システム体系
HOPE/WINCARE-ESは以下のシステムを組み合わせて、必要な業務を行うことができます。
基本システム

部門管理

業務系システム
訪問・通所サービス系

施設サービス系

居宅サービス系

ケアマネジメント系

・訪問看護システム

・老人保健施設システム

・グループホームシステム

・居宅支援システム

・訪問介護システム

・老人福祉施設システム

・ケアハウス／

・在宅支援システム

・訪問リハビリテーション

・療養型施設システム

システム

有料老人ホームシステム
・小規模多機能システム

・訪問入浴システム

・福祉用具貸与システム

介護事業者支援システム

（介護予防）
・介護予防ケアマネジメント
・障がい者自立支援システム

システム

・通所介護システム

・福祉会計システム

・通所リハビリテーション

・減価償却システム
・給与管理システム

システム

・栄養管理システム

居宅ケアプラン連携システム
ネットワーク接続システム

アセスメント

オプション

・MDS-HC2.0 ・包括的自立支援 ・居宅サービス計画ガイドライン
（全社協版） ・MDS2.1

・処方 ・預かり金 ・SX-J連携 ・介護予防支援 ・外部サービス

万全のサポート体制
豊富な導入実績に基づく富士通独自の販売ネットワークで、制度改正対応を含めハードウェア・ソフトウェア両面にわたる万全のサポート体制を
全国に用意しています。

環境貢献ソリューション

●Microsoft、Windows、Excelは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
●記載の会社名、製品名、名称等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。
●その他、本カタログに記載されている名称には必ずしも商標表示をしておりません。
●印刷の都合により、実際の色とは、若干異なる場合があります。
●このカタログに掲載されている内容については、改善などのため予告なしに
仕様・デザインを変更する場合がありますのでご了承ください。

製品・サービスについてのお問い合わせは

富士通コンタクトライン

0120 - 933 - 200
受付時間 9：00 〜17：30（土・日・祝日・年末年始を除く）

〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター
このカタログには、FSC森林認証紙（ミックス品）、大豆インキ、有害な廃液を出さない水なし印刷方式を採用しています。
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HOPE/WINCARE-ES

HOPE/WINCARE-ES

利用 者様や医 療 機関との
緊密な関 係から、
より良いケアサービスは生まれます。
ケアサービスの質を高めるためには、利用者様とのコミュニケーションの向上、

サービスを横 断した情 報の共 有

介護にともなう事務作業の効率化、医療や福祉機関とのスムーズな連携が必要です。
富士通のHOPE/WINCARE-ESは、
介護保険施行当初より多くの介護事業者様に導入されている豊富な実績を活かして、
介護現場の声に応える様々な機能を搭載。
介護保険利用者様が自立して
『安心・快適』に暮らせる、きめ細かなケアの

快 適な操 作 性の追 求

提供をサポートします。

運 用に合わせた
記 録 入 出 力の実 現
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HOPE/WINCARE-ES

サービスを横断した情報の共有

快適な操作性の追求

利用者様の健康状態やケアの内容など状態推移の確認が可能

シームレスな業務切替・利用者切替が可能

各サービス事業所や併設する病院と情報を共有し、利用者様の状態推移を時系列に把握することができます。
また、各項目の詳細画面を直接開くことができ、
より詳しい状況を確認できます。

業務切替、利用者切替に加え、過去に作成した情報もワンクリックで切り替えできるなど、
効率良く快適な操作性を実現しています。

【対象者一覧】

【業務メニュー】

運用に合わせた記録入出力の実現
Excelによる帳票カスタマイズとその運用が可能
日誌、記録、利用者基本情報シート、統計データの項目追加・配置変更がExcelで簡単に行え、
作成した独自帳票フォーマットでの運用が可能です。

【例：温度板画面を表示した場合】

電 子カルテ端 末（H O P E / E G M A I N - N X）より
統合ビューア画面を表示することができます。
【標準提供フォーマット】

03

【独自フォーマット例】
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HOPE/WINCARE-ES
基本システム

基本システム
（必須システム）

施設サービス系システム
利用者様の情報や請求
業務など、各業務システム
を運用するために必要な
システムです。

施設サービス系
・老人保健施設システム
・老人福祉施設システム
・療養型施設システム

機能
在室情報管理、スケジュール管理、バイタルやケース記録などが行え
ます。
特長
「本日入浴予定」などの条件から利用者様を特定し、記録入力業務へ
スムーズに画面遷移することができます。

機能
相談情報、利用者情報、会計、
レセプト、振替請求などが行えます。
特長
サービス業務ごとにシステム利用者に合わせたメニューの表示や、
サービスの枠を超えて利用者様の状況把握を行うことができます。

ケアマネジメント系システム
ケアマネジメント系
・居宅支援システム
・在宅支援システム（介護予防）
・介護予防ケアマネジメントシステム

地域包括支援センター、
居宅介護支援事業所など
ケアマネジャーの業務を
支援するシステムです。

介護老人保健施設、介護
老人福祉施設、介護療養
型医療施設の運用を支援
するシステムです。

訪問サービス系システム
訪問サービス系
・訪問看護システム
・訪問介護システム
・訪問リハビリテーションシステム
・訪問入浴システム

日常 生 活 の 介 護 や 診 療
の補助、入浴、
リハビリな
ど、ヘルパーや看護師の
業務を支援するシステム
です。

アセスメント
アセスメント
・MDS-HC2.0 ・包括的自立支援
・居宅サービス計画ガイドライン
（全社協版）

オプション
4種類のアセスメント方式
から選 択 で き、ケアマ ネ
ジャーの業務を支援する
システムです。

オプション
・処方
・預かり金

・介護予防支援
・外部サービス

事業者様の運用業務に
応じて、選択追加すること
が可能なシステムです。

・SX-J連携

・MDS2.1
機能
ケアプラン、モニタリング、日々の支援内容管理などが行えます。
特長
日々の支援経過記録を視覚的に管理、確認することができます。

通所サービス系システム

機能
計画書作成や訪問スケジュール、日誌の管理などが行えます。
特長
実績や会計処理などは複数の利用者様をまとめて入力することが
できます。また、急なスケジュール変更も簡単に調整ができます。

機能
アセスメント管理、ケアプラン管理、各種帳票印刷機能などが行えます。
特長
利用者様の状態をチェックしていくことにより、必要なケアの内容を導き
出すことができます。

機能
処方、預かり金の管理や介護予防受託居宅介護支援事業者様向けの
運用業務が行えます。
特長
富士通の医事会計システム「HOPE/SX-J」
との連携を可能とし、利用者様
の情報を一元管理することができます。

居宅サービス系システム
部門管理

通所サービス系
・通所介護システム
・通所リハビリテーションシステム

入浴や食事といった日常
生活の介護や機能訓練
などのスケジュール、実施
記録を管理するシステム
です。

機能
介護計画、実施記録、送迎管理、スケジュール管理などが行えます。
特長
複数の利用者様に対して自己負担項目などをカレンダー形式で簡単
に一括登録できます。
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居宅サービス系・その他
・福祉用貸与システム
・グループホームシステム
・ケアハウス／有料老人ホームシステム
・小規模多機能システム

グループホームや有料老
人ホーム、小規模多機能
などの居宅サービス系の
業務を支援するシステム
です。

機能
利用者様のスケジュール管理、運用管理、請求の管理が行えます。
特長
日々のケース記録を登録するだけで、
スケジュールの実績や会計情報に
連動します。

部門管理
・栄養管理システム ・減価償却システム
・障がい者自立支援 ・給与管理システム
システム
・福祉会計システム

障がい者自立支援システム
と、栄 養 管 理 、社 会 福 祉
会計など施設系の運用を
サポートするシステムです。

機能（障がい者自立支援システム）
アセスメント管理、個別援助計画書作成などが行えます。
機能（栄養管理システム）
食数管理、献立管理、食材管理や栄養ケアマネジメント管理などが
行えます。
機能（福祉会計、減価償却管理、給与管理）
予算書作成、資産や備品の減価償却管理、月例･賞与･差額･年末調整･
社会保険の管理など社会福祉法人様向けに特化したシステムです。
特長
HOPE/WINCARE-ES間での連携はもちろんのこと、各部門管理システム
を単独で導入することも可能です。
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