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１．連絡ノートの起動

連絡ノートアイコンをタップします。

1

iOS（iPad iPhone） Android



【記事内容】
記事内容の「もっと読む」をタップすることで、その記事の内容すべてを表示します。

２．ログイン～記録の参照

連絡ノートシステムは、ログインを行うことで提供している機能を利用することができます。

2

【オンライン作業】
ネットワーク回線に接続した状態
で利用します。情報の参照・編集は
データを管理しているサーバへ直
接アクセスします。

【オフライン作業】
タブレット端末に履歴取得した情
報を参照・編集する際に利用します。

②

③

①

サムネイル画像をタップすることで、
画像を拡大表示します。

利用者氏名をタップすると、記録一覧が表示されます。
左上の○をタップすると所属施設で担当する利用者一覧
が表示されます。

スクロール

ユーザIDとパスワードを入力し、
開始ボタンをタップします。
カードのＱＲコードを読み込んで
ユーザIDを入力することもできま
す

連絡ノートの参照登録ボタンをタッ
プすることで利用者一覧を表示し
ます。



３．連絡ノートへ記事の登録・仮登録

文字や写真、動画、テンプレートの記事を登録できます。
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【文字手書き入力】 【文字入力】 【ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ入力】 【写真撮影】 【動画撮影】
(Android版)

次の機能も利用できます。
・登録時の入力日時設定

① ②
③

記事に対するコメントを入力で
きます。文字入力し、コメント
登録ボタンをタップすることで
登録できます。

自分だけのメモを入力できま
す。文字入力し、担当メモ登録
ボタンをタップすることで登録
できます。

・登録されている記事への
コメント

・自分だけのメモ入力
・自分が登録した記事の削除

自分が登録した記事であれば、
削除できます。
※他の担当が登録した記事は、
削除できません。

登録ボタンをタップすると、記
録日時設定のためのカレンダ
と時刻リストが表示されます。
時刻は現在時刻を表示してい
ますが、後日登録を行う場合
はここで実際の日時を指定し、
登録を行います。

登録ボタンをタップすることで
記事を登録できます。
仮登録ボタンをタップすると
仮登録状態となります。

仮登録について
・仮登録状態の記事については、
次のような操作ができます。

入力項目 記事の修正・削除 補正

テキスト 修正可能 テキストを廃棄したい場合は
画像だけでの登録可能テンプレート テキストとして修正

画像・動画
張替不可
削除可能

張替が必要な場合は、削除
して新たな記事として入力

仮登録状態の記事は、仮登録した利用者
IDでログインした場合にのみ参照や更新
ができます。

（一覧で仮登録マークが表示されます）



４．便利な機能 読んでよ！・読んだよ 4

連絡ノートに登録された記事を確実に伝える、確実に参照するための機能があります。

【読んでよ】（現在参照中利用者）
現在参照中の患者に関する読んでよ一覧
を表示します。

【記事の参照状態の表示】
登録した記事には、参照態が一覧上に表示されます。
表示は次の様に変化します。

読んでよ！ → 既読確認 → 既読

【各状態での操作】
登録した記事に対して登録した記事を
他の担当者に読んで欲しい時にタップします。

読んでほしい人を指定して、読んでよの登録または、
登録＆メール（メール通知もする）をタップします。

「読んでよ！」登録した担当が記事を読んだか
どうかを確認できます。
タップすると「未読既読一覧」が表示されます

「読んでよ！」で指定した担当者の全てが
記事を参照した場合は「既読」が表示されます。
タップすると、「未読既読一覧」が表示され、
「全て既読です」と表示されます。

既読確認

読んでよ！

既 読

読んでよ！ 既読確認 既 読

【全読んでよ】
読んで欲しい記事が登録された場合に赤く表示されます。
「読んでよ」をタップすると一覧を吹き出し表示します。
また、読みたい記事をタップすることで該当記事を画面に
表示します。

一覧表示を「全表示」と「未読のみ」と切り替えることが
できます（デフォルトは「未読のみ」です）。



４．便利な機能 コメント・メモ・プロファイル 5

連絡ノートに登録された記事へのコメント・メモ、プロファイルを参照します。
【資料一覧】
計画書等の登録されている資料一覧を表示します。
該当資料名をタップすることで資料を参照できます。

【プロファイル】
利用者のプロファイルを表示します。
お薬手帳を見る、命の宝箱を見る、命の宝箱撮影の各ボタン
をタップするとそれぞれの情報が参照できます。

【更新】
記事一覧を最新化します。

【患者・利用者一覧】
利用者一覧を表示します。自分が担当していない利用者の情報を
参照・登録する場合、○をタップすることで自分の担当以外の利用者
が表示されます。該当の利用者をタ患者ップすることで連絡ノートを
表示します。

【全コメント】
自分が登録した記事にコメントが入力された場合
に赤く表示されます。「コメント」をタップすると一覧
を吹き出し表示します。また、読みたいコメントを
タップすることで該当のコメントが書かれた記事を
画面に表示します。

【全メモ】
登録したメモを表示する際に利用します。「メモ」を
タップすると一覧を吹き出し表示します。また、読み
たいメモをタップすることで該当のメモが書かれた
記事を画面に表示します。
自分の登録したメモのみ参照できます。



５．オフラインでの使用

ネットワークに接続しないでオフライン使用する場合の事前準備です。

6

オンラインでログインし、オフライン
操作準備をタップします。

①

履歴取得期間と取得する資料の種
類を選択します。
データサイズを調べるボタンをタッ
プし、サイズを確認した後に履歴取
得実行ボタンをタップします。

④

履歴取得ボタンをタップします。

オフラインで利用したい利用者を
選択します。選択することでチェッ
クマークが付きます。

②

③

履歴取得した利用者は「ダウン
ロード済み」を表示します。

終了をタップします。

⑤



５．オフラインでの使用

オフラインモードでログインし、記録の参照登録を行います。
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オフライン
で使用

オフラインで記事を登録した際に
送信対象となる記事にマークが付きます。

オンライン
でログイン

オフライン作業をタップします。

⑥

履歴取得を行った利用者一覧を
表示します。

オンラインでログインし、データ
更新をタップします。

①

反映する利用者名を確認し、
「更新して削除」をタップします。

②

赤い矢印マークを表示
しているものが送信対象
の記事です。

ユーザIDとパスワードを入力し、
開始ボタンをタップします。

⑦



６．オフラインでの使用（事前準備ができなかった場合）

オフラインモードでログインし、記録の参照登録を行います。
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オフライン
で使用

オフライン作業をタップします。

① 仮登録名を指定して、登録ボタンを
タップします。

ユーザIDとパスワードを入力し、
開始ボタンをタップします。

② 事前準備を行っていなければ、一覧
には誰も表示されません。
（事前準備を行っていれば、履歴を
取得した利用者名が表示されます）

仮登録ボタンをタップして、患者利用
者名を仮登録します。

指定した名称が一覧に表示されます。
仮登録名称には「仮」マークが表示さ
れます。
名称をタップすると記事の一覧画面
が表示されます。

記事一覧画面で、ノート入力をタップ
すると、記事の入力・登録画面となり、
記事の登録ができます。

記事が登録されます。
サーバには反映されていないんので、
「未送信」マークが表示されます。

③

④

⑤
⑥ ⑦



６．オフラインでの使用（事前準備ができなかった場合）

オフラインモードでログインし、記録の参照登録を行います。

9

オンライン
でログイン

オンラインでログインし、データ
送信をタップします。

仮で登録した名称が一覧で表示さ
れます。
仮登録マークおよび紐づけ表示が
あるものは、実際の患者利用者と
の紐づけが行われていないので、
名称をタップします。

履歴取得を行っていた利用者があ
れば、その利用者名も一覧に表示
されます。

紐づけ対象利用者一覧が表示され
るので、該当する利用者をタップし
て設定します。、

紐づけ先を決定したら、送信ボタン
をタップします。

紐づけ先患者利用者の記事に反映さ
れます。

⑧

⑨

⑩
⑪

⑫



７．ログインＩＤのＱＲコード入力

ユーザIDは、QRコードの読み取りで入力することができます。
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カメラでユーザIDを入力をタップします カメラが起動されるので、QRコードにフォーカスを合わせます。
フォーカスがあってコードが読み取れると自動的に文字列に変換してユーザIDに変換文字列が表示されます。
パスワードを入力して、開始ボタンをタップすると使用できます。

ユーザIDのQRコードをあらかじめ写真で撮影し、端末に保管しておくと、写真一覧からQRコード写真を選んでユーザIDを入力することができます。

ファイルでユーザIDを入力をタップします 写真フォルダーが起動されるので、QRコードを撮影した写真を選びます。
写真を読み取ると自動的に文字列に変換してユーザIDに変換文字列が表示されます。
パスワードを入力して、開始ボタンをタップすると使用できます。


