
現場で使える資料、確認問題付き！
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yoru`s（ユアーズ）とは？

your`sは、スマホやタブレット、
PCを使って、
現場の経験・知識・声を組織全体で
蓄積・共有・改善するシステムです。

そんな問題を解決します

在宅医療・介護事業所の
業務効率化を支える アプリです

「社内のほしい情報を探すのが大変
…」

「ナレッジ共有が上手くいっていない
…」

！



訪問看護におけるナレッジ共有とは？

企業全体の生産性を高めることです

個人が持つ知識やノウハウを組織の
ナレッジとして一箇所に蓄積し、

ナレッジ共有とは、

企業全体の生産性を高める

組織のナレッジ

蓄積

個人の知識 個人のノウハウ

その結果として



ナレッジ共有が機能しないと

教育に費やす時間が取れず、
新入職員がなかなか育たない ステーション間での

事例共有がうまくできない

ノウハウやナレッジが属人化しており
社内に蓄積されない 社内で何度も同じ質問が発生し

毎回同じ回答をする

ケア方法が共有できておらず
クレームに繋がる

組織全体の
生産性が下がる



your`sで解決する課題

経営者

人材流動化への対応 属人化の防止 複数ステーション間での業務フロー均質化

ノウハウやナレッジが属人化されており、
社内に蓄積されていない

ステーション間でのルールやノウハウが統一
されておらず、教育にもばらつきが見られる

社内にナレッジやノウハウがあっても、属人化されており、
社内に蓄積されていない。ということはありませんか？
your`sでは社員の知識や経験をQ&Aやwiki機能により
社内にナレッジを蓄積。組織のパフォーマンスを最大化します。

ステーション間でのルールやノウハウが統一されてお
らず教育にもばらつきがみられる。
そんな課題もyour`sで解決。
誰でも簡単にナレッジの蓄積・検索ができます。

ステーション間



your`sで解決する課題

管理者

質問対応軽減 教育コスト低下 クレーム防止

社内情報やナレッジが体系化されてな
く、同じ質問が多発し非効率 ケア方法が統一されていない

社内で何度も同じ質問が発生。毎回同じ説明をしていて
非効率。その様な問題を解決します。
your`s内で質問から回答まででき、ナレッジとして蓄積さ
れるので同じ質問で時間をとられることが少なくなります。

利用者に対するケア方法の統一、情報共有が出来ておらず
クレームにつながる。他のスタッフがどこに気をつけて、
どんなケアをしているか分からない。
そんなことありませんか？
your`sであればスタッフ間の情報共有をすばやくできます。

管理者

利用者満足度向上 情報共有の効率化



your`sで解決する課題

教育者

資料作成時間の短縮

資料やマニュアルを作成する時間が
取れない 教育内容を理解しているか不明

忙しい訪問の合間に、資料やマニュアルを作成する時間が
取れない。そんなことありませんか？
your`sなら現場で使える資料をデザイナー、認定看護師、
管理者、教員等と共同作成してご用意しています。
制度改正にも対応しています。

教育しても内容を理解しているか分からない。
your`sなら現場で必要になる知識を認定看護師、
管理者、教員等と共同作成してご用意しています。
制度改正にも対応しています。
自動採点チェック、集計にも対応しています。

教育者

教育コスト削減



your`sで解決する課題

新入職員

残業時間の減少

マニュアルの場所や、資料が点在して
おり、情報にすぐにアクセスできない

複数のツールに情報が点在しており探すのが困難。
そんなときもyour`sで探せばみつかる。
分からないところも、質問すれば誰かが答えてくれる。
匿名で質問することも可能。そのQ&Aが誰でも検索できるようになるので、
次に入ってくる人が同じ質問にぶつかったときでもyour`sで検索すれば即解決。

心理的安全性の確保



your`sが得意な情報

your`sは 「ストック型の情報」 の管理が得意です

フロー情報 ストック情報

【ビジネスチャット /メール】

・会話や雑談などのコミュニケーション
・質問、相談 ・ニュース
・システム通知

有効期限が短い

再利用性が低い
日々流れていく情報

【your`sでの情報】

・社内マニュアル ・ケア方法共有
・社内FAQ ・議事録
・業務ノウハウ

あとで参照する

何回も参照し、
まとめて貯める
ナレッジ情報



your`sの活用シーン

社内FAQ

○○の方法教えてください
よくある質問

マニュアル

ツールの使い方
社内申請方法
社内規定・就業規則

事例共有

○○さんの事例共有
インシデント、
アクシデント

議事録

アジェンダ
議題内容
決定事項・
アクションリスト

入社
オンボーディング

初日にすること
社内ルール
オリエンテーション

ケア方法
共有

ケア手順
ケア時の注意点
コミュニケーション方法

作業手順書

コロナ対策
事務マニュアル

引継ぎ

○○さんの内容引継ぎ
業務内容共有

お知らせ
社内報

イベント案内
社内報・人事通達



your`sの活用シーン（画面イメージ）

資料閲覧 社内マニュアル ケア方法共有

※標準搭載



your`sの特徴１

研修資料をご用意
＾

現場で使える資料を標準搭載
制度改正にも対応し、
マニュアルや資料作成
時間を短縮できます。

＾

フォルダ階層で理解しやすい
＾

情報はツリー構造で管理。
深い階層のフォルダも
わかりやすいです

Webでかんたん文章作成
＾

自社独自のルールや
マニュアルをWeb上で簡単に作成・閲覧可能

文章のテンプレートもご用意。

画像、動画、word、Excelファイルも添付可能



your`sの特徴2

理解度チェックテストをご用意
＾

学習した内容をアウトプット。
結果は自動採点、自動集計で
空いている時間に学習可能

＾

ページを見た人がわかる
＾
＾

ページを見た人を一覧表示。
「あのドキュメントみた？」はもう不要です



your`sの特徴3

コメント機能

ケア手順や社内マニュアルに
対する質問など、コメント機能で
コミュニケーションできます

タグ機能

タグ付けして情報を管理。
「フォルダ」と「タグ」で
情報を管理しやすくしています

マルチデバイス対応

PCはもちろん、
スマホ、タブレットでも、
すべての操作ができます

動画資料

近日中リリース予定
アニメーション動画で
わかりやすく学習

NEW



導入による効果

【ほしい情報がすぐに見つかる】

バラバラに散在しているストック情報を、
your`sで一元管理することで、

「あの情報どこにある？」が解消します。
情報を探す時間の短縮、
ストレスから解放

【教育時間の短縮】
【引継ぎコストの低減】

入社時の手続き方法、研修内容、
ケア時の注意点をyour`sに残すことで、
担当者の負担や引継ぎに要する時間

を短縮でき、コスト削減・生産性を向上

【属人化の解消】

ケア方法、マニュアル、手順書を
残す事で、あの人しか知らないという

属人化の防止に



顧客の声

管理者の教育時間が

20%削減
研修資料作成の手間が

大幅に減った

教育時間を削減できた
と教育に関わる社員の

8割が回答

！！！



費用

初期費用：¥298,000

エコノミー レギュラー ラージ

月額費用（税抜） １８，５００円/月 ２２，５００円/月
２９，８００円～/

月
（要相談）

利用人数 ～５０人 ～１００人 １００人以上～
※表示金額は年間契約。月間契約の場合、10％増額となります

保守、運用費用



よくある質問

なぜ返金期間が60日以内なんですか？Q
利用開始して、自社で使えるシステムか十分にご検討いただきたいため60日以内としています

返金に条件はありますか？Q
ありません。いかなる理由でも納品から60日以内であれば全額返金保証をお約束します

料金の支払い方法を教えてくださいQ
銀行振り込みになります

システムを自社用にカスタマイズしてほしいですQ
可能です。別途見積もりで対応します

すでに社内にあるデータを移行代行できますか？Q
可能です。データをご提供いただき、弊社でインポート代行いたします。
ラージプラン：無料で対応します
エコノミー、レギュラープラン：手数料として4万円（税別）を頂戴しております



ご利用開始までのステップ

無料デモの申し込み

Web会議などで無料デモをします。
30分-1時間程度お時間を頂きます。
各種機能の説明、
システム説明のご案内をします。

ご契約

スムーズにご契約頂けるよう
ご担当者様向けにサービスに関する
レクチャーを始め、
課題感のヒアリングを行います。

利用開始

利用開始してからも社内に
浸透するように定期的な
打ち合わせや
チャットツールで
サポートさせて頂きます。

無料デモのご案内



メッセージ

ご検討頂き感謝申し上げます。

私の訪問看護師としての経験から、「こんなシステムがあったら、
業務効率化ができて、ケアが必要な方への時間を割く事ができる。」
と思い開発しました。

厚生労働省によると、２０１６年度の訪問看護従事者は4.7万人で、
2025年度には１2万人が必要との推計値が出されています。

今後も人手不足が確実に予想される中、ICTを活用した業務効率化をする
ことで、「住み慣れた家で最期まで過ごしたい」
「病院ではなく、自宅で、地域で過ごしたい」そう願う方々の希望を
叶える事ができると考えています。

お気軽にお問い合わせください。 サービス開発責任者 看護師
江口仁紹


