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１．はじめに～ひいらぎのコンセプト

• 本アプリケーション「ひいらぎDS（ひいらぎ通所介護システム）」は、通所介護事業所のケア実績記録の活用を目指して開
発されました。

• 少なからぬ通所介護事業所において、利用者のご家族に対して連絡帳（事業所において呼び方は様々ですが）を使用し
て、情報共有を図っており、連絡帳の便利さ・有用性は、極めて高いといえます。

• しかし、一方で、例えばノート形式の連絡帳を使用した場合、物理的には一つしかないノートが、利用者宅（あるいは家族
宅）と事業所を行き来することになり、そこに書かれている情報の所在は一定していません。

• 事業所では、その利用者が来所していないときでも、たとえばカンファレンスであれ、個別援助計画の作成であれ、その
利用者の記録を必要とします。そのため、次の来所まで、記録が事業所の手元にないということは、許されませんので、
結果、連絡帳と同様の記録プラス内部の記録として、たとえば業務日誌や事業日誌と呼ばれるもの、あるいは利用者別
ケース記録というものを、作成することになります。

• つまり、記録の二度手間が発生していることになります。

• あるいは、その二度手間に加え、居宅介護支援事業所へ利用者のご様子を報告する場合や、サービス担当者会議の出
席、照会への回答のため、各記録から転記をしたり、まとめを行ったりする手間をかけているのが現状でした。

• さらに、事業所内部での実績管理のため、各種集計・統計資料を作成する必要もあります。

次頁へ続く
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１．はじめに～ひいらぎのコンセプト（続き）

• 本アプリケーションは、記録をデータベースに一元化することにより、下記５項目などの資料作成を容易にすることにより、
処遇の質の向上を図ることを目的として開発されました。

1. 連絡帳（ご利用状況のご報告）

2. 業務日誌

3. 家族への月次報告（ご本人のご様子、ご利用状況のご報告）

4. 居宅介護支援事業所への報告

5. 内部用実績資料等
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2.ひいらぎの想定している運用手順
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２．ひいらぎの想定している運用手順

1. 事業所登録（ひいらぎシステムでの作業）
ひいらぎシステムを起動し、事業所（通所介護、通所リハ）を登録します。

2. 職員登録（ひいらぎシステム「法人管理者」でログインします）
ひいらぎシステムで、職員の《所属事業所》欄に「通所介護事業所」 または「通所リハ事業所」を追加登録します。

3. 本アプリケーション（ひいらぎDS／ひいらぎDC）の初回起動直後の設定
以下が基本的な設定になります。

A) 環境設定（請求情報設定）
「定員」 「休業日」 「事業所の規模」 「事業所評価加算」 「サービス提供加算」 「中山間地域加算」 「介護職員処遇改善加算」の設定を行います。

B) 利用者登録
利用者を登録し、利用サービスマスターの登録を行います。

C) 原案登録
各利用者の利用曜日や加算、ケア予定など登録を行います。

4. 月間予定展開と予定の修正

A) 原案から月間予定を展開します。

B) 月間予定を修正 (追加の利用やあらかじめ来ない日を登録)します。この処理は、通常月末に行います。

5. 日常の処理

A) （前日作業）翌日の予定作成（※）月間予定から日別実績を展開する翌日の予定をチェックして、変更などを反映しておく翌日の日別実績表（実績なし）を印刷しておく。

B) 当日、送迎（迎え）前に、前日の業務日誌で、申し送りなどをチェックしておく。

C) サービス提供中は、前日に印刷しておいた日別実績表（実績なし）に、バイタル測定の記録や、ご利用状況などを記入する。

D) 連絡帳（ご利用状況のご報告）が必要な利用者は、お送りする前までに入力を済ませ、連絡帳を作成し、利用者別ファイルに綴じ込む。

E) 利用者別ファイル（連絡帳）を持ちお送りする。

F) 連絡帳が不要な利用者について、サービス終了後実績を入力する。

G) その後、当日の実績を整理し、業務日誌を作成する

H) 翌日の予定作成（※以下、A)以降繰り返し）

以下に、システムが基本的に想定している運用手順の例を示します。もちろん、事業所により業務手順は様々ですので、例に従う必要はありません。
例を参考にして、各事業所に最適な運用を考案されることをお勧めいたします。
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3.ひいらぎ初期設定手順例

株式会社エオス 8



原案登録 各利用者の利用曜日や加算、ケア予定などの登録（月間）

３．ひいらぎ初期設定手順例

1. 利用者マスター登録
2. 利用者サービスマスター（利用者別）登録
3. 入退所（院・居）情報入力

日別実績の確認

事業所マスターの登録

日常の運用 ここから開始 各種メニュー画面での入力利用開始！

職員マスター登録（法人管理者IDのみ）

環境設定（請求情報設定）

1. 利用者マスタ： 各利用者毎の情報を登録します。
2. 利用者サービスマスタ（利用者別）： 各利用者が利用するサービス種類を選択。各事業所のサービスと利用者の紐づけ。
3. 入退所情報： 対象サービスを利用する利用者との契約に基づき、入所（院・居）を確定させたのち、設定。

通所介護、通所リハのサービス事業所を登録。

職員の『所属事業所』欄に『通所介護事業所』または『通所リハ事業所』を追加登録。

日別実績のダウンロード（印刷等）、ご利用状況の印刷、業務日誌の作表、前回来所一覧、他

定員/休業日/事業所の規模/事業所評価加算/サービス提供加算/中山間地域加算/介護職員処遇改善加算などを設定

月間予定作成 原案からの月間予定を展開、月末時点での予定の修正
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日別実績作成 月間予定からの日別実績を展開、利用者毎の日別実績の登録（一括入力、IAC転記等）

データダウンロード、帳票出力、他 各種データダウンロード（印刷等）、ご利用者（ご家族等）への提出準備等、各種変更内容の修正

日常の運用へ戻る



4.ひいらぎDS
画面操作説明
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【１】ひいらぎアプリケーションの起動

ログオン画面内に、ユーザ名とパスワードを入力し、ログオンボタンを押してください。

https://eos-wi.caresupport.ne.jp/
デスクトップ上に作成したショートカットアイコンをダブルクリックします。

複数のひいらぎアイコンが表示されます。
ひいらぎ通所介護支援システムを利用する場合には、『ひいらぎDS』アイコンをクリックし
ます。
ひいらぎ通所リハシステムを利用する場合には、『ひいらぎDC』アイコンをクリックします｡

次頁へ続く
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以下のログイン画面で、「法人番号」
「（※１《所属事業所》に通所介護事業所が登録されている職員の）職員番号」
「パスワード」を入力し、ログインボタンをクリックする。

☬システムログイン画面表示

【１】ひいらぎアプリケーションの起動（続き）

☬メインメニュー表示

起動後、下記の様にひいらぎDSの初期メニューが表示されます。
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※１法人管理者でログイン⇒ひいらぎ⇒マスター⇒
職員マスター一覧 下記職員番号を確認してください



• はじめに、環境設定を行います。
• メインメニューの[マスター]ボタンをクリックします。
• [事業所マスター]ボタンをクリックします。

【2】環境設定（事業所マスター：請求情報設定）

次頁へ続く
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• 下図の事業所マスター一覧画面が表示されます。
• 一覧から事業所を選択し、《詳細情報》右下の［請求情報設定］

ボタンをクリックします。

【2】環境設定（事業所マスター：請求情報設定）（続き）

• 下図の請求情報設定画面が表示されます。
• 休日の設定、定員の入力、および「事業所の規模」「事業所評価加算」

「サービス提供加算」「中山間地域加算」「介護職員処遇改善加算」の各
項目にもチェックを入れます。

• 入力後、[閉じる]ボタンをクリックします。
• 事業所マスター一覧画面の[閉じる]ボタンをクリックします。
• 環境設定は、導入直後に一度行えば、内容の変更がない限り、設定す

る必要はありません。
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(1)利用者の登録
ひいらぎ通所介護に利用者を登録します。
メインメニューの[利用者管理]ボタンをクリックします。
[利用者マスター]ボタンをクリックします。

【3】利用者登録 下図のとおり利用者マスタ編集画面が表示されます。

次頁へ続く

株式会社エオス 15



利用者を追加する場合は、利用者一覧メニュー上段の[追]ボタンをクリックします。

【3】利用者登録(続き)

利用者マスタ登録画面が表示されます。白抜きの部分が入力
可能です。
利用者番号は自動採番されますが、任意の数字を入力するこ
とも可能です。
ただし、既に使用されている番号の場合は、エラーとなります。
基本情報を入力し、閉じるボタンをクリックします。

『利用者マスターで非表示にする』のボックス
に✔マークを入れると一覧表示されません。

次頁へ続く
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(2)要介護度の登録
[要介護度]タブをクリックし、［追］ボタンをクリックすると、[要介護度画面]が表示さ
れます。

【3】利用者登録(続き)
利用者の要介護度情報を入力したら
［閉じる］ボタンをクリックします。

次頁へ続く

利用者の要介護度情報を入力したら［閉じる］ボタンをクリックします。
登録した内容は、[要介護度]の履歴表示欄に表示されます。
※要介護度は、履歴情報です。変更があった場合は、新規追加で、履歴
を新たに作成していきます。
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(3)認知症度の登録
認知症度の入力が必要な場合は、認知症度タブをクリックし、［追］ボタンを
クリックすると、認知症度度画面が表示されます。

【3】利用者登録(続き) 利用者の認知症度情報を入力したら［閉じる］ボタンをクリックします。

次頁へ続く

※認知症度は、履歴情報です。変更があった場合は、新規追加で、
履歴を新たに作成していきます。
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(4)利用者情報の変更・削除
利用者マスター情報を変更・削除する場合は、利用者
一覧表示から該当利用者をクリックし、

変更する場合は、[修]ボタンをクリックします。
削除する場合は、[×]ボタンをクリックします。

【3】利用者登録(続き)

※注意事項
実績が入力されている場合、利用者の削除はできません。

次頁へ続く
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(4)利用者サービスマスター（利用者別）の設定
通所介護を利用する利用者であることを登録します。
メインメニューの[利用者管理]ボタンをクリックします。
[利用者サービスマスター（利用者別）]ボタンをクリックします。

【3】利用者登録(続き)

該当事業所の対象の列にあるチェック
ボックスに☑を入力します。

次頁へ続く

利用者サービスマスター（利用者別）にて、双眼鏡マークのボタンを押下し、利用者
の一覧表を表示させ、その一覧より該当利用者を選択します。
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【3】利用者登録(続き)

該当事業所の[対象]チェックボックスの入力後、保存してください。
※一度、事業所の[対象]をチェックすると☑をはずすことはできません

（[対象]から外す場合は、右側の[利用中止]欄にチェック☑を入力してください）
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【4】原案作成

各利用者の原案（基本スケジュールや行うべきケア）を作成します。
メインメニューの[通所介護]タブをクリックし、
[原案ボタン]をクリックします。

原案画面が表示されます。

次頁へ続く株式会社エオス 22

(1)原案画面の表示

すでに追加されている利用者はこのように表示されています。



利用者を追加します。
ツールバー上の [利用者追加]ボタンをクリック、
または、メニューバー上の[編集] → [利用者追加]を選択します。

【4】原案作成

次頁へ続く
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(2)利用者の追加



利用者一覧表示に反映します。

【4】原案作成(続き)

利用者追加画面が表示されます。

次頁へ続く

原案作成へ追加する利用者に☑を
付け[OK]ボタンをクリックします。
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【4】原案作成(続き)

いままでの手順で、原案を作成する利用者が追加されました。
それぞれの利用者に基本情報と加算・費用およびケアの予定（①②）を入力します。

次頁へ続く

利用者名をダブルクリックすると、
右記の原案画面が表示されます。

この画面に直接入力できます。

画面右上の矢印ボタンで
利用者を切り替えて表示
します。
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(3)原案の入力



【4】原案作成(続き)

※原案の一括入力
ツールバー上の一括入力ボタンをクリック、または、メニュー

バー上の「編集」→「一括入力」を選択します（拡大図）。

次頁へ続く

※一括入力画面が開きます
一括入力を行う対象利用者に☑し、「基本情報」「加算・費用」「ケアの予定①②」のそれぞれの値を設定
し、ＯＫボタンをクリックし原案に反映させます。《値》欄の「クリア」チェックボックスは、原案に既に登録
済みの値は削除します。来所・退所時間や加算、入浴形態など一括入力すると便利です。
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【4】原案作成(続き)

※例：原案／基本情報の一括入力
《対象利用者》[全て選択]をチェック☑して[OK]ボタンを押下

次頁へ続く

基本情報入力

それぞれの一括入力画面は、上部のタブで、切り替えます。

加算・費用入力
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【4】原案作成(続き)

次頁へ続く

ケアの予定①

ケアの予定②
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【4】原案作成(続き)

※原案画面から利用者の原案を削除したい場合
利用者名をクリックし、ツールバー上の[一行削除]ボタンをクリック、
または、メニューバー上の「編集」→「一行削除」を選択します。

次頁へ続く株式会社エオス 29

(4)原案からの利用者削除



【4】原案作成(続き) ※基本情報の項目解説

次頁へ続く
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【4】原案作成(続き)

※原案の月間予定への展開
原案を月間予定に展開します。
ツールバー上の[展開]ボタンをクリック、
または、メニューバー上の
「ツール」→「展開」を選択します。

原案作成の操作説明は以上となります。

※月別展開を行う利用者名のチェック欄をチェック☑し、
展開の対象月を選択、休日設定し、[展開]ボタンをクリックします。
※注意！この展開画面に表示される利用者は、

原案画面の利用者一覧に表示されている利用者です。

チェック
されている
利用者を
展開します。

展開が正常に終了すると、
右記のポップアップ画面が
表示されますので、
[ＯＫ]ボタンを
クリックしてください。
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(5)原案からの月間予定展開



【5】月間予定

※原案から展開した該当月の月間予定を修正します。
メインメニューの月間予定ボタンをクリックします。
メインメニューのカレンダーの月が選択されている月です。

選択している月を変更する場合は、カレンダー上部の年月表
示欄の左右の ≪ ≫ をクリックしてください。

次頁へ続く

(1)月間予定の変更
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【5】月間予定（続き）

※原案から展開した該当月の月間予定を修正します。
メインメニューの[月間予定]ボタンをクリックします。
メインメニューのカレンダーの月が選択されている月です。

選択している月を変更する場合は、
カレンダー上部の年月表示欄の左右
の ≪ ≫ をクリックしてください。

※操作上の注意
原案作成後、[展開]を行っていない場合、
下記のメッセージが表示されます。この場合、原案からの展開
を実施後、再度月刊予定の操作を行ってください。

下記ボタンで[はい]を押した場合、[原案]の展開メニューに
移動します。

次頁へ続く
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【5】月間予定（続き）
月間予定ボタンをクリックすると月間予定画面が表示されます。原案から展開された
基本スケジュールに従って○がついています。

予定の変更（○の追加・削除 等）を行う場合は、該当のセルをダブルクリックします。
すると、以下の利用者個別の月間予定画面が開きます。
スケジュールのチェックを変更してください。
基本情報、ケア情報も修正できます。入力方法は原案と同様です。

矢印ボタンで前後の利用
者に切り替えできます。

次頁へ続く
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【5】月間予定（続き）

ツールバー上の一括入力ボタンをクリック、または、メニューバー上の
「編集」→「一括入力」を選択します（拡大図）。

※一括入力画面が開きます
一括入力を行う対象利用者に☑し、「スケジュール」「基本情報」「加算・費用」「ケアの予定①②」
のそれぞれの値を設定し、ＯＫボタンをクリックし月間予定に反映させます。

次頁へ続く

※ 《値》欄の「クリア」チェックボックスは、
月間予定に既に登録済みの値を削除します。

(2)月間予定の一括入力
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【5】月間予定（続き）

日別展開するため、日付の指定をします。
月間予定画面から日別実績データに展開をします
展開する日付の日付見出しセル（数字が書かれているセル）をクリックし、選択します（選択された列が反転） 。
（日付選択の例：2月12日を選択）
選択した日付見出しセルの上で右クリックをすると、コメントが表示されます。

次頁へ続く

日付選択時、展開ボタンが押せるようになります。

(3)日別実績データ展開～日別の実績データを入力する準備を行います。
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《操作方法》
①日付にカーソルをあてて、右クリックする。
②「日別実績に展開」をクリックする。



【5】月間予定（続き）

ツールバー上の展開ボタンをクリック、または、メニュー
バー上の「ツール」→「展開」を選択します。

次頁へ続く

利用者欄横のチェックボックスにチェック☑を付け、展開ボタンをクリックする
と日別実績データの予定を展開します。
この展開画面では、該当日付の月間予定画面に○が設定されている利用

者（展開画面上で予定欄が「あり」の利用者）のみ日別実績に展開されます。

※注意！既に実績データが入力されていても、展開を行った場合は、
上書きされて、入力した実績はクリアされます。
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この操作で、日別実績入力
（例では「２月12日」）の
準備が整いました。



【5】月間予定（続き）

①この画面を閉じる
②印刷（月間予定表が印刷できます）
③月間予定画面に表示されている利用者（の月間予定）を削除します
④休日・加算・定員設定

• 環境設定で、休日（非営業日）と加算項目および
定員を設定しますが、年度の途中で変更になる
場合が考えられます。その場合この画面で修正
を行ってください。

• 月間実績の稼働率を算出するため、休日と定員
については、各月ごとに、値を保存しています。こ
の画面では、原案画面からの月間予定展開時に、
環境設定で設定された値を使用します。

• 年度の途中で、既に展開してしまった月の休日
や定員を変更する場合は、ここの設定画面で変
更してください。

• 請求情報設定（事業所マスター）でも変更可能で
す。

• また、祭日や毎週月曜に休日を設定する場合は、
カレンダーの該当日付をクリックしてください。

(4)その他の機能
月間予定のその他の各種機能を説明します。各種機能ボタンの説明

① ② ③ ④

注意！休日・加算・定員設定メニューについて～初期設定後、休日・加算および定員の変更が発生した場合ここで設定しなおします。
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【6】日別実績

(1)日別実績の入力

次頁へ続く

月間予定から日別実績データが展開
されてない場合は、このメッセージが表
示されます。
日別実績データが展開されている場合
は、次の画面が表示されます。

月間予定から展開した日別実績を入力します。
メインメニューの日別実績ボタンをクリックします。
メインメニューのカレンダーで選択されている日の
実績が開きます。

月間予定から展開した日別予定・実績画面
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【6】日別実績

次頁へ続く

(2)日別実績(実績入力前)の印刷

ツールバーの日別実績印刷ボタン、またはメニューの「ファイル」→「日別実績印刷」で、日別実績表の印刷ができます。

前日あるいは始業前に予定のみ記載されている日別実績表を印刷しておいて、業務中に実績を記載すると、入力原票となります。
印刷時、印刷ダイアログのダウンロードで表示を選択して、用紙サイズや、拡大率を変更して、手書きにて記載しやすくしたものを出
力することもできます。
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【6】日別実績

(3)日別実績の実績入力

次頁へ続く

一覧表示された日別実績画面の利用者名をダブルクリックすると、個別の日別実績画面が開きます。

• このモードでは、予定の欄の変更は
できません。

• 予定欄を変更する場合は、予定入力
ボタンをクリックして、予定変更モー
ドにしてください。

• 基本情報とケア情報（ケア情報・IAC
情報タブの《ケア情報》項目）につい
ては、原案と同様の項目です。

矢印ボタンで前後の利用
者に切り替えできます。

1. 【月間予定で初期化】
予定に月間予定に入力されている予定がコピーされ、実績がクリアされます。

2. 【基本情報の予定→実績】
基本情報、費用・加算の予定を実績にコピーします。

3. 【ケア情報の予定→実績】
ケア情報の予定を実績にコピーします。
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画面右上の実績入力ボタンが
青く表示されているときに、
実績入力ができます。



【6】日別実績

(補足)日別実績の削除

次頁へ続く

いったん登録した日別の実績を削除する場合は、月間予定より日別予定・実績への展開を行う
画面において、「日別実績削除」ボタンを押下してください（下記画面参照） 。
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【6】日別実績 (補足I)基本情報／費用／加算の項目解説

次頁へ続く

考え方は原案と同様

(補足II)バイタル項目解説
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【6】日別実績 (補足III)利用状況情報入力例

次頁へ続く

(補足IV)ご利用状況項目解説
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【6】日別実績 (補足V)ケア情報・IAC情報入力画面

次頁へ続く

(補足VI)IAC情報項目解説

• Incident・Accident・Claimの頭文字をとったもので、インシデント・アクシデント・クレーム
すなわち、ヒヤリ・ハット、事故、苦情の情報です。

• ここでは、IACに加えて、症状や訴えを入力できるようになっています。
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【6】日別実績 (補足VII)ケア情報・IAC情報入力画面

次頁へ続く
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【6】日別実績

(4)ご利用状況のご報告(＝連絡帳）の印刷

次頁へ続く

ツールバーのご利用状況印刷ボタンをクリックするか、
または、メニューバーの「ファイル」→「ご利用状況印刷」
から、「ご利用状況のご報告」が印刷できます。

ご利用状況のご報告は、利用者ごと来所ごとの[A4用紙]1枚のシートです。

• 利用者ごとにファイルを作り、来所の度にこのシートをファイルして、送迎の際に、利用者のご家庭と通所事業所で
やり取りをするという想定をしています。

• したがって、連絡帳が必要な利用者の情報入力は、お送りする前に済ませておく必要があります。
• 独居等で連絡帳が必要がない場合、症状・IAC情報を記載したくない場合、問題行動を記載したくない場合は、設

定で記載しないようにすることが可能です。
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【6】日別実績

(5)業務日誌

次頁へ続く

ツールバーの「ツール」→「業務日誌」
あるいはツールバーの「業務日誌ボタン」クリックで、
業務日誌画面が表示されます。

この画面は、入力した実績を集計したものが表示されます。
集計画面に入力項目はありません。
業務日誌画面は、タブで選択可能な画面が集計画面を含めて４つあります。
①集計画面 ②送迎車（迎え） ③送迎車（送り） ④申し送り事項 の４つです。

① ② ③ ④
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【6】日別実績

(5)業務日誌

次頁へ続く

送迎車（迎え）の画面です。実績で入力した送迎の実績に基づいて、送迎車の車番号ごとに利用者を表示します。
送迎車番号を選択し、[修]ボタンをクリックすると、送迎担当職員画面がポップアップします。
職員欄には、担当した介護職等の氏名を職員検索画面から選択し、入力してください。
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【6】日別実績

(5)業務日誌

次頁へ続く

申し送り事項の画面です。
上段の【日別実績からの取り込み】欄には、実績で入力した申し送り事項が表示されます。
中段の【業務日誌で追加】申し送り欄は、中段の[追]ボタンをクリックして追加の申し送りを入力すると、追加した申し送り事項が表示されます。
下段の【業務日誌で追加】担当表欄は、下段の[追]ボタンをクリックして担当表に入力すると、担当表内容が表示されます。
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【6】日別実績

(5)業務日誌

次頁へ続く

（中段の[追]ボタンクリックで表示される画面）
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（下段の[追]ボタンクリックで表示される画面）

＊業務区分は事前に「マスター」で登録してください。

（申し送りを追加した例）



【6】日別実績

(6)業務日誌帳票、日別実績一括入力画面

次頁へ続く

（業務日誌帳票レイアウト）
月間予定と同様に選択利用者の実績を一括入力することができます。
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（日別実績一括入力画面）



【6】日別実績

(7)IAC転記
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■転記される項目
【ＩＡＣ画面】←【日別実績画面】
作成者←ログイン職員名
事業所←デイサービス事業所
作成日←日別実績日
ＷＨＡＴ：分類１←’インシデント’
ＷＨＡＴ：分類２←ＩＡＣ情報・☑のついたヒアリアット項目

ＷＨＡＴ：自由記述←申し送り・特記事項
ＷＨＯＭ：利用者←デイサービス利用者
ＷＨＯ：職員←ログイン操作者
ＷＨＥＮ：発見日←日別実績日
ＷＨＥＮ：発生日←日別実績日

ＩＡＣ (※) への転記
ツールバーの「ＩＡＣ転記」ボタンをクリックすることで、記録内容がＩＡＣ（ヒアリハット）に転記されます。

(※)IACとは：インシデント・アクシデント・クレームの略称



【7】帳票出力

(1)メニュー選択
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各種帳票を出力します
メインメニューの帳票ボタンをクリックします。
帳票選択メニューが表示されます。

(2)ご本人のご様子

印刷月を指定し、検索ボタンをクリックすると該当利用者の一覧が表示されます。出力欄に☑を付けた利用者
を対象ご本人のご様子を印刷します。



【7】帳票出力

(3)ご本人の様子例
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利用者の一か月分のバイタル、おもなケア、症状、IAC、問題行動の一覧表です。利用者一人につき2ページとなります。バイタルの再測定欄は最終の測定結果を表示します。



【7】帳票出力

(4)ご利用状況のご報告（月間）印刷
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月を指定し、検索ボタンをクリックすると該当利用者の一覧が表示されます。
出力欄に☑を付けた利用者を対象に、ご利用のご報告（月間）を印刷します。

実績で入力されたご利用状況と表情を一か月分表示する帳票です。来所日数に応じてページ
数は変化します。「ご本人のご様子」と「ご利用状況のご報告」の二つの帳票は、ご家族への報
告、あるいは支援事業所への報告用に使用することを想定しています。



【7】帳票出力

(5)ご利用状況のご報告（期間）印刷
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月を指定し、検索ボタンをクリックすると該当利用者の一覧が表示されます。
出力欄に☑を付けた利用者を対象に、ご利用のご報告（期間）を印刷します。

実績で入力されたご利用状況と表情を指定期間で表示する帳票です。来所日数に応じてペー
ジ数は変化します。



【7】帳票出力

(5)ご利用状況のご報告（期間）印刷
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月を指定し、検索ボタンをクリックすると該当利用者の一覧が表示されます。
出力欄に☑を付けた利用者を対象に、ご利用のご報告（期間）を印刷します。

実績で入力されたご利用状況と表情を指定期間で表示する帳票です。来所日数に応じてペー
ジ数は変化します。



【7】帳票出力

(6)実績集計表（週間）印刷・実績集計表（月間）印刷
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週間の場合は。印刷指示画面から該当週を選択し、
印刷ボタンをクリックしてください。

どちらも、事業所内部資料として、週間の稼働率などの統計表と、利用者ごとの実績の一覧表です。
※注意事項！ 情報量が多いため、A4サイズでは見にくいと思われる場合は、用紙サイズをA3サイズに指定して印刷をしてください。

月間の場合は、印刷指示画面で対象年月を指定し、
印刷ボタンをクリックしてください。



【7】帳票出力

(6)実績集計表（週間）印刷・実績集計表（月間）印刷
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プレビュー印刷例：実績集計表（週間） プレビュー印刷例：実績集計表（月間）



【7】帳票出力

(7)介護職員配置チェック表
月及び年を指定し、検索ボタンをクリックする職員配置について計算結果が表示されます。印刷ボタンをクリックし印刷してください。
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プレビュー印刷例印刷指示画面



【7】帳票出力

(8)年間実績表（年次推移）印刷
年を指定し、印刷ボタンをクリックし、印刷してください。
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プレビュー印刷例

印刷指示画面



【7】帳票出力（続き）
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プレビュー印刷例続き



【8】マスター登録

次頁へ続く
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メニュー初期表示

各種機能で利用するマスター情報を登録します。
業務日誌（業務区分マスター）以外は、ひいらぎシステム共通の機能のため、ひいらぎマスター機能のマニュアルをご参照ください。
＊帳票「ご本人のご様子」を利用の場合 ：「使用する表情マスター」の登録要
＊帳票「業務日誌」を利用の場合 ：「業務日誌（業務区分マスター）」の登録要
＊機能「ＩＡＣ管理」を利用の場合 ：「ＩＡＣ(発生場所マスター）」「ＩＡＣ(承認印マスター）」の登録要

マスターメニュー表示

「業務日誌
（業務区分マスター）」の登録



【8】マスター登録 続き
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マスターメニュー表示

「業務日誌（業務区分マスター）」の登録（例：“グループ会議” を追加する場合）
①業務日誌（業務区分マスター）画面から「追」ボタンをクリックする。
②業務区分番号と③業務区分を入力し、④保存してください。⑤追加した業務区分を確認下さい。

新しい業務区分
「グループ会議」が追加
されました。

１

３

４

２

５



5.ひいらぎDC
画面操作説明
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【1】ひいらぎ(DC)アプリケーションの起動

ログオン画面内に、ユーザ名とパスワードを入力し、ログオンボタンを押してください。

https://eos-wi.caresupport.ne.jp/
デスクトップ上に作成したショートカットアイコンをダブルクリックします。

複数のひいらぎアイコンが表示されます。
ひいらぎ通所介護支援システムを利用する場合には、『ひいらぎDC』アイコンをクリックします。

次頁へ続く

67株式会社エオス

https://eos-wi.caresupport.ne.jp/


以下のログイン画面で、「法人番号」「（《所属事業所》に通所リハ事業
所が登録されている職員の）職員番号」「パスワード」を入力し、ログイン
ボタンをクリックする。

☬システムログイン画面表示

【１】ひいらぎ(DC)アプリケーションの起動（続き）
☬メインメニュー表示

起動後、下記の様にひいらぎDSの初期メニューが表示されます。
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はじめに、環境設定を行います。
メインメニューのマスターボタンをクリックします。
事業所マスターボタンをクリックします。

【2】ひいらぎ(DC)環境設定（事業所マスター：請求情報設定）

次頁へ続く
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• 下図の事業所マスター一覧画面が表示されます。
• 一覧から事業所を選択し、《詳細情報》右下の［請求情報設定］

ボタンをクリックします。

【2】ひいらぎ(DC)環境設定（事業所マスター：請求情報設定）（続き）

• 下図の請求情報設定画面が表示されます。
• 休日の設定、定員の入力、および「事業所の規模」「事業所評価加算」

「サービス提供加算」「中山間地域加算」「介護職員処遇改善加算」の各
項目にもチェックを入れます。

• 入力後、閉じるボタンをクリックします。
• 事業所マスター一覧画面の閉じるボタンをクリックします。
• 環境設定は、導入直後に一度行えば、内容の変更がない限り、設定す

る必要はありません。

株式会社エオス 70


