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トップメッセージ
働きやすさをサポートする施策により
医療・介護・保育の分野で社会に貢献していきます。
ソラストは、1965年に日本初の医療事務教育機関として創業して以来、医療機関の受付、会計などの
医療事務全般の受託から、介護、保育分野へと業務範囲を拡大し、今日では、全国で約25 ,000人の社員
（約90％が女性）が医療事務、介護、保育の仕事に携わっています。
これらのサービスは社会的にも重要な分野と位置付けられています。当社が業界のリーダーとして社会
から信頼される企業となるためには、早期に事業規模を拡大していくことが必要と考え、2030年までに
売上高3 ,000億円、営業利益200億円規模を目指すという経営ビジョン「VISION 2030」の下、各事業
での取り組みを加速し、すでに一定の成果が出始めています。
＜医療事業＞
より良い医療事務サービスをご提供することで事業規模を広げ、より多くの医療機関や患者さまのお役に
立つことを目指します。また、トレーニングの実施やICTの導入を進めることで、生産性の飛躍的な向上
による高いクオリティのサービスのご提供、および社員の働きやすさの向上に取り組んでいます。
＜介護事業＞
積極的なM&Aや提携により、スピード感をもって事業規模を大幅に拡大し、介護サービスを必要とされる
より多くの方々の多岐にわたるニーズにお応えするとともに、医療・介護連携や地域トータルケアを実践し、
日本の介護サービスの未来を担う存在になりたいと考えています。
＜保育事業＞
すべての子どもたちがいきいきと楽しく活動できる保育運営を考え、実践しています。また、地域に選ばれ
る保育園となるよう、保育士が働きやすい環境整備など、様々な視点から安定した人員体制作りに取り
組んでいます。
これらの取り組みを実現するため、経営改革のスピードをさらに加速させ、将来にわたって安定したビジ
ネスが継続できるよう、強固な基盤を構築してまいります。また、社員の働きやすさをサポートし、生産性
の向上を図るため、すべての事業においてICTをより積極的に導入していくことで、サービス業のデジタル
カンパニーに脱皮し、サービスモデルを継続的に刷新していきます。同時に、社会から信頼される企業と
なるため、早期に事業規模の拡大を目指していきます。そのためにはＭ＆Ａによる事業拡大がスピード、
効率の両面で有効と考えており、今後も引き続きＭ＆Ａに積極的に取り組んでまいります。さらには、成長
する既存事業を補完し、強みを生かせる新しいビジネスモデルを構築していきます。
これらの施策によって、ソラストの全社員が 医療、介護、保育といった重要な分野で、高いモチベー
ションとプライドをもって仕事に取り組むことができれば、より一層の社会貢献につながるものと考え
ています。引き続きステークホルダーの皆さまから信頼していただける会社となるため、人材、業績、規
模で業界トップを目指し、取り組んでまいります。
代表取締役社長

藤河 芳一
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ソラストの理念
企業理念
ソラストの企業理念は、私たちが大切にしている考え方を示しています。
ソラストの全ての事業の礎となる価値観です。

私たちは
人を「元気 」にし、

経営ビジョン
ソラストの
「経営ビジョン」は、企業理念の実現に向けての具体的戦略であり、将来への展望です。

ソラストーリー、始まる。
医療事務・介護・保育をもっと新しく、働く女性をもっと美しく。

パートナーを「元気 」にし、
社会を「元気 」にすることで
一人ひとりの生活を豊かにし、
希望のある未来づくりのために
お客さまとともに歩みつづけます。

ステークホルダーへの約束
ソラストの「ステークホルダーへの約束 」は、企業理念の実現に対する私たちのコミットメントです。

お客さまへ

私たちはプロフェッショナルとして、責任感をもってお客さまのニーズにこたえます。
そして、私たちのサービスを利用される一人ひとりと誠実に向き合い、クオリティ
オブライフの向上に貢献し続けます。

ビジネスパートナーの皆さまへ

私たちはビジネスパートナーの皆さまと互いに尊重し合い、ともに考え、ともに
歩み、ともに発展することを目指します。

ともに働く仲間たちへ

私たちは明るくやりがいがあり、誇りを持って働ける公正で開かれた職場づくりを
目指します。

地域・社会へ

ICTとは
Information and Communication
Technology (インフォメーション・アン

私たちはサービスの提供と多様な働き方を通じて豊かな暮らしの実現と地域
社会の発展に貢献します。

ド・コミュ ニケー ション・テクノロジー)
の 略。通 信 による 情 報・知 識 の 共 有 を
重要視した、
「IT」
（情報通信技術）を一歩
進めた概念です。

株主の皆さまへ

私たちは健全かつ透明性が 高い経営を推 進し、企業価値の向上と持続的な
成長を目指します。

ソラストーリー：私たちはこんな会社を目指します。
社名について
コーポレートロゴ

コーポレートスローガン

「solasto（ソラスト）」は、ラテン語の ｢solas ｣ ( 太陽・元気 )と、
｢asto ｣（支える・そばに）を組み合わせた造語です。

● 顧客ニーズを満たし、サービスクオリティーを飛躍的に高める、医療事務・介護・保育のイノベーションリーダー
● 未来のサービスモデルを志向し、社員一人ひとりが最新のITを活用するサービス業のデジタルカンパニー

空に輝く太陽の下で元気に生きる人々と、それを支える人を表現

● 常に成長し、高い業績を通じて全てのステークホルダーと地域社会の未来に貢献する会社

けたいという想いが込められています。

●人
 材投資と新しい働き方で、生産性と処遇改善を実現し、
自分らしいワークライフバランスと生涯キャリアが実現できる会社

しています。太陽のように人を元気にしたい、支える企業であり続

「あしたを元気に 」

● コンプライアンスを重んじ、
「やさしさ」と「安心」がある会社
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ソラストのあゆみ
ソラストは日本初の医療事務教育機関として創業した、医療事務のパイオニア。
以来、病院の経営支援、介護、保育へと事業領域を広げ、
「人 」を起点に地域や社会とあゆみを
進めてまいりました。今日では、全国300以上の支社・事業所で約25 , 000人の社員が、医療・介
護・保育の分野で活躍しています。

保育事業開始
東京都内で待機児童が多かった江戸川区に第１号園となる
「マミーズハンド船堀 」を開設

港区に本社移転
医療事務教育機関として創業

本社を千代田区から港区へ。本社と事
業部門の一部を集約し、迅速な情報共
有と経営効率化を実現

ジャスダックに株式公開

日本初

業界初の株式公開。公募株式は42万
株、うち入札は41万株であった

株式会社日本医療事務センター
（現ソラ
スト）の前身・日本医療経営協会創業

東京証券取引所市場第二部に
上場
医療事務業界で初めて果たした株式公
開から10年。東証第二部上場の鐘、クリ
スマスイブに鳴る

ホームヘルパー養成講座開始
医事業務 全面受託開始

当社で初めて医事業務を全面受託した奈良県の県立病院。
レセプト代行から全面受託を使命とする時代へ

1965

1969

1979

1988

NHK「こんにちは奥さん」
にて通信講座の紹介

病院経営コンサルティング業務
受託開始

新しい女性向けの職業教育として
紹介され、医療事務の通信講座が
爆発的な反響を呼ぶ

蓄積してきた医事業務の経験とノウハウを
活かし業務受託から経営のパートナーへ

診療報酬請求業務 受託開始

日本初

診療報酬請求業務を開始した当時は電卓も普及しておらず、そろ
ばんでレセプトを作成
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有料老人ホーム開設

翌年の介護事業開始を見据えて、自社
の教育による介護スタッフの養成を東
京校から開始

日本初

1996

1998

1999

全社的改善活動開始

創業50周年
「人 」を 起 点に地 域や社 会とあゆみを進めて
50年。次の50年＝「NEXT 50th」
に向かって、
また新たな一歩を踏み出した

多様な介護ニーズに応えて、有料老人
ホームをはじめとする入居系サービスも
展開

2002

2003

2006

2012

2013

2014

2015

2016

2019

介護事業開始
（デイサービス）

後の「改善活動全国大会 」へ。
改善活動は医療機関から
多大な評価を得ており、
現在も続いている

介護事業開始
（訪問介護、居宅介護）
東京都台東区の民間委託事業から始まった「ホームヘルプサービス
きらめいと」

ご利用者の介護予防や自立支援の
サポートを目指して始まった
「デイサービス」

キャリアセンター設置
キャリア支援の全国ネットワーク「キャリア
センター」を設立。新しい働き方・長期に
わたるキャリア支援を目指す

MBO（マネジメント・バイアウト）による
非上場と社名変更
「株式会社日本医療事務センター」から
「株式会社ソラスト」
へ社名変更。各事業のサービスブランドもソラストに統一

東京証券取引所市場第一部に上場
社員全員が高い倫理観と使命感を持ち、お客さまや株主など
のすべてのステークホルダーから信頼いただける会社を目指す
株式会社ソラスト

会社案内
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ソラストの事業
ソラストは、医療関連受託事業・介護事業・保育事業を行っており、社員の約9割が女性です。こ

「医療・介護サービスの向上 」
「 サービス業の生産性向上 」
「女性のキャリ
れらの事業を通じて、
ア支援 」
といった、現在の日本が直面している課題に挑戦します。

取引先医療機関 約

1,500 件

介護 ご利用者

＊1

17, 000 人以上

保育 園児数 約

＊2

医療

介護

保育

関連受託事業

事業

事業

▶P. 8

▶P.10

▶P.12

600 人

＊3

全国各地の医療機関に対して、受付、会計、診療報酬請求業務などの医療

首都圏・名古屋圏・関西圏

で、訪問介護や通所介護、居宅介護な

東京都に14カ所、千葉県に2カ所の保育所を設け、月極保育・

事務や、医療機関の経営支援、病院情報システム支援などを業務受託および

どの 在 宅 系サービス、有 料

老 人 ホームやグループホームなどの入

一時保育・病後児保育＊の3つの保育サービスなどを提供しています。

人材派遣で提供しています。

居 系 サー ビスをトー タルに

提供しています。

＊病後児保育は一部の園のみに併設

ICTビジネスディベロップメントセンター
キャリアセンター
ソラストの成長戦略

センサー・AI（ 人工知能）
・

医療事務・介護・保育分野における人材の採用と育成を
ソラストは「人材の採用・育成 」と「ICTによる

全社組織の「キャリアセンター」と「ICTビジ

「人材＋ICT」によってサービスのクオリティー

ロボット・通信などの技術を医療事務や介護、保育で活用する取り組みを推進します。
支援・リードします。

▶P.14

サービスモデルの高度化 」に力を入れています。

ネスディベロップメントセンター」をその要として、

と生産性の向上を推進し、お客さまにご満足いただけるサービスをご提供します。

採用・就業機会の提供

求職者
＊1〜3：2 019年3月末時点。
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医療
関連受託事業

パイオニアとして50年にわたり手がけてきた医療事務。豊富
な実績と専門性を活かし、医療事務のプロフェッショナルと
して、医療機関から最も信頼されるパートナーを目指します。
顧客ニーズに応える「ソラストクオリティ」を実践し、サービス
品質の向上を追求することで、お客さま満足の向上を実現し
ます。

業務委託・人材派遣
創業時からの強みである診療報酬請求業務や、ホスピ
タリティを重視した受付・会計業務、さらには医師の診療
以外の負担を減らす医師事務作業補助、物流管理など、
幅広いサービスで医療現場を支えます。
また、スタッフには患者接遇の専門資格「ホスピタルコ
ンシェルジュ 」の取得を推進しており、全社を挙げて接

病院経営サポート
ソラストでは、病院の経営課題に対して専門チームが
コンサルテーションを提供しています。院内のさまざまな
データを分析し、病院経営における課題や方向性を可視
化することにより、お客さまから高いご評価をいただいて
います。

®

遇サービスの向上に取り組んでいます。
● 医療事務関連業務
●
受付業務 ● 会計業務 ● 診療報酬請求業務
●
●
●
外来・

入院算定業務
宿日直業務
諸法請求業務
● 医事周辺業務
●
医師事務作業補助業務
●
地域連携室業務

●
●

クラーク業務
看護補助業務

● 疾病統計・病歴管理業務
●
●
診療情報管理業務
医事統計資料作成業務
●
コーディング業務
● 物品・物流管理業務
●
物流関連コンサルティング

● 経営支援サービス

レセプトデータやDPCデータを用いたレセプト精度調査や経

営分析・診断など、経営改善の課題抽出を多くの病院で実施して

います。また実務に携わるスタッフが参画して病院内での経営改

善策を提案・実行し、多くの病院で成果を挙げています。長年の

ノウハウや、全国各地の事例をフルに活かして病院経営に貢献し
ます。

● 地域連携サービス

介護事業の運営実績を併せもつ強みを活かし、医療・介護連

携を支援・推進しています。また、診療データの分析を行い地域

の医療機関等への連携強化の支援を行うほか、地域の医療職・
住民の皆さまに向けた勉強会など、地域における病院のプレゼ
ンス向上を通じて地域とのつながりの強化に貢献します。

●

院内物流業務

● IT 支援サービス

医療情報システムを取り扱うには、情報処理技術はもちろん、

医療や医療事務にも精通している人材が必要です。ソラストで

は電子カルテのデータを利用した経営資料の提供や、システム

を利用した待ち時間分析など、医療事務の専門会社としてのノ
Point!

column

カイゼン活動

あしたを元気に

患者さまからの「ありがとう」がやりがいです

で発表会を行い、毎年数千件のカイ
ゼン活動事例の中から優秀事例の表

ていただければと思い、日々の業務にあたっています。ときに厳しいご

院作りに貢献したいと考えています。
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継続しています。サービスのクオリティ
ための改善対策を実施。さらに全社

まには常に笑顔であいさつをすることで少しでも明るい気持ちになっ

一言ですべてが救われています。これからも、笑顔があふれる明るい病

ソラストでは、全国の医療機関で
約20年 にわたり「カイゼン活 動 」を
と生産性を数字指標で表し、向上の

病院は必ずしも健康な方が訪れる場所ではありませんので、患者さ

意見をいただくこともありますが、患者さまからの「ありがとう」という

ウハウを活かしたサービスを提供します。

名古屋セントラル病院
放射線科受付

境 玲奈

彰・共有を行うなど、
「ソラストクオリ
ティ」の継続的な改善に取り組んでい

● 診療情報管理サービス

診療情報管理士が活躍できる環境づくりと能力開発に取り

組み、全国で500名以上の診療情報管理士がその専門性を
活かして活躍しています。診療録に含まれるデータや情報を分

析し、活用することで、医療の質の向上および病院経営の改善
に貢献します。また、ICDコーディングの確認や自社開発ソフ

トを活用した高精度の DPC 請求、DPC分析ツールを活用し
たDPC分析、これまでのノウハウを 活 かしたカルテ監 査 等 の
サービスを提供します。

ます。

株式会社ソラスト

会社案内
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介護

首都圏・関西圏・名古屋地区の1都2府 6県で、通 所 介護・
訪問介護を軸とした多様な介護サービスを展開し、介護が必要
な方々にとって日常を無理なく過ごせる幸せと楽しさを追求し
ています。

事業

「確 かな 技 術にこころを 込 めて」をスローガンに、すべての
スタッフが一人ひとりに寄り添い、誠意にあふれたきめ細かな
対応を常に心がけています。

介護サービス
ソラストの介護の根幹となっているのが、基本理念の
「自立支援とトータルケア」です。ご本人の力を信じ、そ
れを引き出せるよう運動機能の維持・回復のリハビリを
重視。住み慣れた地域で、以前の暮らしに一歩でも近づ
けることを目指しています。訪問介護と通 所介護などの
事 業 所を併 設し、複 数のサービスのご 利 用も可能。各
サービスが連携して、ご利用者のニーズにすばやくきめ細
やかに対応しています。
Point!

ウェルフェア・
コンシェルジュ®
Point!

事例発表会
Point!
運動機能測定システム

「ロコモヘルパー＊1 」

● 在宅系サービス
●
●
●
●


訪問介護
（ホームヘルプサービス） ●
●
通所介護
（デイサービス）
●
ケアプラン作成
（居宅介護支援）
ショートステイ
（短期入所生活介護）●


小規模多機能型居宅介護
福祉用具レンタル・販売
訪問看護
訪問マッサージ

● 施設系サービス
●
●
●

● 

有料老人ホーム
都市型軽費老人ホーム
グループホーム
（認知症対応型共同生活介護）
サービス付き高齢者向け住宅

［介護サービスサイト］▶https://solasto-kaigo.com/
ソラストでは介護接遇の社内資格「ウェルフェア・コンシェルジュ ® 」を設けてい
ます。接遇を通じてしっかりとした信 頼関係を作っていくことで、ご 利用者の個
別性をより深く理解することを目指しています。
ソラストでは年間の取り組みのひとつとして「事例発表会 」を行っています。各事
業所がご利用者のケアの事例をエントリーし、発表会形式で共有することで、介護
スタッフがよい支援を行うためのスキルアップにつなげています。

ソラストは業界で初めて、動画を用いて運動機能を自動測定・評価・記録する「ロ
コモヘルパー」を通所介護で導入しました＊2。より客観的で精緻な評価・分析と、計
測作業の効率化によりスタッフが介護にかける時間の確保につながっています。
＊1 ロコモヘルパーはキヤノンITSメディカル株式会社が開発した測定システムです。
＊2 認知症対応型を除きます。

column

あしたを元気に

column

各サービスが連動し、

いつも笑顔の職員さんとの交流で、

さまざまなニーズにお応えする施設です

本当の良薬を感じています

同じ施設でデイサービス、ショートステイ、ホームヘルプサービス、居宅

デイサービスを週1回利用しています。始めの頃は歩行器を使って

介護支援の4つのサービスを複合的に提供できるのが当施設の特徴。ご
ソラスト西府
スタッフ

椛島 亜美
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株式会社ソラスト

会社案内

利用者の状態を把握しやすいため、安心して通っていただけていると思い
ます。やりがいを感じるのは、ご利用者の嬉しそうな様子を見たとき。こ
れからも地域の方に信頼され、愛される施設を目指していきたいです。

あしたを元気に

歩いていましたが、リハビリの効果で今では杖だけで歩けるようになり、
背中もピンと伸びるようになりました。職員さんは私とのおしゃべりに

ソラスト西府
ご利用者

黒田 ハル

様

本当に楽しそうに付き合ってくださり、こんないいところはないです。
笑いというのは副作用のない本当の良薬だと感じています。

株式会社ソラスト

会社案内
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保育
事業

東京都に14カ所、千葉県に2カ所の保育所を設け、月極保育、
一時保育、病後児保育などを行っています。
基本理念は「すべてはそこに暮らす子どもたちのために 」。
子どもたちを太陽のようにあたたかく見守り、ときに力強くは
げましながら、小さな芽がすくすくと元気に育つようサポート
します。子どもたちの「元気」は、保護者の皆さまを元気に、さら
には地域を元気にします。

保育サービス
ソラストの保育園では「もうひとつの我が 家 」として、
子どもたち一人ひとりに深い愛情を注ぎ、あたたかく見守

ミュニケーションを大切にし、さらに公開保育などを通じ
て地域全体の子育て家庭をサポートします。

る保育を実践しています。充実した職員体制で質の高い
サービスを提供し、子どもたちだけでなく、ご家族とのコ

Point!

ソラストは
こんな保育園

［保育サービスサイト］▶https://solasto-hoiku.com/

● 園内は明るくて清潔

子どもたちの目線で、心身ともに負担の少ない施設環境、遊びに集中できる空間を実現。
換気や採光、衛生面、安全面に細心の注意をはらっています。
● 保護者の方の負担を軽減

お昼寝用布団類の無料貸出、0歳児のミルクの用意など、送り迎え時の荷物を減らして、
保護者の方の負担を少しでも軽減するよう配慮しています。
● スタッフ全員がプロフェッショナル

小児 MFAプログラム
（心肺蘇生法や救急法など）を全スタッフが習得。

少人数クラス・複数担任制で、子ども一人ひとりにきちんと目を届けます。
● 食へのこだわり

園内で毎日手作りする、安心でおいしい給食とおやつ。旬の食材を使った季節感のある献立。
環境ホルモンの心配がなく温かみのある陶磁器の食器など、食へのこだわりも好評です。
● 英語に触れる機会も

ECCジュニアと連携し、楽しみながら英語に触れる機会を提供。

絵カード、音楽、絵本、四季折々のイベントを通して楽しく学べます
（2歳児以上対象）。

column

あしたを元気に

column

「ソラストでよかった」といわれ、口コミで評判が広がる保育園です
定期的な公開保育では、保護者の皆さまからの口コミによる参加者の
方々が半数以 上。生の声を聞いて来てくださるのは本当に嬉しいです。

ので、高齢者の皆さまとのふれあいや地域交流をいっそう深め、
「ここで
よかった 」といわれる親しみやすい園を目指したいと思っています。
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株式会社ソラスト

会社案内

わが子を大事にしていただいていることが実感されます
見学時、日の光が差し込む室内で楽しそうな子どもたちを目の当た
りにし、ここに決めました。先生方は明るくハキハキとして、お互いに仲

“育メン”のお父さまが多いことや、行事に祖父母世代が参加なさることも
当園の特色ですね。介護サービスも行うソラストが運営している保育園な

あしたを元気に

がよいのも安心です。先生に抱っこされ嬉しそうなわが子を見て、大事
ソラスト府中
保育士

小林 由依

にしていただいていることを実感しました。園内の行事は、親子、親同
士、家庭と園とのコミュニケーションの場にもなっていて、この園で本当
によかったと思えるひとときです。

ソラスト府中
1歳児クラスご利用

山浦 美里

様

株式会社ソラスト

会社案内
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SOLASTO CAREER CENTER

ソラストキャリアセンター
ソラストのサービスはすべて「人 」が起点。
医療事務・介護・保育の専門家としてのキャリアを支援します。

キャリアセンターとは

キャリアセンター の ビジョン

現場が求めるプロフェッショナルを育成。

よりよいキャリアを、就業・教育の両面から支援します。
ソラストキャリアセンターは、医療事務・介護・保育分野で働く人を支援する全
国ネットワークです。
ソラストのサービスはすべて「人 」が起点。仕事のご案内やトレーニング・教育
プログラムの提供など、社内外の人材にさまざまなキャリア支援を行うとともに、
プロフェッショナルとして医療や介護、保育の現場に必要とされる人材を育成して
います。

「ソラストクオリティ」を実現する人材を育成します。
ソラストでは、顧客ニーズに応える仕事、顧客の期待を超える仕事を「ソラスト
クオリティ」と定義しています。キャリアセンターでは「ソラストクオリティ」を実
践できる人材の育成に力を注いでいます。

女性の長期的なキャリア形成を支援します。
ソラストは全社員の約9割が女性です。結婚や出産、子育てなどさまざまなラ

１


プロフェッショナルを
育てます

ソラストの仕事は、命や健康などに関

２

 得率の高い学びを
習
提供します

利便性と学びの効果を最大限に引き

３

多様な働き方を
支えます

出産や育児などさまざまな事情で、働

４

「働きやすさ」
「 続け
やすさ」を追求します

多様な働き方を推進する社風、風通

わる専門性の高い仕事です。社員一人

出すために、通 信 講 座を中心とした学

く時間が制限されたり、一時的に仕事か

しのよい職場環 境、自然に助け合える

ひとりの成長段階に応じた活躍の場を

びを提供。
「ソラストクオリティ」の実践

ら離れざるを得なくなっても、キャリア

人間関係、子育てしながら働きやすい雇

提 供することで“やる気”を支え、プロ

に必要な能力が無理なく身に付くように

を継続できるようにライフステージの変

用環境などの実現に努め、女性の「働き

フェッショナルとしてのスキルと心を養い

します。

化に合った働き方をご提案します。

続けたい」という想いに応えます。

ます。

イフステージの変化に応じて、ソラストでは柔軟に働き方を変えて、女性が長期
にわたりよりよいキャリアを継続できる制度や環境を整えています。
14

株式会社ソラスト

会社案内

株式会社ソラスト

会社案内
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SOLASTO CAREER CENTER

全国のキャリアセンター
全国に広がる学びの拠点
全国44カ所のキャリアセンターは、中核であるキャリ

トレーニング・教育プログラム

全国

44

教育サービスでは医療・介護・保育分野で働く方、これ
から仕事を目指す方に向けて各種のトレーニング・教育

拠点

アセンター品川・キャリアセンター大阪と、ネットワークで

教育サービス

プログラムをご用意しています。WEB、通信教育、対面
トレーニング、またそれらを組み合わせた学習スタイルで、

結ばれています。

以下の方針に基づきさまざまな形式でご提供しています。

年間延べ5,000回以上実施される社員向けトレーニン
グ、優れた業務事例の発表・共有など、どの地域からでも

実践的トレーニング.... 個々の仕事を、顧客ニーズを満たす
ことを目 的として定 義し、それに役

同じ内容・水準で受講や視聴が可能になっています。

立つトレーニングをします。
習得率が高い............. よりよい学習プロセスを追求し、学び
学びのプロセス

の効果を最大化するプログラムを提
供します。

先進技術と利便性...... 最先端のICT技術を活用し、学ぶ方
の利便性を高めるとともに、通信手
段に合うコンテンツを開発します。

プログラムラインナップ
医療系
• 医療事務
（医科・歯科）
• 調剤薬局事務
• ホスピタルコンシェルジュ®
• 医師事務作業補助
• 看護助手養成
• 労災請求事務
• DPC
• 在宅医療請求
• 病院接遇・電話対応トレーニング
• コンプライアンス・個人情報保護トレーニング ほか

福祉系
• 実務者研修
• 介護事務
• ウェルフェア・コンシェルジュ®
• 介護職のためのフィジカルアセスメント
• 高齢者疑似体験プログラム
• 介護技術トレーニング ほか

法人向け研修・トレーニング
キャリアセンター品川

50年以上の経験と実績をベースに、質の高い人材育成
プログラムをご要望に応じた形式でご提供しています。医
療・介護現場の最新

各種受験対策
• 診療報酬請求事務能力認定試験

受験対策
• 医療事務／調剤事務／介護事務管理士 受験対策
®

• 介護福祉士国家試験 受験対策

事情をふまえ、実務
で力を発揮するため
の 最も効 果 的 なト

キャリアセンター大阪

レーニングプログラ

<各プログラムの詳細はホームページをご覧ください>
［教育サービスサイト］


▶https://solasto-learning.com/

ムをご提案します。

キャリアセンター品川／大阪
多様な機能を備えた、
キャリア支援の中核拠点
キャリアセンターのビジョンの実現を目指す発信基地
が「キャリアセンター品川」
「キャリアセンター大阪 」です。
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Point!

ソラスト
求人情報サイト

医療事務・介護・保育を目指す方
を支援する「ソラスト求人情報サイ
ト」。豊富な求 人 案件をはじめ、ソ
ラストでの仕事やトレーニング、ワー
クスタイルのご 紹 介 などお 役 立 ち
情報が満載です。

トレーニングプログラムの収録も可能なWEB 配信スタ

［医療事務求人情報サイト］
▶https://solasto-career.com/

ジオをはじめ、ショールームやトレーニングブースを備え

［介護求人情報サイト］
▶https://solasto-kcareer.com/

て、全国のキャリア支援を強力にバックアップしています。

［保育求人情報サイト］
▶https://solasto-hcareer.com/

株式会社ソラスト

会社案内

個人向け教育講座
時間と場所を選ばず個人で学べる教育プログラムを
ご提供しています。実務の初心者から経験者まで、また各
種 資 格 の取 得支 援
など、スキルレベル
とニーズに応じた多
彩な 講 座・コースを
ご用意しています。

株式会社ソラスト

会社案内
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社員の成長を支える取り組み
ソラストでは、従業員満足の向上が、お客さま満足の向上につながると考えています。社員の待遇改
善も会社の重要な目的として位置づけて、
「働き方の改革 」を推進し、社員の成長を支える取り組
みを重点的に進めています。
コミュニケーション

処遇改善・女性の活躍推進

ソラストメールマガジン・社員専用ホームページ

生産性向上による社員の年収アップ

ソラストでは様々な職場環境で働く社員が会社の情報に直接触れられるよう、社員にメール
マガジンで 会 社の 最 新トピックや社 長 メッセージなどをタイムリーに届 けています。また
スマートフォン等からも閲覧できる社員専用ホームページを開設し、経営陣からのメッセージ
や業務に役立つ知識・情報、投稿企画など多彩なコンテンツを随時公開・更新しています。

1人当たり年収推移
（医療専門職社員）

ソラストでは社員の処遇改善を会社の重要な目的の一つと位置づけて、積極的に実施してい
ます。給与など処遇の改善を行うためには、それを上回る生産性の改善が必要です。生産性改
善のために人材に関する施策やICTの活用等を進めた結果、医療専門職社員の1人当たり年収
は年々増加を実現しています。
2014/3

タウンミーティング

2015/3

2016/3

2017/3

2018/3

仕事と子育ての両立支援

介護事業・保育事業では、年間を通じて、経営陣と社員が直接対話を行う「タウンミーティ
ング」を定期的に実施。介護現場・保育現場の現状や会社の方針についての情報共有・意見
交換を実施し、相互理解を深めることで、本社・本部のサポート強化を図っています。

ソラストは社員の約9割が女性です。子育てをする社員を支えるさまざまな制度を整えてお
り、積極的に仕事と子育ての両立支援に取り組む「子育てサポート企業」として、厚生労働省「次
世代育成支援認定マーク
（くるみん）」を取得しています。2008年、2011年に続き、2015年
に3回目の認定を受けました。

利用期間を定めない短時間勤務／時差勤務制度

レコグニション
ソラストポイント制度
社員からの提案、社員紹介、予算達成、上長申請などの基準により社員へポイントを付与

ソラストは子育てや介護中の社員に対する短時間勤務／時差勤務制度について、
「育児・介護
の負担が解消されるまで」として、制度利用期間の上限を撤廃しました。家庭の事情等にとらわ
れない柔軟な働き方を可能にすることで、仕事の継続と生涯キャリアの実現を支援していきます。

する、インセンティブ制度です。社員は、貯まったポイントを在職中は無期限にて、日用品から
「世界一周 」まで約14 , 000アイテムと交換できます。この制度は、社員からの発案がきっかけ
で実現・導入されました。

事業所表彰
2018年で39回目を数える、ソラスト伝統の社内表彰制度です。医療関連受託事業、介護事
業、保育事業において、業績や取り組みなどの面で優秀な成果を挙げ、他事業所の模範として
ふさわしい事業所を毎年表彰しています。この表彰制度は、事業所や社員のモチベーションを
高め、ソラスト全体の活気を生み出しています。

業務・職場改善―ICT
通所介護に特化した介護記録システム「Daily」
通所介護の現場では紙による様々な記録の作成が日々発生しています。ソラストはイン
フォコム株式会社と協働で介護記録システムを構築し、全事業所への導入を進めています。
タブレット端末を活用し情 報を電子 化することでミスの発 生機 会が減り、スタッフの業務
効率も大幅に向上。ご利用者と接する時間が増え、ご家族とのより充実した情報共有も可
能になりました。

高度なデータ分析を活用した人材採用システム
ソラストにとってサービスの根幹を担う人材の確保は重要な課題です。そこで、日本アイ・ビー・エム株式会社、株式会社ゼクウ
と協力し、医療事務分野では初となる、高度なデータ分析を活用した人材採用システムを導入しました。採用管理・適性診断・分

業務・職場改善―研修
ソラスクール
全国のソラスト社員は、職種や等級に応じて必要なトレーニングを、eラーニング「ソラス
クール」でいつでも・何度でも受けることができます。人材こそ事業の源泉であるソラストに
とって、トレーニングは業績達成の手段であり、社員にとっては自分の価値を高める機会で
す。日々の業務に直結する内容ですぐに役に立つなど、社員からも好評です。

リーダー人材の育成
全国の様々な職場で社員が従事しているソラストでは、会社と社員の間をつなぐリーダーの
働きを重視しています。コーチングや実践的なロールプレイ形式の研修等を積極的に導入して、
リーダーからスタッフへの伝える力・コミュニケーション能力を身に付けるためのトレーニング
を毎月行っています。

20年以上続くカイゼン活動
ソラストは、サービスのクオリティと生産性を数字指標で可視化し、業務改善につなげてい
ます。医療事務の現場からは、毎週300件以上のカイゼン提案書が提出され、優れた事例を
水平展開しています。介護、保育事業では、事例発表会など改善事例を共有するしくみのほか、
誰でも意見やアイデアを提案できる「アイデアメモ」制度を導入。2014年の開始以来、これま
でに400件以上の提案が寄せられています。

析の3つを相互連携し、採用の効率化や適材適所のマッチングなどを促進。短期離職を防いで人材の質を担保し、サービスの向
上につなげます。
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会社概要

■ 会社概要

■ 主要拠点

■ 主要グループ会社

名称

株式会社ソラスト

医療事業本部

Solasto Corporation

連結子会社

〒108 - 8210

株式会社技能認定振興協会

東京都港区港南1-7-18 A-PLACE品川東6 F

本社所在地 〒108 - 8210
東京都港区港南1-7-18 A-PLACE品川東6F

TEL：03 -3450 -2631

TEL：03 -3450 -2610
（代表）
URL

介護事業本部

［ホームページ］

〒108 - 8210

▶https://www.solasto.co.jp/

東京都港区港南1-7-18 A-PLACE品川東6 F

［Facebookページ］
▶https://www.facebook.com/solasto/
創業

1965年10月

保育事業部

証券コード 6197

〒108 - 8455

上場証券
取引所

東京証券取引所 市場第一部

資本金

5億円

代表者
売上高
（連結）
従業員数
（連結）
拠点数
（連結）

TEL：03 -3450 -2678

東京都港区芝4 -1-23 三田NNビル17F
TEL：03 - 6865 -1776

代表取締役社長

キャリアセンター

藤河 芳一

［キャリアセンター品川］

842億円
（2019年3月期）

〒108 - 8210
東京都港区港南1-7-18 A-PLACE品川東5F

25 ,996人
（2019年3月末現在、女性比率 約90 %）
医療

支社

介護

訪問介護

67カ所

通所介護

155カ所

保育

［キャリアセンター大阪］
〒541- 0056

居宅介護支援

64カ所

大阪府大阪市中央区久太郎町2- 4 -11 

グループホーム

67カ所

クラボウアネックスビル8 F

有料老人ホーム・
サービス付高齢者
向け住宅

28カ所

その他＊2

57カ所

保育所

16カ所

キャリアセンター


42カ所
＊1

TEL：03 - 5781-3681

TEL：06 - 6265 - 8555

44カ所
（2019年5月末現在）

＊1「訪問介護

」の事業所数には、家事代行が含まれております。
＊2「その他

」には、ショートステイ、ケアハウス、訪問看護、小規模多機能型居宅介護、
福祉用具貸与・販売、訪問マッサージが含まれております。

〒108 - 8210
東京都港区港南1-7-18
TEL：03 - 5715 -3533

医療・介護関連事務に携わる人々の技能と社会的地位の向上を
目的として技能認定試験を実施しています。

株式会社住センター

〒108 - 8210
東京都港区港南1-7-18
TEL：03 - 6864 - 0855
神奈川県においてデイサービスを中心に事業を行っています。

株式会社ティー・エム・メディカルサービス
〒617- 0002
京都府向日市寺戸町初田15 -1
TEL：075 - 951- 5577

京都府において小規模多機能型居宅介護および
認知症高齢者グループホームを運営しています。

株式会社ケアフェリーチェ

〒465 - 0065
愛知県名古屋市名東区梅森坂1-3309
TEL：052-753 -3834
愛知県名古屋市においてグループホームを運営しています。

株式会社ピナクル

〒541- 0056
大阪府大阪市中央区久太郎町2- 4 -11
TEL：06 -7711- 0145

株式会社ソラスト

会社案内

〒171- 0014
東京都豊島区池袋 2- 53 - 5
TEL：03 - 5960 - 0183

東京都内を中心に有料老人ホームを運営しています。

なごやかケアリンク株式会社

〒101- 0064
東京都千代田区神田猿楽町2-7- 6
TEL：03 - 5577-2256
東京都内を中心にデイサービスを運営しています。
（順不同）

特例子会社
株式会社ソラストフォルテ

〒103 - 0001
東京都中央区日本橋小伝馬町18 -1
TEL：03 - 6661-2324
障がい者雇用の推進を目的として、社内清掃や総務に関する事務な
どの業務請負を行っています。

ソラストマスコットキャラクター

ソラリン

京都市を中心にグループホームやデイサービスなどを運営しています。

ベストケア株式会社

〒790 - 0964
愛媛県松山市中村2-7-33
TEL：089 - 998 -3080
愛媛県、関東圏、関西圏において、デイサービスを中心に
事業を行っています。

株式会社日本ケアリンク
〒108 - 8455
東京都港区芝4 -1-23
TEL：03 - 6865 -1780

首都圏において、施設系介護サービスを中心に事業を行っています。

株式会社 JAWA

〒790 - 0964
愛媛県松山市中村2-7-33
TEL：089 - 933 - 5252
大阪府、愛媛県、兵庫県等でグループホームや
介護付有料老人ホームを運営しています。
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株式会社オールライフメイト

元気と太陽をモチーフとした「ソラリン」は、社
員のアイデアから誕生しました。
小さな体をめいっぱい使って、みんなを元気づ
けるのが 得意なソラリン。炎を頭の上でメラメラ
と燃やしながら、しっぽにくっついている太陽を
エネルギーにしていつも元気に走り回っています。
ソラストのイベントをはじめ、いろいろな 場 所
で皆さんと会えるのをとても楽しみにしているの
で、見かけたら気軽に声をかけてくださいね。

株式会社ソラスト

会社案内
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