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介護の現場に
 「イノベーション」を。
“地域包括ケアシステムの構築”“介護人材の確保”“ビジネス強化の必要性”…

介護現場には多くの課題が存在します。

FUJITSUヘルスケアソリューション HOPE LifeMark-WINCAREは、

「様々な課題を解決し、介護の現場にイノベーションを」をコンセプトに、

お客様に最適なソリューションをお届けします。

地域包括ケア

富士通のICTで支える

地域包括ケア

富士通のICTで支える

経営視点を
プラス

介護経営を見える化

経営視点を
プラス

介護経営を見える化

ワークスタイル
変革

スマートデバイスで実現

ワークスタイル
変革

スマートデバイスで実現
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新しい地域包括ケアの連携スタイルを
以下の3つのバリエーションから
お客様が求める最適なカタチでご提案します。

法人枠を超えた多職種（主治医、ケアマネージャー、訪問看護師、ヘルパーなど）コミュニケーションや、
法人内における医療・介護間の情報共有など、お客様が求める地域包括ケアをICTで支えます。

富士通が支える地域包括ケア

「医療と介護をつなぐ、新しいカタチ」

地域包括ケア

介護

医療

地域包括
支援センター

病院

診療所

訪問看護

スマートデバイスを活用した
SNS形式の情報連携

スマートデバイスで
多職種連携

HumanBridgeを活用した
法人間の情報連携

HumanBridgeで
広域連携

電子カルテとの
同一法人内の情報連携

医療・介護ビューアーで
法人内連携

Style1 Style2 Style3

介護施設

居宅介護支援
HOPE

LifeMark-WINCARE
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HOPE LifeMark-WINCARE

スマートデバイスソリューションは

その強い思いから生まれました。

緻密に設計されたシンプルな 「デザイン」、

テクノロジーを結集した 「セキュリティ」。

富士通は最適な環境で、

お客様のワークスタイル変革を支援します。 

スマートデバイスを活用し、介護現場のワークスタイル変革を支援します。
豊富な商品ラインナップ（訪問、居宅介護支援、施設、通所）で、今までにない快適な運用を実現できます。

この１台で、ワークスタイル変革

「 いつでもどこでも、
   スタッフのパートナーでありたい 」

ワークスタイル
変革

訪問先で
記録作成・印刷※

訪問先で
月間スケジュール調整・印刷※

巡回しながら
簡単記録作成

より手軽に
サービス実績を登録
※別途モバイルプリンタが必要です。

訪問系 居宅介護支援 施設・居住系 通所系



経営視点を
プラス
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たとえば訪問 /通所サービスの場合

売上シミュレーション機能で、

売上予測を見込んだ月間スケジュールを作成。

サービスを提供した後で、当初予測と実績の差異を

わかりやすく見える化できます。

ビジネス環境が激しくなる中で、介護事業者様の経営の見える化をサポートします。
各種統計結果は、経営マネジメントを行うためのインプット情報として活用できます。

介護経営を見える化

「 経営状況を把握し、
   安定したサービス提供へ 」

HOPE LifeMark-WINCARE

全事業所の会計データを
ワンクリック集計

損益の目安となる
ベッド稼働状況を確認

要介護度別などの
利用者数統計

相談件数を
統計データとして出力

売上データ ベッド稼働状況 利用者数統計 相談情報統計

売上
予測

予測
差異
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掲示板は介護情報を集約し、スタッフが求める情報を職種に合わせて、より価値ある情報（コンテンツ）として
提供します。コンテンツ内容はスタッフごとに自由にレイアウト変更が可能です。

「掲示板」から価値ある情報へアクセス

ケース記録やバイタル情報などの利用者状況を時系列でとらえて、正確な容態把握が可能です。法人内の
病院や診療所から入退院 /診療前に容態を確認する際にも活用できます。

利用者の容態を正確にとらえる「ビューアー」

記録
（ケース記録、バイタルなど）

記録内容をExcel出力
写真・動画

（褥瘡の写真など）

プロファイル
（アレルギー、ADL服薬など）

スケジュール
（入退所予定など）

バイタル
（バイタル異常の方）

メッセージ
（スタッフ間の連絡）

利用者集計
（要介護度別など）

機能ポイント
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パソコン スマートデバイス

日々の運用の中でストレスなくご利用いただけるシステムを目指しました。

お客様にとって優しいシステム

富士通が長年培ってきたセキュリティ技術を採用しています。訪問先から利用できるスマートデバイスは、端末に
データを全く残さない仕組みです。

業界トップクラスのセキュリティ

レセプト作成ではエラー原因となる画面にジャンプし、スムーズな作成処理が可能です。

強固な
セキュアーネットワーク

端末認証搭載情報参照可否を
スタッフごとに設定

システムの
利用履歴を管理

介護記録の
真正性を確保

端末にデータを
残さない仕組み

NO
DATA

レセプト
作成で
エラー

FENICSFENICS

エラー画面を直接起動 ※特許：第4286695号



●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。
●スマートデバイスオプションはApple社のiPad,iPad miniで動作します。
●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。
●本製品は医療機器ではありません。

FM0064-2016年2月M

http://www.fujitsu.com/jp/solutions/industry/healthcare/kaigo商品情報ページ

このカタログには、FSC®森林認証紙、植物油インキ、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。

ヘルスケアビジネス推進統括部
第三ヘルスケアビジネス推進部
〒105-7123　東京都港区東新橋1-5-2  汐留シティセンター
TEL 03-6252-2502

システム体系

富士通は、医療・介護・健康情報の統合・活用基盤
「Healthcare Information Suite」の実現を目指します。
「HOPE LifeMark-WINCARE」は、LifeMarkファミリー
として本基盤の一翼を担い、介護現場に新たな価値と
可能性を創造します。

ヘルスケアICT基盤の実現へ

・ 栄養管理システム
・ 栄養ケアマネジメントシステム
・ 障がい者総合支援システム
・ 福祉会計システム
・ 減価償却システム
・ 給与管理システム

病院向け
電子カルテシステム

HOPE
LifeMark-WINCARE

医療

介護

個人

クリニック向け
電子カルテシステム 健診システム

訪問・通所サービス系
 ・ 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
 ・ 通所介護システム
 ・ 通所リハビリテーションシステム

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

居宅サービス系
 ・ 福祉用具貸与システム
 ・ 小規模多機能システム
 ・ グループホームシステム
 ・ 特定施設 /サービス付
   高齢者向け住宅システム

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
 ・ 地域包括支援センターシステム

部門システム

スマートデバイスオプション
【居宅支援 /訪問看護 /訪問介護 /訪問リハビリ/入所・通所系】 

オプション

居宅ケアプラン連携システム

【おくすり伝票管理 /預かり金 /医事システム連携 /介護予防支援 /外部サービス/定期巡回･随時対応型訪問介護看護】

アセスメント

ネットワーク接続システム

【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】

業務系システム

基本システム

Healthcare
Information Suite


