
MS介護支援システム パッケージ群 ～ ご利用者様の笑顔とご家族様の安心 ～MS介護支援システム パッケージ群 ～ ご利用者様の笑顔とご家族様の安心 ～

労働者名簿

介護支援基本

勤怠管理

介護請求※1

特定個人情報管理

介護記録※2

居宅介護支援 (予防)居宅介護支援(委託)

地域包括支援センター

利用料引落

食事予約

現金管理

明細配信給与計算

支払管理

携帯端末

基本機能 オプション

※1：介護請求対応サービス
特別養護老人ホーム
短期入所生活介護
グループホーム
通所介護
特定入居者生活介護
※各サービスにおける保険外サービス請求

※2：介護記録
施設系介護記録
通所系介護記録

※LIFE（科学的介護情報システム）への対応

　施設系：対応済

　通所系：対応中（2022年7月完成予定）
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パッケージ群は全て「IT導入補助金2022」に採択されています。



MS介護支援システム（施設）　機能ブロックフロー

入居まで 入居中

介護記録（日々）

ケアプランから自動生成される作業指示を原則チェック
式にて報告
⇒予実管理、作業の見える化（作業漏れがない）
⇒各種報告書の自動生成

・作業報告

・実施記録（チェック式）

・入力シーンに合わせた合理的な入力
・紙（バーコード付）

・一覧形式での入力（タッチパネル対応）
・携帯端末での入力

⇒入居者及び職員に対する作業予定・実績

・各種記録
・業務日誌
・ケース記録 ⇒ 24時間シート形式出力可能

・温度版
・排泄版

・各種チェック表

・利用者基本情報管理
・基本情報(氏名、性別等）

・介護保険情報
・要介護度等の介護保険基本情報
・利用形態（介護保険、保険外）

お申し込み

・待機者管理

・優先順位（点数化）
・標準項目（公的機関指定）
・施設項目（施設規準）

退去＝空床

ご入居

・空床管理
・稼働率
・空床の見える化（色）

計画

・ケアプラン

・アセスメント（ADL）

・サービス計画書（1）（2）
・週間サービス計画書
・実施計画書
・事業所独自様式による計画書
（Excel連携機能）

医療からの指示・指摘事項
・リスクに対する説明を含めて

契約

・重要事項の説明
・契約管理

・請求要件

・介護保険請求要件
（機能訓練加算など）

・保険外請求要件
（入院時居室代負担分等）

・計画の説明

ケアプランなど

・モニタリング

・担当者会議
・事業所独自様式による評価表
（Excel機能連携）

評価

PDCAを実現する仕組み

改善

請求

・請求管理
・介護保険請求
・保険外請求（有料サービス）

・国保連請求
・請求

・請求結果自動管理（請求漏れを防ぐ）
・国保連標準帳票
・各種管理票

・国保連請求データ作成
※国保連伝送システムとの連動 ｵﾌﾟｼｮﾝ

・本人請求

・請求書（領収書）（電子印鑑対応）

・各種管理票

・未収金管理

※利用料引落システム連動 ｵﾌﾟｼｮﾝ

請求要件（契約・実施記録）
⇒自動計算

※計画・記録・評価・請求 科学的介護情報システム（LIFE）連携
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【構成例】

〇特別養護老人ホームにおいて、

介護請求・記録を中心としたパッケージ構成

（導入パッケージ群）

・労働者名簿

・介護請求

・利用料引落（オプション）

・介護記録

（機器構成）

・サーバー：1台

・クライアント：任意

（効果）

★労働者名簿

・法的管理項目を満たした管理と各種集計

★介護請求

・予実管理による自動請求（記録との自動連携）

・請求結果の自動管理（請求漏れ防止

★利用料引落との連携

・引落データ自動作成（個人請求自動合算：手数料削減）

・引落結果の自動管理

★介護記録

・介護計画との連携による予実管理⇒入力の簡略化等

・記録から各種管理表の自動作成



項番 最小ライセンス数 最小価格/台 最小時価格 最大ライセンス数 追加ライセンス価格/台 最大時価格

1 基本パッケージ 労働者名簿 2 300,000 600,000 50 75,000 3,750,000
2 ※特定個人情報管理 1 75,000 75,000 50 37,500 1,875,000
3 介護パッケージ 介護支援基本情報 2 300,000 600,000 50 75,000 3,750,000
4 介護請求 2 300,000 600,000 50 75,000 3,750,000
5 介護記録 3 300,000 900,000 50 75,000 3,750,000
6 ※介護記録(携帯端末) 2 120,000 240,000 50 30,000 1,500,000
7 居宅介護支援 2 300,000 600,000 50 75,000 3,750,000
8 ※(予防)居宅介護支援(委託) 2 150,000 300,000 50 37,500 1,875,000
9 地域包括支援センター 2 300,000 600,000 50 75,000 3,750,000

10 ※利用料引落 1 75,000 75,000 50 37,500 1,875,000
11 ※食事予約 2 75,000 150,000 50 37,500 1,875,000
12 ※現金管理 2 75,000 150,000 50 37,500 1,875,000
13 勤怠給与パッケージ 勤怠管理 2 300,000 600,000 50 75,000 3,750,000
14 給与計算 1 500,000 500,000 ４ 500,000 2,000,000
15 ※明細配信 2 150,000 300,000 50 37,500 1,875,000
16 その他 入退室管理 2 150,000 300,000 50 37,500 7,500,000
17 ※追加ドア制御 1 15,000 15,000 50 15,000 750,000
18 支払管理 2 30,000 60,000 50 15,000 750,000

稼働環境
　　　サーバー クライアント
　　　　　OS 　　ＯＳ
　　　　　　　　Linｕx 　　　　　ＣＰＵ:Ｃｏre 13 以上
　　　　　　　　　　ＣＰＵ:lntｅｌ Ｘｅｏｎ （Sandｙ Ｂridge世代以降）　　　　　メモリ：４ＧＢ以上
　　　　　　　　　　メモリ：４ＧＢ以上 　　　　　Ｗｉｎｄｏｗｓ7/10日本語版32、64bit(Ｐrｏ推奨、Ｈｏｍｅ)
　　　　　　　　　　Ｒｅｄ　Ｈａt　7.５ 　　　　　.NET Frａｍｅｗｏrk4.7以上
　　　　　　　　　　ＣｅｎtOS 7.５
　　　　　　　　　　Ａｐａｃｈｅ:2.4
　　　　　　　　Windoｗｓ
　　　　　　　　　　ＣＰＵ:lntｅｌ Ｘｅｏｎ （Ｂrｏａｄｗell世代以降）
　　　　　　　　　　メモリ：１６ＧＢ以上
　　　　　　　　　　Ｗｉｎｄｏｗｓ Serｖｅr 2016 以降
　　　　　ＤＢ ※推奨環境となります。
　　　　　　　　ＰｏｓtgreSQL 9.5 台数等状況により構成変更は可能ですので､ご相談下さい。

　　　

システム動作環境及び価格表

システム
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MMMMMMMMSSSSSSSS伝伝伝伝伝伝伝伝送送送送送送送送請請請請請請請請求求求求求求求求ササササササササーーーーーーーービビビビビビビビススススススススMS伝送請求サービス

etc・・・

○日々の機材管理

・端末の故障

・電子証明書の破損、紛失

・原因不明で国保連へ請求出来ない

○法改正時や更新手続きの対応

・ソフトウェアの再購入

・電子証明書の有効期限切れ

・各種手続き etc・・・

○直接請求より約¥33,000コストダウンの実現！
※3年間のコスト比較参照
○法改正時の対応、手続き、再購入不要！

○電子証明書、機材等の管理（再購入）不要！
○インターネット接続が可能な端末であれば、どの

端末からでも利用可能！

○万全のセキュリティ対策とデータ保存！

MS伝伝伝伝送送送送請請請請求求求求ののののメメメメリリリリッッッットトトトMS伝送請求のメリット国保連へ直接インターネット請求をすると・・・国保連へ直接インターネット請求をすると・・・

※3年間のコスト比較（税込） 2022/06時点

国保連伝送ソフトを利用し、
事業所から直接インターネット請求

を行う場合

MS伝送請求システム
を利用する場合

電子証明書
¥13,200

初回登録手数料
¥2,750

※有効期間3年

伝送ソフト
¥60,000

※制度変更時、
再購入の場合あり

差額
¥32,830

合計 ¥73,200(税込) 合計 ¥40,370(税込)

国保連

MS伝送請求
サービス

介護保険
事業所様

請求ファイル送信

請求結果ファイル
及び連絡文書送信

★パソコンやネットワークの知識は不要！
★万が一のトラブルも専門家が対応！
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インターネット回線

月額利用料3年
￥37,620



● 提供機能

①伝送請求機能

②請求結果及び連絡文書受信機能

③請求結果印刷機能

④法人管理機能（オプション）

※法人配下の事業所の請求結果管理

● 利用料金（（税抜）

①基本利用料

1. 月額利用料
2. 初回登録手数料

¥950（/1事業所番号）
¥2,500（/1事業所番号）

②各種手数料
1. 再発行手数料
2. その他
※訪問指導等

③オプション機能
1．法人管理機能 ¥500（/1法人月額）
※10事業所番号単位
・1～10事業所の時、¥500
・11～20事業所の時、¥1,000

● 動作環境

①対応OS
・Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 (32/64bit)
②他

・Microsoft .NET Framework 4.6.2以上

¥2,500（/ログインID、パスワード）
内容により別途ご相談
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●問合せ窓口及びサポート提供
問合せ窓口
株式会社モアソフト TEL 044-433-1041 FAX 044-433-0391
受付時間
月曜日から金曜日まので9：00～17：00
（土・日・祝・祭日・12/30～1/3・その他当社指定の休日を除く）


