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FTCare-i（エフティーケア・アイ）

障害福祉サービス向け紹介資料

ICT業務支援システム

https://um-labo.biz/



現在の福祉事業所の実態
～現状打破を行わなければ、いつまでも人材不足は続く‼働き方改革を！～

• 多くの書類が手書き、検査(ﾊﾞｲﾀﾙ)等もセンサー系などは利用せず。手動で測
定・収集している状態。提携機関とは全て手書き・電話・FAXであり、書類の
二度手間・三度手間で業務圧迫している。

『非効率的な業務内容と運営』

• 職員の申し送りなどもケース記録との一致性は少なく、情報の統一化はされて
いない。

『情報の信憑性』

• 夜勤者などはセンサーなどの自動通報などがない為、精神的苦痛の中 業務を
遂行している。その為、離職者が後を絶たず、法人によっては年間200名程の
職員の入替が発生している。

『ケアの維持向上･教育システムの確保』

• 管理者は休日にも事業所等からの呼出しが多く、休日等がない状態で勤務して
いる。

『雇用維持確保』



業務効率化（改善）の一例



連絡帳 実施記録
日誌

バイタルなど
チェック表

・ケアや支援の記録をそれぞれの記録用紙やメモに記載、
後から転記清書

・記録の確認閲覧の問題（書類がかさばって探すのが大変）
・記録（カルテ）ノートの置き場所に行く必要がある
・モニタリング（評価）の際、いろいろな書類をかき集める

モニタリング
評価など

手書き 転記 PC・タブレット・バーコード、Bluetooth
手書き、音声、タッチ、キーボード入力

連絡帳 実施記録
日誌

バイタルなど
チェック表

モニタリング
評価など

計画書

簡単記録・共有・閲覧・集計・出力

電子化されたケアの記録は蓄積され、
必要なデータを抽出して各種帳票を自動作成できます。

スタッフ職員

計画書

FTCare-iのご紹介

スタッフ職員

現状業務の例 FTCare-iの導入

簡単操作で手書きや転記を減らし、離れた場所の情報共有を行います



記録したい項目を自由に設定しておく事ができます

管理者はマスタ画面で、

サービス毎に記録項目を管理する事ができます。

PCやタブレット（タッチ）入力

音声変換で入力・手書変換で入力
※手書きには別途アプリが必要です。

バーコードでスキャン入力

＋

行動（記録項目）
※カテゴリに所属

内容１
（複数選択）

付加項目
（複数選択）

内容２
（複数選択）

詳細内容（フリー記述）

＋

記録内容（行動）作成 記録入力

Bluetooth(無線)で自動入力（※オプション）

FTCare-iの特徴①

閲覧制限のある
詳細内容（フリー記述）

ラベル
（付箋）



FTCare-iの特徴②

定型文＋コメント簡単記録操作しやすい画面

バイタルを自動で記録
・体温
・血圧
・脈拍
・SPO２
・体重

その場で記録 外出先からも
リアルタイムに情報更新。

タブレット・パソコン・
スマホ、全て同じ画面で
見る事ができます。



記録内容集計確認機能 帳票作成機能

FTCare-iの特徴③

様々な条件で記録を集計し、帳票出力を行うことができます



【トップページへの新着表示】 【確認済✓・コメントの共有】【申し送り作成】

【施設内オンライン会議・ご家族オンライン面会】

【スタッフ連絡・申し送り共有機能】

【スケジュール、予定一覧】

FTCare-iの特徴④

情報共有でコミュニケーションの円滑化をお手伝いします

※オプション



システムはクライアントライセンスフリーのライセンス体系となっています。

更に定員数のデータ量で構成されています。

ですので、現場のニーズや状況に合わせた運用が可能です。

そしてシステム維持費で戸惑う時代は終わりました。

小規模事業所は収入ギリギリで台数少なくても運用できる？

お任せ下さい。定員数に合わせて構成されております。

大規模事業所は台数が無いと入力が出来ない。台数が増えるとどうなるの？

お任せ下さい。ライセンスフリーですので、何台でも同一金額です。



★パソコンが壊れるとデータが消えてしまう？

データセンターに保管するので、安心！バックアップも自動化。

★入力に時間が掛かって、ケアや作業に影響が及びそう。

音声入力・バーコード入力・全てが選択式で簡単・速い入力方法。

★パソコンの前に座る時間などが無い。ｉｐａｄやタブレットで動きながらの操作ができる。

★いちいち入力するよりも手書きの方が早い。

手書き入力は平仮名でも漢字でも、判断して登録するだけ。

★入力する機械が少なくてコストも掛かり過ぎる。 台数無制限のFTCare-iなら低価格。

★職員がシステムに抵抗感がある。

複雑な操作をしない・させない！だから直感で操作できるシステム！

★セキュリティが不安。 IDとパスワードで更にVPN構築内でもキチンと稼働。

★誰にでも記録が法人内で見られそう。 職員毎に施設管理など細かな設定可能。

システム化に伴う介護・福祉事業所の不安点



FTCare-iの特徴まとめ

クラウドサーバでの運用
WEBブラウザにてどこからでもシステムにアクセスでき
ます。
レスポンシブ画面設計により、様々な種類の機器から同
じ画面と機能を利用できます。
音声入力や手書き入力、Bluetooth等の連携が出来ます。
センサ機器等IoT連携の拡充も図っています。

クライアントライセンスフリー
マルチデバイス対応
使用する端末は何台でもOKです。スタッフアカウントを
何人でも発行して頂けます。（クライアントライセンス
フリー）
パソコン・タブレット・モバイル端末等、様々な機器か
らご利用頂くことが可能です。（マルチデバイス）

堅牢なデータセンタでの運用

記録はデータセンタに保存されます。
端末自体には記録情報を保存しない為、端末故障・紛
失等による情報の紛失・漏洩の心配がありません。
端末増設や更新の際、インストール等も必要ありませ
ん。

情報セキュリティの確保（オプション）
施設の情報セキュリティポリシー（方針）に合わせた、
環境をご提案させて頂く事が可能です。
・端末認証（制限）
・施設間相互利用（VPN）
・施設内端末限定利用

西日本で既に600事業所での運用

介護・障がい福祉・児童養護など多くの福祉業に対応。
１つのシステムで全ての福祉情報を一元化できます。
対象サービス：介護事業全般・障がい福祉（児童を含む）全般

児童養護など



施設A

施設B

施設C ご家族

スタッフ

情報の一元管理（横断）について

ご家族メール配信、

家族向け専用ページ

オンライン面会

（※オプション機能）

法人単位で一つのシステムを運用する事が出来ます。

異なる複数の施設を横断して、情報共有と記録の管理が出来ます。

登録利用者
施設A

施設B

障害福祉施設

高齢者福祉施設

児童福祉施設



【画面サンプル：日本語原文表示】 【翻訳言語選択】

【翻訳例：英語】 【翻訳例：中国語（繁体）】

【翻訳例：ベトナム語】 【翻訳例：タガログ語】

FTCare-iの特徴

外国語翻訳（多言語対応）できます



14

ロボット介護機器の

介護業務に伴う情報
高齢者等の状態や

ケアに関する情報

スタッフの業務

に関する情報

QRコードや音声等、様々な手段によって、情報の収集を行う

【センサ等IOT連携】 【スマホ、タブレット、PC、バーコード、音声入力、手書き入力】

スタッフの業務内容や

時間に関するデータ

介護に要する時間や

ケア内容のデータ

ロボット介護機器の

使用状況のデータ

自立に関するデータ

（介助や見守りの有無）

生活や行動の時間

（生活リズム）のデータ

バイタル・食事量等

体調に関するデータ
データの

集計・分析

共有

介護ロボット機器等との連携（情報収集）により介護ロボット機器等からの利用状況等の情報収集が可能です

株式会社エフトスは、国立研究開発法人日本医療研究開発機構
平成29年度「ロボット介護機器開発・導入促進事業（開発補助事業）」重点分野の業務支援に採択されました

オプションもいろいろ

例）利用者ご家族専用ページ（サービス提供の開示）、メール配信によるお知らせ
例）バイタル機器連携（自動入力）、ウェアラブル機器連携

カスタマイズ可能

お客様専用の新機能開発・お客様専用の機能調整・カスタマイズが可能です

その他

FTCare-iの特徴



【グラフ化】

【月間集計】

【記録メイン（記録一覧）画面】

【グラフ化・各種帳票化】

【申し送り】

（運用例）記録登録・申し送り・連絡帳・帳票作成等

【記録入力】

各種経過記録は、連絡帳や申し送り・グラフ化・集計等に反映します

【柔軟なマスタ設定】

【連絡帳一括作成】
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標準機能

◆記録入力・帳票出力
記録の登録、閲覧、修正と、各種帳票の作成、出力が行えます。（※ご利用になりたい帳票を選択頂けます）

◆連絡
申し送り、スタッフ連絡の作成、閲覧、コメント記入、個別メッセージのやり取りが出来ます。

◆計画書・報告書
各種計画書の作成と出力が出来ます。（※ご利用になりたい帳票を選択頂けます）

◆利用者情報管理
利用者情報（台帳）を管理できます。

◆マスタ設定
スタッフアカウントの発行と所属、記録項目の作成等を行うことができます。

標準帳票機能

■相談支援帳票（申請者の現状 基本情報）
■相談支援帳票（サービス等利用計画案、計画書）
■相談支援帳票（モニタリング報告書）

■利用者のアセスメントシート管理
■フェイスシート管理

■支援計画書（施設）入所・通所系
■支援計画書（施設）在宅・居宅系

■業務日誌
■サービス提供記録（放課後デイの連絡帳、施設のサービス提供表）
■サービス経過記録
■ケース記録
■サービス実施記録一覧表
■月間報告書
■ヒヤリハット・事故報告書・対策ミーティング議事録

障害施設様向けの標準機能と標準帳票のご紹介



17

相談支援帳票（申請者の現状・サービス等利用計画・モニタリング報告）
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利用者のアセスメントシート管理 利用者のフェイスシート管理

支援計画書・モニタリング表
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業務日誌

サービス提供記録（放課後デイの連絡帳、施設のサービス提供表）

支援画書作成会議
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サービス経過記録 ・ ケース記録 ・ サービス実施記録一覧表

月間報告書 ヒヤリハット・事故報告・ミーティング議事録



FTCare-iオフィシャルサイト
https://ftcare-i.com

〒791-8032愛媛県松山市南斎院町1108番地2-302号
E-mail matsuoka@um-labo.biz

株式会社ユーエムラボ
https://um-labo.biz/

＜開発元＞
株式会社エフトス ケアソリューション部

〒441-8113 愛知県豊橋市西幸町字浜池333-9 サイエンスコア

TEL／0532-74-7120

持続可能な介護・福祉へ ユーエムラボはサポートし続けます。

今の介護・福祉の情報を、未来への情報へ

株式会社ユーエムラボは、人財・商品・情報で、
介護・福祉への貢献を第一に考えています。

愛媛から始めようFor the future welfare

人を大事にする企業へ 人を笑顔にしていく事業へ

http://ftcare-i.net/

