
ICT業務支援システム「FTCare-ｉ」ご紹介

簡単で使いやすい。

介護、福祉の現場で求められるものをかたちにしていきます。
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https://um-labo.biz/
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愛媛県内で、年間６０事業所平均でこの３年間増加しています。
その理由は、根本的なシステムの考え方が他社と異なる点です。



3

一つのFTCare-iシステムの中に、高齢者福祉施設向け機能、児童福祉施設向け機能、障害福
祉施設向け機能を備えており、異なる福祉サービスを展開する各施設を横断し、法人単位で

まとめて管理する事が出来ます。

介護サービス向け機能
（高齢者福祉向け機能）
FTCare-i@kaigo

障害福祉サービス向け機能
FTCare-i@shougai

児童福祉サービス向け機能
FTCare-i@jidou

全ての福祉を一元化



ＦＴＣａｒｅ−ｉは「記録」に特化したクラウドシステムです。

・簡単な入力で、記録業務の負担を軽減します。

・手書きや転記、文字の打ち込みを減らします。

・情報を即座に共有し、コミュニケーションの円滑化を図ります。

・お客様施設に最適な使い方を追求していく事が出来ます。
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１つのソフトウェアで、利用者管理、各種介護・援助記録、申送り、スタッフ連絡、家族との連絡、
各種計画書・モニタリング、各種様式出力、オンライン会議、実績管理、カレンダー機能、FTCare-i
の全てが出来る仕様を御準備。 当然 LIFE（全項目）・ICT連携仕様にも対応しています。

基本機能

利用者台帳管理
（フェイスシート／アセスメントシート）

介護記録管理
（記録の入力／集計・閲覧／出力）

帳票出力
（業務日誌／サービス提供記録／報告書／議事録）

計画書管理
（各種計画書／評価モニタリング）

利用予定・実績管理
（通所系／短期入所系サービス）

連絡／申し送り共有
（掲示板／メッセージ機能）

カレンダー機能
（利用者予定／スタッフ予定／施設予定／その他）

LIFE・ICT連携仕様に対応済
（LIFEは全項目に対応。ipad等からも入力できます）

翻訳機能による１０ヵ国語以上に自動変換

Windows・ipad等のIOS・Android・MAC 全てのインターネットに接続できる機器で操作できます。

音声入力･タッチ入力･QRコード入力などの簡単操作

Ａpple Pencilにも対応済。画面に書くだけ。

その他
（お客様環境に合わせた調整が可能です）
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「FTCare-i」LIFE（CHASE・VISIT）情報管理機能をリリース
FTCare-iのバージョンアップとして、「科学的介護情報システム（Long-term care Information system For Evidence；LIFE ライフ）」へ
の情報管理機能をリリース致しました。第一弾として科学的介護推進情報を中心とした情報入力管理画面とCSV出力機能を提供させて頂き
ます。その後段階的に、新しい様式（帳票）出力機能を提供させて頂きます。
（※対応項目は随時拡充され、最終的にはLIFE項目全体への対応済。）

FTCare-iからのLIFE情報出力（運用イメージ）

LIFE情報
（CSV形式）

LIFE情報入力・出力
（CSV形式）

LIFE

FTCare-i画面イメージ
（※開発画面の為、変更される場合があります）

LIFE情報 登録
（CSV形式）

主な機能

LIFE情報入力管理機能

LIFE情報CSV出力機能

様式（帳票）出力機能

「LIFE情報（CHASE・VISIT）情報」入力・出力管理
（※項目については、順次拡充されていきます）

パソコン・ipad等
のタブレット機器
で入力可能

パソコンでLIFE

システムにCSV

取込で終了

「LIFE情報（CHASE・VISIT）情報管理機能」は順次機能強化予定です。
まずは第一弾としてリリースしております。

「FTCare-i」情報連携の標準仕様へも対応しました
FTCare-iは「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」に準じた機能としてICT連携
オプションをリリース。請求システムとの連携も可能となりました。※請求システムとの連携実績あり、詳細はお問い合わせください。

ICT連携オプション イメージ

標準仕様レイアウト
（CSV形式）
出力・取込機能

標準仕様レイアウト
（CSV形式）

他社システム

標準仕様レイアウト
（CSV形式）対応システム

FTCare-i画面イメージ

共通フォーマット（標準仕様CSV）の出力と取込に対応する事で、FTCare-i・他社システムの間の情報連携を実現する事を目指します。

新機能を今春搭載！



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
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＋

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）

日々のケアの記録・特記・食事・排泄・バイタル等をカンタンに記録出来ます。

【手書き例】

変換候補も表示されます。

（例：じを書くと褥瘡が候補に出る等）

ラベル



記録内容集計確認機能 帳票作成機能
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食事量・バイタル等はグラフ化され、記録は各種PDF帳票として出力できます。

様々な方法で、あらゆる記録を蓄積し、抽出、出力する事ができます。
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予定 実績

予定と実績をカレンダースタイルで

表示します。

この画面から予定と実績の入力も可能です。

週間カレンダーview １日カレンダーview

月間カレンダーview

カレンダー機能

記録情報も一目瞭然、利用者と職員の各種情報を見える化しています。

介護の現場は短時間で情報把握が
必要とされています。
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職員同士の情報共有を通してコミュニケーションを活発にします。

【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】

【職員同士（グループ）でのメッセージ交換機能】

【スタッフ連絡・申し送り共有機能】

【スケジュール、予定一覧】
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【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】

ブラウザ翻訳機能に対応しており、外国語対応も可能です。

申送りも情報共有もケアプランまで、
全機能を外国語対応可能です。



FTアプリ
無線（Bluetooth）でバイタルを自動入力

ウェアラブル機器連携

ご家族用画面・メール配信・面会

個別カスタマイズ対応
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※オプション、カスタマイズ対応はお打ち合わせの上、
有償にてご案内させて頂きます。

施設のご要望に合わせた個別カスタマイズも承っております。

新規機能開発等へも柔軟に対応してきた実積があります。



情報セキュリティ確保②オプション

1

3

WEBブラウザにてシステムにアクセスします。

レスポンシブ画面表示対応により、

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等のテクノロジーを活用出来ます。

クライアントライセンスフリー

使用する端末は何台でもOKです。

利用アカウント（スタッフ）を何人でも発行出来ます。

クラウド（WEB）システム

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。

環境構成例

・端末認証（制限）

・施設間相互利用（VPN）

・施設内端末限定利用

情報セキュリティ確保①オプション

端末自体には記録情報を保持しない為、

端末故障・紛失等による情報漏洩・紛失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。

情報は常にクラウドサーバに保持（保存）され、

端末はアクセス（ログイン）時のみ、情報にアクセスできます。
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複数の併設サービスを横断してご利用頂くことが出来るシステムです。

WEBシステムならではの保守性と、セキュリティ確保が可能です。
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サービスに＋αの付加価値を

提供サービスの一部として
メール配信、家族用画面の
サービスをパンフレットに掲載し
て紹介。

ご家族からも、
「利用者の健康状態をすぐに知る
ことができるので安心できる」
と良い評価を受けています。

オプション例

■メール配信オプション

登録したメールアドレスにバイタルや食事量
などの情報を指定時刻に自動で配信します。
手動で指定したグループに対して配信もでき
ます。

■家族用ログイン画面オプション

記録内容の一部をご家族にも見ていただける
ように専用の画面とログインアカウントを設
けます。
家族用画面はカスタマイズも可能です。

家族や関係者に対する情報共有ご家族用画面・メール配信

オプションのメール配信などの機能を用いて、サービスの充実やご家族への安心を
与える提供サービスの一部としてシステムを活用することができます。
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各事業所との会議・連携医療機関との面談、家族との面会など多種多様な活用を想定しております。

高齢者等の状態や

ケアに関する情報をご家族へ

お伝えできる

スタッフ間の業務

に関する情報伝達など

タブレット、PC、スマホを利用し
インターネットで繋げます。

「 FTcare-i オンライン会議オプション・家族面会システム」

サービス担当者会議・法人内の

ミーティングなど

アプリも要らない、暗号化通信
とパスワード等で安心な接続
方法。

家族サイトから、ワンクリックで
面会システムに接続。

業務支援システムFTCare-i連動版は会議議事録
も自動作成。

家族のスマホから接続可能。だから
職員への負担を軽減。

必要な情報を共有。そして皆が笑顔になる仕組み！
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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

【バイタル測定機器とのBluetooth（無線）連携】
対応しているバイタル測定機器でバイタル測定を行うと、
その計測値が自動的に、Bluetooth無線を介して入力端末へ送信されます。
スタッフは手動で計測値を打ち込む必要がありません。

【介護ロボット機器等との連携（情報収集）】
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。
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必要な情報はリアルタイムで確認！
要注意などは色でわかり、日誌情報も即座に把握！

他社と違い時間も全てきちんと入力できた上での操作性。
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FTCare-iからCSV出力して取り込むだけ

ケアプランの見直しや介護サービス提供量などを詳細に集計分析

事業所毎のマスタを自動作成し、マスタからの選択や調べたい語句だけで24時間の表に集計。

必要な情報を簡単に集計分析。利用者の状態把握に‼

現場の声を反映し、作成したツールです。今後もこのように簡単にできるものは、無償ツールとして配布していきます。お渡しする前にマスタ等確認を致します。

FTCare-I の事業所毎のマスタを活用した、独自の項目分析とLIFEの各種項目を、比較できるツールとして活用できます。

「 FTcare-i 行動記録分析ツール2.0」 エクセルで動くツールです。
無償提供！
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２５種類以上の帳票で独自分析‼ PDF出力などの機能も
出力する項目も自由にカスタマイズ‼

FTCare-iは株式会社エフトスの商標登録商品です。

IN/OUT項目に合わせて集計します。

一部の出力例です。詳細な内容はお問合せ下さい。

株式会社ユーエムラボ

【分析ツール作成】

栄養ケアに必要な数値も自動算出。

個人毎の記録に基づく自立度と要介護度の自立度を自動集計。
項目も自由に選択できます。

利用者毎の情報共有頻度と介護記録との関連性も自動算出。

項目に合わせて詳細な内容を集計します。
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給付管理・介護保険請求・利用者請求・入出金管理・預り金

各種サービス計画書・モニタリング・LIFE管理・介護記録・情報共有ツール・
予定実績管理・業務日誌などの業務支援全般

バイタル機器

は、いろいろなセンサー機器と連携し、請求システムとの一気通貫も実現しています。

データ連携

※連携は一例です。御相談下さい。

主要な連携センサー及び予定センサー（一例です。）

国内初上陸！
海外の導入事例は多数

データ連携
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驚くほどの低コストで多くの機能を保持したビジュアルセンサー！
Wifi環境さえあれば、１台から複数台でも可能に。
プライバシーに配慮した画面と顔認証機能で、より安全な介護現場をサポート致します。
海外で多くの実績！「カナダ、中国、台湾」のいくつかの介護施設で、ほぼ２年間テストされてきた商品！

AIチップ内蔵見守りビジュアルセンサー
Sentinare（センティネア）

(1) プライバシーに最大限配慮された機能
(2) 顔認証機能
(3) 転倒、離床、ベッド落下を検知、お知らせ
(4) SOSサインを検知、お知らせ
(5) 利用者と会話機能
(6) 24時間 暗闇でも見守り
(7) ダッシュボード機能
(8) 立ち入り禁止区域侵入検知
(9) 転倒リスク評価

買いやすい価格＋高い精
度をもつ
在宅介護＆介護施設向け
のセンサー

本体１台 数万円～ 月額数千円～ と低価格で高性能！
価格や詳細機能などはお問合せ下さい。

安く買っても使ってない機器はありませんか？
そうならない為にも、運用コンサルティングが出来るUM-LABOへお任せ下さい。

も連携可能となります。
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福祉システム

自社開発商材も今後リリース致します。センサー機器

ほぼ全ての商材がFTCare-iと連携可能。

「InterEye]
高齢者見守りシステム

コンサルティング事業部 環境整備事業部でも福祉と結びつくサービスを提供しております。
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も連携可能となります。
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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/

