本シス

テムは，訪問看護における医師と看護婦の連携上において

有力なツールになると予想される。さらに法律面では，厚

生省（現厚生労働省）から1997年に通達があり，本システ

ムのような情報通信機器を用いた診療と，対面診療にかか

わる医師法20 条との関連について基本的な方針が示され

た。この通達によると一部条件付きながら，本システムは

診療として認められることになり，電話による再診と同じ

診療報酬が請求できるようになった。今後本格的な高齢化

社会到来に向け，在宅医療の切り札とすべく，改良を進め

ていく予定である。

あとがき

在宅医療の推進，施設の業務効率化にあたり，情報ネッ

トワーク化を有効に利用していくことは，介護職員の負担

軽減，人手不足を補う点で大変効果的であると考えられる。

富士電機では今回紹介した三つのシステム以外にも標準化

を進めるとともに各施設の要求に合わせた改良を加え，在

宅医療の支援推進，施設の業務効率化に寄与していく所存

である。
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解　説 情報通信機器を用いた診療

情報通信機器を用いた診療（いわゆる遠隔診療）に

ついては，厚生省（現厚生労働省）から1997年12月24

日に通達があり，対面診療にかかわる医師法20条との

関連について基本的な方針が示された。

基本的な考え方

™「診療は，医師又は歯科医師と患者が直接対面して

行われることが基本であり，遠隔診療は，あくまで

直接対面診療を補完するものとして行うべきもので

ある。（中略）直接の対面診療による場合と同等で

はないにしてもこれに代替し得る程度の患者の心身

の状況に関する有用な情報が得られる場合には，遠

隔医療を行うことは直ちに医師法20条に抵触するも

（1）

のではない。」

留意事項

™「初診及び急性期の疾患に対しては，原則として直

接の対面診療によること。」

™「遠隔診療は直近まで相当期間にわたって診療を継

続してきた慢性期疾患の患者など病状が安定してい

る患者に対して行うこと。」

さらに留意事項として，へき地で行われるべきなど

条件が示されている。再診料に関しては，電話再診と

同じ扱いになる（病院59点＝ 590 円，診療所74点＝

740 円）。

（2）
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