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ケアレックスとエピグノが「Epigno®︎訪問ナース」の共同開発に合意 
〜訪問看護師を育成し、在宅患者に質の高い訪問看護を提供する〜 

 

 

H.U.グル ープの ケアレ ックス 株式会 社 (本社：東京都千代田区、代表取締役社長：三ツ 井英

敏 、以下「ケアレックス」)と、株式会社エピグノ(本社：東京都港区、代表取締役社長：乾 文良、以

下 「 エピ グノ 」 ） は、訪問看護師のタレントマネジメントソリューション「Epigno®︎訪問ナース」

の共同開発について合意いたしました。 

 

近年、地域包括ケアシステムの一環として在宅医療の重要性が増しており、訪問看護のニーズが飛躍

的に高まっています。しかしながら、訪問看護師の人材不足が大きな課題となっており、訪問看護師の

育成および定着率の向上が、地域包括ケアシステムの根幹を支える上でも重要性を増しています。 

ケアレックスは、2018 年 10 月より訪問看護事業を展開し、「Star-Q（スターク）」ブランドで首都圏

を中心に訪問看護ステーションを有しております。一方、エピグノは医療機関に勤務する看護師を対象

に、看護組織のモチベーション向上を主目的とした IT タレントマネジメントソリューション

「Epigno®︎病棟ナース」を提供しております。 

この度の共同開発においては、「Epigno®︎病棟ナース」で培ったノウハウを活用し、訪問看護師を対象

にした IT タレントマネジメントソリューション「Epigno®︎訪問ナース」の開発を目指します。本共同

開発を通じ、訪問看護師の育成および定着率の向上を促進し、患者さまに質の高い訪問看護を提供する

ことで地域包括ケアの一層の普及に貢献してまいります。 

 

■コメント 

・ ケアレックス 代表取締役 三ツ 井英敏 のコメ ント  

「 訪問看 護で必 要とさ れる看 護師の スキル は、医 療機関 に勤務 する看 護師と は異な る部

分 があり ます。 政府が 地域包 括ケア を推進 する中 で、医 療機関 で経験 を積ん だ看護 師の

方 が訪問 看護へ スムー ズに移 れる仕 組みを 構築す ること は益々 重要性 を増す ものと 考え

て います 。この 度、医 療機関 に勤務 する看 護師向 けで既 に実績 のある エピグ ノ様と 訪問

看 護師向 けのタ レント マネジ メント ソリュ ーショ ンを共 同開発 するこ とによ り、訪 問看

護 師のス キルを 適切に 評価す ること が可能 となり ます。 看護師 のモチ ベーシ ョンを 向上

さ せると ともに 、看護 師にと っても キャリ アパス の 選択 肢を広 げるこ とにも つなが るの

で はない かと期 待して います 。 」  



・ エピグノ 代表取締役 乾 文良 の コメン ト  

「 ケアレ ックス 様は訪 問看護 業界に お いて 、 人材 マネジ メント 領域 に 最も注 力して いる

企 業の一 社 です 。エピ グノも 最先端 のナー スマネ ジメン トシス テムを 開発し てきた 企業

で す。本 日発表 したエ ピグノ とケア レック ス様の 共同開 発は、 本領域 での新 たな価 値を

創 造する ものに なると 信じて います 。両社 の協業 により 、訪問 ナース のモチ ベーシ ョ

ン 、定着 率向上 を実現 して ま い りま す。」  

 

■ ケアレックス 会社概要 

商号  ： ケアレックス株式会社 

代表者 ： 代表取締役社長 三ツ井 英敏 

所在地 ： 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-16 いちご神田錦町ビル 7F 

設立  ： 1999 年 12 月 14 日 

事業内容： 1. 福祉用具レンタル サポートサービス 

２. その他在宅介護に関わる事業 

資本金 ： 450,000,000 円 

URL   ： 福祉用具事業） https://www.carex1.co.jp/   

 在宅事業）     https://star-q.jp/ 

 

 

■ エピグノ 会社概要 

商号  ： 株式会社エピグノ 

代表者 ： 代表取締役社長 乾 文良 

所在地 ： 〒106-0032 東京都港区六本木 6-8-10 STEP 六本木ビル WEST 1 階 

設立  ： 2016 年９月２日 

事業内容： 医療機関向けマネジメントシステムの提供 

資本金 ： 118,200,000 円（資本準備金含む） 

URL   ： https://www.epigno.jp/ 

 

 

 

 
【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】 

ケアレックス株式会社 

担当：平山 

E-Mail：hirayama@carex1.co.jp 

株式会社エピグノ 

担当：乾 

E-Mail：contact@epigno.jp 
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