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HIMVITとは？

HIMVITはこれまで多くの介護現場の意見を取り入れ、様々な便利
機能を追加してきました。その中でも、導入後実際に使用するス
タッフの皆様方が一番こだわられるのは、日々の記録をいかに簡単
に、いかにスピーディに行えるかということでした。

簡単スピーディな記録ができない場合、多忙な介護現場ではリアル
タイムな入力ができないため、後で記録をまとめて入力することと
なり、結果的に大幅な業務改善につながらなくなるからです。

そこでHIMVITでは多くのご意見から、こだわりの詰まった記録画
面を4種類用意し、オリジナル記録画面作成機能、再記録モード、
代筆機能など多くの便利機能で、介護記録を簡単に手早く入力でき
るようにとことんこだわりました。

● チェックリスト画面

HIMVITとは利用者様を見守りながら簡単に手早く介護記録
を入力できるタブレット型介護記録入力システムです。

スタッフ間での利用者様の情報を共有、運用帳票の自動作成、
タブレットならではの機能など便利にお使いいただけます。

HIMVIT本気のこだわり!
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● HIMVIT4つの特徴

介護記録を簡単に手早く入力できるようにとことんこだわりました。

簡単便利タブレット型介護記録入力システムです。

導入効果は？

タブレットを使えばこんなに便利に！介護現場の業務改善に大きく貢献します。

● タブレットを使って記録を入力すれば、転記時間の削減、転記漏れや転記ミスの防止につながります。

● 利用者様のケア予約内容、利用者様一人一人に沿ったケア内容、バイタル測定結果、最終排便日時、水分
量合計、申し送り、カルテ内容等の様々な情報を、お客様毎自由にお作りいただいた画面にて確認いただ
けますので、情報の伝達漏れ防止、調査にかかる時間の短縮、ペーバーレス化などにつながります。

● 入力いただいた記録内容を使用して、連絡帳、日誌、ケース記録といった記録帳票を自動作成できますの
で、記録帳票作成にかかる人的コストを劇的に削減します。

● オフラインでもご利用いただけますので、無線に関する設備投資を抑えることもできます。

また、無線電波の届かないエリアでの記録や情報照会など幅広い運用が可能です。
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タブレットを使用した簡単入力

タブレットなら現場で入力作業を行うことができます

パソコンが苦手なスタッフ様でもタブレットならではの簡単入力

共用スペースのホールなどでは大型10インチ
タブレット

利用者様の各部屋を訪問する時は携帯性に優れ
た7インチタブレット又はスマートフォン

直感的で分かりやすい画面デザインを採用し、
また大きな文字サイズで誰でも安心楽々入力。

オフラインモードにワンタッチで切り替えるこ
とができるので、無線環境が無い、または不安
定な場所でも安心してお使いいただけます。

カルテを見たり、ケア記録を作成したり事務所の机から離れられない・・・

HIMVITなら利用者様を見守りながら、現場で入力可能です。

ケアの記録が時系列に並んでいるので予定、過
去の記録が直感的に把握可能です。
エクセルの様に一括入力を行うこともできます。

入力候補が表示されますので、該当する内容を
タップするだけの簡単入力です。

「血糖値」、「爪切り」、「シーツ交換」など
現場に合わせた独自記録をタブレットに対して
簡単に追加できます。

オリジナル定型文やオリジナル定型文カテゴリ
を自由に作成できるので、長い文章でも簡単に
入力できます。

パソコンが使用できる職員様がいないと入力ができない・・・

HIMVITなら画面タッチ＆多彩な入力補助で誰でも簡単入力。
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タブレット型介護記録入力システ
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経過観察、申し送り、やり忘れ、通院情報など
分かりやすいアイコンで利用者様の状況を確認
することができます。
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タブレットを使用した簡単入力②

介護現場で簡単かつスピーディに記録を入力したい

記録項目、コメント欄など自由に組み合わせて
オリジナルの編集画面を何種類でも作成するこ
とが可能です。現在お使いのチェックリストを
タブレットで完全再現することもできます。

記録日時、記録者も自動で入力されますので、
スタッフ様は記録内容をタップするだけ。記録
に必要なタップ数を極限まで減らし、簡単ス
ピーディに記録を登録することができます。

介護現場はバタバタ、1秒でも早く記録を入力したい・・・

HIMVITならチェックリストモードで簡単かつスピーディな記録入力を実現

３

ユニット、部屋、または担当利用者情報などで
絞り込みを行えば、対象の利用者様のみ表示さ
れます。(絞り込み条件保存可能)

タブレット型介護記録入力システ
ム HIMVIT

リアルタイムに発生する記録を簡単に記録したり確認したい

排泄や再検などリアルタイムに発生する記録が管理できない・・・

HIMVITなら時系列に簡単入力。ケアの実績も時系列表示で確認しやすい

各記録を時系列に入力できるので、リアルタイ
ムに発生する記録を簡単、スピーディに入力で
きます。

表示する内容や条件を予め設定し、パターン化
できます。検温表画面や排泄チェック表画面、
またはオリジナル画面を予め作成しておけば、
シーンに合わせて切り替えることが可能です。

バイタル再測定なども再記録モードで簡単に記
録できます。

サポートが必要な事、自分で可能なこと、好み
意向などの情報を自由にカスタマイズ表示。各
情報を時系列に見ながら記録を行えますので、
利用者様毎のライフスタイルに沿ったケアが可
能です。
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各種チェック内容を素早く確認したい。各種チェック表も廃止したい

最終排便日時や水分合計、脈拍平均値、最高体
温、最終シーツ交換日、過去２日間の申し送り
内容等、様々な集計を行うことができます。

例えば、最終排便時間がタブレットで分かれば、
排泄チェックシートの替わりとなります。
このように介護現場に多く存在する各チェック
表を廃止しペーパーレス化に貢献します。

最終排便時間のチェックや水分量のチェックがたいへん・・・

タブレットに必要な情報が表示されるのでチェックが簡単

利用者様一人一人にあった決め細やかなケアを行いたい

利用者様毎に指示箋を印刷すると手間もチェック時間もたいへん・・・

タブレットに利用者様毎の計画が表示されるのでチェックが簡単

利用者様毎に計画が表示されます。計画パター
ンも食事、排泄、バイタル測定など自由に作成
でき、お好きな画面に表示させることができま
すので、記録を行う画面で確認できます。

サポートが必要な事、自分で可能なこと、好み
意向などの情報を自由にカスタマイズ表示。各
情報を時系列に見ながら記録を行えますので、
利用者様毎のライフスタイルに沿ったケアが可
能です。

計画内容はワンタッチで記録となりますので、
①計画を確認、②ケア実施、③記録という業務
の流れをタブレット１台で行えます。

他にも便利な機能がいっぱい①

設定した集計内容は、お好きな画面のお好きな
位置に表示できますので、お好みの画面で
チェック内容を見ながら記録を行えます。
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他にも便利な機能がいっぱい②

時間のかかるバイタル測定も、バイタル測定機器との連携で時間短縮

利用者様の最新情報を簡単確認

さらに体温測定については１秒で測定できる体温測定医療機器と連動します
ので、劇的に体温測定時間を削減します。

バイタル計測専用モードを使用することにより、１台のタブレットで複数のス
タッフ様がそれぞれ複数の利用者様のバイタル測定を同時行うことができます。

バイタルを測定して転記するのに時間がかかる。誤記入も心配・・・

バイタル測定機器と連携して、バイタル測定が素早く正確。

住所や生活情報、認定機関、病名、アレルギー
などの利用者の詳細情報を確認することもでき
ますので、現場に居ながら利用者様の情報を確
認することが可能です。

面会、外出、通院情報については照会だけでな
く、タブレットで登録することもできます。
※入所システムのみ

「利用者検索、利用者絞り込み」を使用すれば、
対象の利用者様の情報を簡単に見つけることが
できますので、すぐに利用者情報の登録・照会
することが可能です。

カルテを探し内容を確認するのに時間がかかる・・・

利用者様の情報や経過観察の情報をリアルタイムに確認できます。

Bluetooth対応測定医療機器と連携し、体温、血圧、脈拍、ＳＰＯ２といっ
た測定値をタブレットで読み取ります。測定時間の短縮や測定対象者の間違
い防止など、スタッフ様の負担を大きく軽減します。

体温、血圧、体重、食事水分量等のグラフ表示
ができます。

５

タブレット型介護記録入力システ
ム HIMVIT

測定結果はBuletoothで自動的にタブレットと連携しますので、タブレットと
バイタル測定医療機器が離れていても問題なく記録を行うことができます。

※対応するバイタル測定医療機器については、お問い合わせください。

測定後、測定値をタブレットで一覧確認したり、測定値の修正を簡単に行うこ
とができます。
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WINCAREとの連携

WINCAREにHIMVITの記録データが即時反映されます

WINCAREの機能をフルに活用できます

介護記録データを業務終了後WINCAREに入力すると残業になってしまう・・・

WINCAREより利用者様の情報や予定をHIMVITに取り込み、HIMVITより入
力された介護記録データは即WINCAREに反映されますので、別途ご入力して
いただく必要がありません。入力作業の軽減、転記モレの防止を実現します。

HIMVITから入力された介護記録情報が
『WINCARE』に蓄積されていきますので、
今まで使用していなかった『WINCARE』の便
利な機能を活用することができます。
例えばケアマネージャーより利用者様のバイタ
ル記録を要求された場合など『WINCARE』の
温度版を印刷して、ケアマネージャー様に渡す
といった運用が可能です。

介護記録データは別途紙やExcelなどで管理している・・・

HIMVITならタブレットより入力されたバイタル等の介護記録データが
WINCAREに蓄積されていきますので、WINCAREの便利な機能を
今まで以上に活用することができます。

入力した記録から、請求用の実績を作成するこ
とができます。※通所システム
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運用帳票を自動作成

連絡帳や介護日誌等の帳票作成も楽々 職員様の事務作業を軽減します

フレキシブルなカスタマイズ性

ショートステイ連絡帳や介護日誌などの運用帳票を毎回手書きで作成するの
は大変だ。チェックリストから転記するので転記ミスも心配・・・

HIMVITならタブレットに入力した介護記録データを使用し、日々の運用帳票
を自動で作成します。作業時間を大幅に軽減でき、転記ミスも防止できます。

HIMVIT標準帳票デザインではなく、現在お客
様が使用している帳票デザインを再現可能。

帳票のデザインを変更したい。お客様が現在使用している連絡帳のデザイン
を変えたくない。新しい帳票を追加したい・・・

HIMVITなら簡単で自由なカスタマイズで、帳票デザインを変更できます。

HIMVITに入力されたデータを簡単な手順で印
字できるようになるので、打ち出す項目を変更
したり、オリジナル帳票を作成していくことも
可能です。

HIMVITで入力した介護記録情報を使用し、
日々の運用帳票を自動で作成します。今まで手
書きで行っていた帳票作成といった事務作業を
大幅に軽減します。

例えばスタッフ数人で何時間もかかっていた連
絡帳作成作業も数分で印刷完了します。
またHIMVITに入力した内容の通りに印刷され
ますので、転記ミスも防止できます。

帳票紐付け機能により、介護記録と帳票に打ち
出す内容がリンクしますので、より自由度の高
い帳票を作成することができます。
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エクセルマージ機能により、独自に管理してい
る情報を利用しての帳票発行が可能です。
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事例：定員30名（本システム導入ユーザー）

(導入前）食事終了後、職員4名が個室に入り、2時間の作業でした。

・事務所の棚から本日の利用者のカルテをさがし、個室に集め、机の上に並べます。
・各種チェックリスト（バイタル、入浴、食事、排泄など）を職員4人転記用に３部

コピーします。
・連絡帳、日誌、ケース記録、申し送りノートへの転記作業を行います。
・事務所の棚も元の場所にカルテを戻します。

(導入後）食事終了後、職員1名が共用スペースで1時間の作業になりました。

・プリンタから30名分の連絡帳が印字され、穴をあけ、綴じて確認するだけとなりました。

近くにあるタブレットで、カルテが見れるので、事務所まで行かずに済むようになりました。

通所システムでは、当日発生するような急な欠席者の管理もできるので便利。

体調不良で、救急車を呼んだ時も、救命士の方からの質問にすべて回答できました。

ＷＩＮＣＡＲＥの実績データにも反映されるため、月末のレセプト作業が楽になりました。

チェックリスト機能で簡単に記録ができるので、バタバタしている食事介助などの現場でもリア
ルタイムに記録を入力することができ、後でメモから転記する必要がなくなり楽になりました。
また表示される利用者を自分の担当利用者だけに常時絞り込めておけるのが便利です。

服薬予定を管理できるので、実施モレを防ぐことができました。予定時間を過ぎると

「やり忘れ」メッセージで教えてくれます。

前回からの申し送りを朝のミーティングで報告できるようになりました。今までの

申し送りノート（通所）では、本日の利用者全員を確認するのは困難でした。

導入後は本日の利用者全員の前回申し送りを簡単に確認できるようになりました。

バイタルで注意が必要な方を経過観察ボタンで他のスタッフに伝えることができました。

掲示板機能で、他のスタッフへ個別メッセージも送っています。

月末のケアマネ報告書のデータをＥｘｃｅｌに抽出できるのは便利に使っています。

月末の休日出勤や残業がなくなりました。

HIMVITを導入されたスタッフ様のお声

連絡帳の作成時間が大幅に軽減されました

その他にも便利になったとのお声をいただきました

８
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■ Android(24～7インチ)タブレット・スマートフォン× 台数分

ハードウェア

ソフトウェア

■ 無線LANアクセスポイント

■ HIMVIT 連携システム ■ HIMVIT タブレットシステム× 台数分

●お問い合わせ ・ ご用命は ・ ・

特養・老健・介護療養・グループホーム・有料老人ホーム・サービス付高齢者住宅・

通所介護・通所リハビリ

株式会社ヒミカ
医療福祉部

〒441-8019 愛知県豊橋市花田町字荒木95番地

TEL（0532）31-0017

URL http://products.himika.co.jp

■ HIMVIT システム (特養・老健・介護療養・グループホーム・有料老人ホーム・サービス付高齢者住宅・通所介護・通所リハビリ）

※動作保証タブレットにつきましてはお問い合わせください。
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記録対象項目

※シーツ交換、爪切りなどオリジナルのケア内容を追加することが可能です。

バイタル、服薬、入浴、食事、訓練、レク、排泄、ケース記録、申し送り、面会、通院、

欠食、欠席など

対象パッケージ

HIMVITシステム構成図

HIMVIT必須構成

タブレット型介護記録入力システ
ム HIMVIT

株式会社ケイエムシー
〒321-0968
栃木県宇都宮市中今泉5-24-7
TEL:028-613-5111　FAX:028-683-1888
URL　http://www.k-m-c.co.jp/


