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トップメッセージ

　当社は1965年に日本初の医療事務教育機関として創業し、
医療機関の受付・会計など医事業務全般の受託から、介護、
保育分野へと事業範囲を拡大し、今日では全国で約30,000
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。業界リーダーとして社会に貢献する企業とな
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
を目指すとした経営ビジョン「VISION2030」のもと、さまざ
まな取り組みを推進しています。
　2020年以降、新型コロナウイルスの感染拡大が社会に大
きな影響を与えています。当社グループの主要事業である医療
関連受託事業、介護事業、保育事業は、いずれも社会機能を
維持するためのエッセンシャルサービスです。感染防止対策を
徹底してご利用者様や社員の安全を確保し、事業を継続する
ことが重要な社会的役割を果たすことと考え、緊張感を持っ
てサービス運営に努めています。
　このような状況の中、2020年度の業績については、全事業
が前年比で増収増益を確保し、売上高は初めて1,000億円に
到達する等、大きな成果を上げることが出来ました。2021年
度は、「イノベーション」、「既存事業の持続的成長」、「経営
基盤の底上げ」を重点テーマに掲げています。既存事業は、医
療関連受託事業及び介護・保育事業ともに順調に成長してい
ます。しかしながら、順調な業績に慢心することなく、基本であ
る安心安全のサービス提供をより深く探求し、人+ICTを軸に
さらなる改善を図ってまいります。また、将来の成長のために
は、既存事業の持続的な成長に加えて、イノベーションによる
新事業の創出が不可欠だと考えています。
　そのために、医療事務の視点から医療機関のDX*推進を目
指すスマートホスピタル事業の準備や研究を進めてまいりまし
た。2021年6月には、医療DXパッケージ「iisy（イージー）」の
第1弾として、〈リモート医事〉サービスを開始しました。これま
で進めてきたイノベーションに関する取り組みの具体的な成果
を出し始める1年として位置付け、事業を通じた社会課題の解
決と持続的な企業価値向上に取り組んでまいります。

2021年8月

蒔いた種も
着実に芽を出し始めています。
今後はさらに
イノベーションを加速していきます。

株式会社ソラスト
代表取締役社長 CEO

*DX ＝ Digital Transformation（デジタルトランスフォーメーション）
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ソラストの理念

私たちは
人を「元気」にし、

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。

企業理念

ステークホルダーへの約束
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▶ 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。

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。

経営ビジョン
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。

VISION2030
●  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、社員一人一人が最新のITを

活用するサービス業のデジタルカンパニー
●  常に成長し、高い業績を通じて全てのステークホルダー（顧客、

社員、株主、ビジネスパートナー）と地域社会の未来に貢献
する会社

●  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

●  コンプライアンスを重んじ、医療・介護・保育にふさわしい「や
さしさ」と「安心」がある会社

「solasto（ソラスト）」は、ラテン語の ｢solas｣（太陽・
元気）と、｢asto｣（支える・そばに）に由来します。

ロゴマークは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けたいという
想いが込められています。

ソラストのサステナビリティテーマ
ソラストは企業理念のもと、今後も社会とともに成長していくために、ソラストの事業
活動を通じて特に優先的に取り組むべき重要課題を特定し、5つのサステナビリティ
テーマを策定しました。

事業を通じた社会課題への取り組み

経営基盤

2021年5月、女性の活躍推進に関する取り組みが優良な企業として、厚生労働大臣の 
認定制度「えるぼし認定」3つ星（3段階目）を取得しました。これからも約3万人の 
社員それぞれにとって「働き続けたい会社」を目指していきます。

高齢社会・ 
地域への貢献

イノベーション・ 
社会保障費適正化 
への貢献

環境・資源 
への配慮

コンプライアンス、 
ガバナンス

人財
（人財開発、 
処遇改善、 
多様性）
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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
進めてきました。今日では全国約700の支社・
事業所で、約30,000人の社員が活躍してい
ます。

医事業務 全面受託開始 
日本初

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

全社的改善活動開始
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」

ジャスダックに株式公開
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

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

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

有料老人ホーム開設
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

港区に本社移転
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

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
ルダーから信頼される会社を目指す

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

介護事業開始（デイサービス）
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」

ソラストのあゆみ

1965

1979

1969

1988

1992

1996

1998

1999

2002

2006

2003

2012

2013

2014

2016

医療事務教育機関として創業 
日本初

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

2021

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

病院経営コンサルティング業務 
受託開始
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

ホームヘルパー養成講座開始
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

スマートホスピタル事業開始
人×ICTの医療DXパッケージ「iisy」ス
タート。持続的な成長に向けた新たなイ
ノベーションに踏み出した
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● 診療報酬適正化診断
● 保険遵守サービス
● 地域医療連携支援（増患対策）サービス 
● 診療報酬請求精度調査
● 病院機能評価　認証取得支援
● 病院IT支援サービス
● 外来レセプト働き方改革

医療事務
創業時からの強みである診療報酬請求業務や、受付・会計業務の他、医事周辺業務や病歴管理業務など、幅広いサービスで医
療現場を支えています。また、病院接遇の専門資格「ホスピタルコンシェルジュ（R）」の取得を全社員に推進しています。

● 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

● 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

● 医事周辺業務
● クラーク業務
● 地域連携室業務
● 医師事務作業補助業務（人材派遣）
● 看護補助業務（人材派遣）

● 物品・物流管理業務
● 物流関連コンサルティング
● 院内物流業務

医療事務のパイオニアとして長年培ったノウハウに加え、「人×
ICT」によってサービスのクオリティと効率性を高め、医療機関と
患者さまの満足度の最大化に努めています。プロフェッショナルと
して、医療機関から信頼されるパートナーを目指します。

医療
関連受託事業

病院経営支援サービス
病院の経営課題に対して専門チームがコンサルティングを提供しています。医療機関のさまざまなデータや業務運用を分析し、
病院経営や院内の働き方における課題や方向性を見出して、より良い医療提供につながる支援サービスを行います。

人材派遣・紹介サービス
病院やクリニックをはじめとする医療系に特化した人材サービスを提供しています。医療機関の幅広いニーズに合わせた契約形
態をご提案します。

●  医療現場で就業する人材の派遣
●  人材のニーズに合わせた契約形態の提案
●  質の高いスタッフの育成
●  クリニック向けの派遣

ソラストが提供する医療事務の人材派遣・人材
紹介（転職支援）サイトです。大学病院や高時給、
短期、紹介予定派遣など、一人ひとりに最適な
医療事務を紹介しています。
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「iisy」の第1弾 ＜リモート医事＞

人×ICTの医療DXパッケージ「iisy」
「iisy」は、プロフェッショナルな医療事務の人材を50年以上にわたり豊富に擁してきたソラストだか
らこそ実現できる、「人×ICT」の医療DXパッケージです。医療事務業務の世界を根本から見直し、
これまでの枠組みを超えた新たな発想でゲームチェンジを巻き起こしたいと考えています。

少子高齢化により急激に高まる医療や介護のニーズ、そして困難な
人材確保。この課題を解決するため、医療のデジタル化やクラウド
化による医療DX*が期待されています。ソラストは、「人×ICT」が
共生する医療DXパッケージで医療業界に新しいビジネスモデルを
提供していきます。

スマート
ホスピタル

事業 *DX ＝ Digital Transformation（デジタルトランスフォーメーション）

※リモート医事のサービス提供対象医療機関は、クリニックとなります（2021年8月末時点）。今後、準備が整い次第、病院へのサービス展開を予定しています。

スマートホスピタル事業は、ソフトバンク株式会社と業務提携してインフラ構築などの開発を進めています。同時に、名古屋大学医学
部附属病院メディカル IT センターや日本医師会 ORCA 管理機構株式会社とも協働して取り組んでいます。

医療 DX パッケージ「iisy」は、＜リモート医事＞を皮切りに、今後も各種サービスの展開を予定しています。
スマートホスピタル事業は、医療業界に新しいビジネスモデルを提供し、日本の未来医療実現に貢献してまいります。

医療事務

リモート医事

診療サポート 経営支援 IT サポート
●   自動化支援
●   医師事務作業補助
●   看護補助

●   増収・増患支援
●   外部サービス 

連携支援

● ヘルプデスク
● 保守管理
● 障害対応

診察で 
待たない

診療 
サポート

●  本来業務に特化
●  サービス品質向上
●  労務管理の軽減

導入メリット
医師・看護師 患者さま

●  接遇の向上による 
満足度UP

●  院内滞在時間の短縮

予約・問合わせ

受付処理

料金計算

診療報酬請求

予約 受付 会計検査・ 
診察

リモート 
医事センター

リモート医事は、医療事務の専門スキルをもっ
た当社のスタッフが、クリニックを中心とした
全国各地の医療事務業務を、“リモートセン
ター”でリアルタイムに対応するサービスです。
医療機関、医療従事者、患者さますべてにプ
ラスを生み出す新しい医療のカタチの第一歩
です。

会計で 
待たない

医療事務の視点から業務を DX 化

2021年6月サービス開始 サービス化予定
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介護
事業

幅広い地域で介護事業所を運営し、多種多様なサービスを提供し
ています。基本理念である「自立支援と地域トータルケア」の実現
に向けて、⾝体機能の維持向上を重視したサービスと事業展開エ
リアの拡大、エリア内の提供サービスの拡充を進めています。

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
●  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
● 都市型軽費老人ホーム

日本の介護サービスの未来を担う、介護業界のイノベーションリーダーを目指します注目！

● ICT活用でサービスの質と生産性をアップ
ICTを活用しバックオフィス
業務を効率化することで、ス
タッフはご利用者さまのケア
に集中。介護のプロとして働
きがいのある、環 境づくりを
推進することで、サービスの
質と生産性の向上に取り組
んでいます。

【介護サービスサイト】

【地域トータルケア】
住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで
●  「地域トータルケア」とは、一人ひとりの高齢者の生活圏*の中で複数の介護サービスを

提供することでニーズに応えることを目指すコンセプトです。
●  当社では、2030年には介護サービスを行うエリアを300に拡大し、すべてのエリアで

訪問介護、通所介護、居宅介護支援、グループホーム、有料老人ホーム他の施設を各1事業
所以上運営することを目指しています。

*生活圏（＝1エリア）は中学校区／半径5～20キロ圏／市町村区など。地域の広さや人口によって異なります。

訪問介護支援システム「TPO-Care」
訪問介護におけるタブレット活用で「ITビジネス賞」を受賞*
～介護サービス関連システムの受賞は初～
* 公益社団法人企業情報化協会主催 
「平成30年度（第36回）IT賞」において受賞

● 広がっていくソラストグループ
事業エリアの拡大とエリア内
のサービス充実をスピーディ
に進めるために、M&A*を積
極的に活用。当社に共感い
ただいた介護事業者の皆さ
まに仲間入りしていただいて
います。

* Mergers and Acquisitions： 
企業の合併や買収の総称

エリア

介護利用者

訪問介護

居宅 
介護支援

デイサービス

グループ 
ホーム

医療との連携
医療関連事業に 

おける顧客基盤との 
連携推進

その他施設
（有料、サ高住、 
小規模多機能、 

ショートステイなど）
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保育
事業

ソラストいちかわ保育園 
主任

秋山　潮里さん

認可保育所を中心に、月極保育、一時保育、病後児保育などのサービス
を提供しています。基本理念は「すべてはそこに暮らす子どもたちのため
に」。保護者の育児パートナーとして、地域の子育てを支える拠点となる
明るく親しみやすい保育園を目指します。

● 心地よい保育環境
木の温もりあふれる、明るくて清潔
な園内。衛生面、安全面に細心の注
意を払いながら、子どもたちがのび
のびと遊びに集中できる環境を実現
しています。

● 安心・安全への配慮
全スタッフが小児MFAプログラム*1

を習得。食材にこだわった手作り給
食やおやつなど、安心・安全に配慮
しています。

● ICTを積極的に活用
登降園の管理、欠席連絡、連絡帳
などはスマートフォンで。保護者と
スピーディに情報共有をしています。

● 英語・音楽にも触れる
幼児英語レッスン*2や音楽プログ
ラム*3を導入し、楽しみながら英語
や音楽に触れる機会を提供。保護
者の方にも好評です。

*1:  新生児から10歳くらいまでの、緊急時の心肺蘇生法や救急法、予防の知識を習
得するプログラム。

一人ひとりに深い愛情を注ぎ、温かく見守る「もう一つの我が家」を目指します注目！

*2:  ECCジュニアの幼児英語レッスンと提携。2歳児以上対象。
*3:  ヤマハ音楽振興会による保育園・幼稚園向け音楽正課プログラム「おと♪はぐ™」。

仕事を率先して楽しむ
職員の気持ちにゆとりがあれば自然と
良い保育が提供でき、子どもたちを笑
顔にすることができます。笑顔を見る
と自然と元気になりますね。子どもた
ちのために職員同士が連携して何か
を成し遂げたときに、やりがいを感じ
ます。

教育サービス
日本初の医療事務の専門養成機関として、創業以来培ってきたノウハウ
を生かし、医療事務や介護の現場で即戦力となる人材を育成します。

■ 個人向けサービス
初めて学ぶ方から経験者ま
で、時間と場所を選ばない
多彩な講座・コースと各種
試験対策をご提供します。

■ 法人様向けサービス
人材 育成 プログラムや、集
合・通信研修、トレーニング、
講師派遣など、お客様のニー
ズに応じてご提供します。

■ 学校様向けサービス
充実したカリキュラムと教材、
知識・経験豊富な講師、就職
に役立つ資格取得までワン
ストップでご提供します。

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® （接遇）
･ 医師事務作業補助者
･ 看護助手養成　ほか

介護系
･ 実務者研修
･ 介護事務
･ 高齢者疑似体験プログラム
･ 介護技術トレーニング　ほか

Course

［教育サービスサイト］ ［法人様向けサイト］ ［学校様向けサイト］

【保育サービスサイト】 あきやま　　  しおり
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会社概要

■ 会社概要
名称 株式会社ソラスト

Solasto Corporation

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 -2610（代表）

URL ［ホームページ]  
▶https://www.solasto.co.jp/

創業 1965年10月（設立1968年10月）

資本金 5億9,500万円

代表者 代表取締役社長 CEO　藤河 芳一

上場証券
取引所

東京証券取引所 市場第一部
（証券コード　6197）

売上高 
（連結） 1,061億円（2021年3月期）

従業員数
（連結） 29,838人（女性比率 約90%）

拠点数 
（連結）

医療 支社 33ヶ所

介護 合計 633ヶ所
訪問介護*1 151ヶ所
通所介護 194ヶ所
居宅介護支援 91ヶ所
グループホーム 85ヶ所
有料老人ホーム・ 
サービス付高齢者 
向け住宅 47ヶ所
その他*2 65ヶ所

保育 保育所 20ヶ所

　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。

■ 主要グループ会社

連結子会社

〈介護事業〉

株式会社住センター
神奈川県でデイサービスを運営しています。

ベストケア株式会社
愛媛県、関東圏、関西圏でデイサービスを中心に運営しています。

株式会社日本ケアリンク
1都3県で施設系介護サービスを中心に運営しています。

株式会社オールライフメイト
東京都内を中心に介護付き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
東京都内を中心に50ヶ所以上のデイサービスを運営しています。

株式会社クリーンメイト
千葉市で居宅介護支援および訪問介護を運営しています。

恵の会グループ
大分市を中心に複数の介護サービスを運営しています。

株式会社日本エルダリーケアサービス
首都圏を中心に、訪問介護や居宅介護支援などを運営しています。

株式会社ファイブシーズヘルスケア
神戸・大阪エリアにおいて、グループホームを中心に運営しています。

〈資格認定事業〉

株式会社技能認定振興協会
日本で初めて医療事務の技能を認定した資格団体です。
医療・福祉関連事務の技能認定試験を実施しています。

特例子会社

株式会社ソラストフォルテ
障がい者雇用を継続的に促進し、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。

ソラリン

ソラスト 
マスコットキャラクター

*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、定期巡回・随時対応型訪問介護看護などが含まれております。

 

※2021年3月末時点（拠点数および主要グループ会社については2021年6月末時点）
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