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はじめに

登録商標について

　本書は「記録管理システム」の操作説明書です。

　本書の著作権・その他知的財産権は、株式会社富士データシステムが所有しております。

　当社の許可なく複製・複写・改変・配布を行うことはできません。

　 本書の内容に関しては将来予告なしに変更する可能性があります。また本書により生じたいかなる損害についても

当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了解のうえ、システムをご利用ください。

Microsoft、Windows、Excel は、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標、または商標です。 

Adobe、Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated の商標です。

Apple、Apple ロゴ、Mac OS、iPhone、iPod touch、iPad、iOS、および iTunes は米国アップル社の登録商標です。

その他、本書に記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
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1. 機器説明

機器の取り扱い方法

1. Apple 製品について

1. 機器の種類
Apple アプリが使用できる機器のラインナップです。

名称 画像 画面 通信方法 カメラ

iPod touch( 第 1 世代 )
3.5 インチ

480 × 320 ピクセル 解像度 163dpi
Wi-Fi(802.11b/g) なし

iPod touch( 第２世代 )
3.5 インチ

480 × 320 ピクセル 解像度 163dpi
Wi-Fi(802.11b/g) なし

iPod touch( 第３世代 )
3.5 インチ

480 × 320 ピクセル 解像度 163dpi
Wi-Fi(802.11b/g) なし

iPod touch( 第４世代 )
3.5 インチ

960 × 640 ピクセル 解像度 326ppi
Wi-Fi(802.11b/g/n) 前面、背面

iPhone
3.5 インチ

480 × 320 ピクセル解像度 163 ppi

Wi-Fi(802.11b/g)

2G
背面

iPhone 3G
3.5 インチ

480 × 320 ピクセル解像度 163 ppi

Wi-Fi(802.11b/g)

3G
背面

iPhone 3GS
3.5 インチ

480 × 320 ピクセル 解像度 163ppi

Wi-Fi(802.11b/g)

3G
背面

iPhone 4
Retina ディスプレイ 3.5 インチ

960 × 640 ピクセル 解像度 326ppi 

Wi-Fi(802.11b/g/n)

3G
前面、背面

iPhone 4S
Retina ディスプレイ 3.5 インチ

960 × 640 ピクセル 解像度 326ppi 

Wi-Fi(802.11b/g/n)

3G
前面、背面

iPad

IPS テクノロジー搭載 9.7 インチ

LEDバックライトワイドスクリーンマルチ

タッチディスプレイ

1024 × 768 ピクセル 解像度 132 ppi 

Wi-Fi(802.11a/b/g/n)

Wi-Fi(802.11a/b/g/n) + 3G
なし

iPad2

IPS テクノロジー搭載 9.7 インチ

LEDバックライトワイドスクリーンマルチ

タッチディスプレイ

1024 × 768 ピクセル、解像度 132 ppi 

Wi-Fi(802.11a/b/g/n)

Wi-Fi(802.11a/b/g/n) + 3G
前面、背面

「第 3世代移動通信システム」の略称です。３G回線とは「第 3世代の携帯電話網」になります。

携帯電話網なので、電波さえあればどこからでも通信ができますが、無線 LANと比べると速度は遅くなります。

2. iPhone 各部名称　

「ホーム」ボタン

電源ボタン上部のマイク
ヘッドセット
コネクタ

フロントカメラ 着信 /サイレント
スイッチ

音量ボタン

※電源ボタンは、通常「オン /オフ」　または　「スリープ /スリープ解除」
ボタンと呼びますが、本書では電源ボタンと呼びます。

Dock コネクタ

３Gとは

※バージョンにより各部の構成・名称は変わる可能性があります。
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3. iPod touch 各部名称　

フロントカメラ

カメラ
電源ボタン

スピーカー

音量ボタン

4. iPad 各部名称

「ホーム」ボタン

Dock コネクタ
ヘッドフォン
コネクタ

電源ボタン

音量ボタン

スクリーン回転ロック

「ホーム」ボタン

Dock コネクタ スピーカー

ヘッドフォン
ジャック

マイク

5. iPad2 各部名称

「ホーム」ボタン

Dock コネクタ

ヘッドフォン
ジャック

電源ボタン

音量ボタン

スクリーン回転ロック

フロントカメラ バックカメラ

※電源ボタンは、通常「オン /オフ」　または　「スリープ /スリープ解除」
ボタンと呼びますが、本書では電源ボタンと呼びます。

※電源ボタンは、通常「オン /オフ」　または　「スリープ /スリープ解除」
ボタンと呼びますが、本書では電源ボタンと呼びます。

※電源ボタンは、通常「オン /オフ」　または　「スリープ /スリープ解除」
ボタンと呼びますが、本書では電源ボタンと呼びます。

※バージョンにより各部の構成・名称は変わる可能性があります。

※バージョンにより各部の構成・名称は変わる可能性があります。

※バージョンにより各部の構成・名称は変わる可能性があります。
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2. 機器の基本操作
Apple 製品共通の基本的な操作の説明です。

① 電源ボタンを押します。

② 画面がロックされている場合は、「ロック解除」の矢印を右端

までスライド（フリック）します。

1. 電源をオンにする

① 電源ボタンを長押しします。

② 「電源オフ」の矢印を右端までスライド（フリック）します。

2. 電源をオフにする

スライド

（フリック）する
②

スライド

（フリック）する
②

① 誤操作防止のため、一定時間を経過すると、自動的に画面が消えスリープ状態になるよう設定されている場合があります。

　　スリープ状態になっている場合は、電源ボタン、または「ホーム」ボタンを押します。　　 

② 画面がロックされている場合は、「ロック解除」の矢印を右端までスライド（フリック）します。

③ スリープ状態にする場合は、電源ボタンを押します。

3. スリープ状態をオン／オフにする

スライド

（フリック）する
②

押す③

【スリープ状態をオフにする】

【スリープ状態をオンにする】

押す①

長押しする①

※画像は ipod touch

　の背面です。

※画像は ipod touch

　の背面です。

※画像は iPod touch

　の背面です。

※画像は iPod touch

　の背面です。

押す①
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① 「タップ」…指でトンとたたく操作です。

　　アプリケーションを起動する際等の操作です。

4. 基本操作について

② 「ダブルタップ」…指でトントンと 2回たたく操作です。

③ 「ドラッグ」…指でずらして動かす動作です。

　　ドラッグすることにより画面をスクロールすることも可能です。

④ 「フリック」…指で画面をはじくような動作です。

         フリックすることにより画面をスクロールすることも可能です。

5. 「ホーム」ボタンについて

① ホーム画面は基本となる画面です。ここから各アプリケーションをタップして起動します。

　　 「ホーム」ボタンを押すと、いつでもホーム画面に戻ることができます。

　　 ※「ホーム」ボタンを押す前に起動していたアプリの画面は非表示になりますが、終了はしていません。再度同じアプリを起動すると、

                「ホーム」ボタンを押した時と同じ状態が表示されます。

「ホーム」ボタン

「ホーム」画面

6. パスコードロックを解除する
① パスコードが設定されている場合は、設定したパスコードを入力します。

　　※パスコードを忘れてしまった場合は、『トラブルシューティング＞パスコードロックのパスワードを忘れてしまった場合』を

　　　参照してください。

入力する



Apple アプリ基本操作　

7. キーボードを切り替える

① 「言語切り替えキー」をタップします。

　　（英語キーボード→日本語テンキー→日本語フルキーボードとタップするごとに切り替わります。）
【英語キーボード】 【日本語テンキー】 【日本語フルキーボード】

タップする① タップする① タップする①

8. キーボードを使用する（英語キーボードの使用方法）

① シフトキー タップしてからキーボード入力をすると、大文字になります。

② モード切替キー

通常入力／数値入力／記号入力のキーボードに切り替わります。

③ ×ボタン カーソルから左に一文字削除されます。

④ return ボタン 改行が入力されます。

⑤ space ボタン 空白が入力されます。

⑥ 言語切り替えキー タップするごとにキーボードが切り替わります。

①

②

③

④

⑤⑥

9. キーボードを使用する（日本語フルキーボード）

① シフトキー タップしてからキーボード入力をすると、大文字になります。

② モード切替キー

通常入力／数値入力／記号入力のキーボードに切り替わります。

③ ×ボタン カーソルから左に一文字削除されます。

④ 改行ボタン 改行が入力されます。

⑤ スペースボタン 空白が入力されます。（変換中は「次候補」ボタンになります。）

⑥ 言語切り替えキー タップするごとにキーボードが切り替わります。
①

②

③

④

⑤⑥

10. キーボードを使用する（日本語テンキー）

① 文字送りキー 同じキーで入力する文字が続く場合に、1文字送ります。

② 逆順キー タップするごとに、文字を逆順で表示します。

③ モード切替キー

通常入力／数値入力／記号入力のキーボードに切り替わります。

④ ×ボタン カーソルから左に一文字削除されます。

⑤ スペースボタン 空白が入力されます。（変換中は「次候補」ボタンになります。）

⑥ 改行ボタン 改行が入力されます。

⑦ 言語切り替えキー タップするごとキーボードが切り替わります。

①

② ⑤

④

⑦

【入力方法１】同じキーをタップするごとに、「あいうえお…」と表示されます。

【入力方法２】キーを長押しすると、入力候補が四方に表示されるので、入力する文字をドラッグします。

【入力方法３】キーの上でフリックすると、フリックした方向の文字が入力されます。

　　　　　　　（例：左にフリック→「き」、右にフリック→「け」）

③ ⑥
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11. キーボードを使用する（iPad 専用日本語５０音キーボード）

① モード切替キー
日本語入力／英語入力／数値記号入力の

キーボードに切り替わります。

② 言語切り替えキー タップするごとにキーボードが切り替わります。

③ ×ボタン カーソルから左に一文字削除されます。

④ スペースボタン
空白が入力されます。（変換中は「次候補」

ボタンになります。）

⑤ 改行ボタン 改行が入力されます。

⑥ キーボード非表示ボタン キーボードが非表示になります。

①

②

③

④

⑤

⑥

12. キーボードで文字を変換する

① 変換候補リストから、入力する文字を選択します。

　　※キーボードの「次候補」ボタンで、候補を移動することができます。

② 変換候補に表示されていない場合は、変換候補の右にある「→」ボタンをタップします。

③ 変換候補が全て表示されるので、その中から入力する文字を選択します。

タップする①

選択する③

13. 入力エリアの文字を選択・編集する

① 入力エリアでタップします。

② 表示されたメニューから、任意の機能をタップし、編集します。

タップする①

タップする②

タップする②
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14. 充電する

① 機器の Dock コネクタにUSB ケーブルを差し込み、パソコンに接続し充電を行います。

　　または ACアダプターにUSB ケーブルを接続しコンセントに差し込み充電します。

　　※ iPad は、iPhone ／ iPod touch と比べ、より大きな電力が必要となるため、USB 接続では充電速度が非常に遅くなります。

　　　そのため、ACアダプターを使用して充電を行ってください。（USB 接続による充電時、画面に「充電していません」と表示されます。）

② 画面右上にバッテリーアイコンで表示され、充電中、充電済みとアイコンが変わります。　

　　 バッテリー残量が 20％以下になると、残量低下メッセージが表示されます。

　　 バッテリー残量０％の状態で長時間放置すると、日付が初期化される場合があります。使用時にはご注意ください。

【iPhone ／ iPod touch】

【iPad】

【ACアダプターを使用する場合】

【パソコンに接続すると・・・】

【ACアダプターを使用する】

再生時間（Apple 社 HP より）
充電時間

（Apple 社 HP より）

充電時間

（FDS 検証結果より）

iPhone4

通話時間： 3G で最大 7時間 ・2Gで最大 14 時間
連続待受時間：最大 300 時間 
インターネット利用： 3G で最大 6時間 ・Wi-Fi で最大 10 時間 
ビデオ再生：最大 10 時間 
オーディオ再生：最大 40 時間 

　　　　　――

iPod touch
音楽の再生時間：最大 40 時間（バッテリー完全充電時） 
ビデオの再生時間：最大 7時間（バッテリー完全充電時） 

AC アダプター充電：
　　完全充電約 4時間 

AC アダプター充電：約 2時間
USB 接続充電：約 3時間

iPad
Wi-Fi でのインターネット利用、ビデオ・オーディオ再生：最長 10 時間 
3G 携帯電話ネットワークでのインターネット利用：最長 9時間 
（Wi-Fi ＋ 3G の場合）

　　　　　――　 ACアダプター充電：約 4時間

※バッテリー駆動時間と充電回数は、使用方法や各種設定によって変わります。

【パソコンに接続する場合】

【使用中】 【充電中】 【充電済み】

【残量低下メッセージ】
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① 「記録入力ツール」アイコンをタップします。

2. 「記録入力ツール」基本操作

「記録入力ツール」の機能と操作方法

1. 「記録入力ツール」を起動する

2. ログインする

① 記録する職員をタップします。

② パスワードを入力し、「ログイン」ボタンをタップします。

③ 組織をタップします。

3. ログアウトする
① ログイン職員名をタップし、インフォメーション画面を表示します。

② 「ログアウト」ボタンをタップすると、ログイン画面に戻ります。

1. 「記録入力ツール」を使用する

タップする①

タップする①

タップする①

タップする③

「記録入力ツール」を起動しシステムへログインします。

タップする②

タップする②

4. ログイン省略機能を利用する
① ログイン職員名をタップし、インフォメーション画面を表示します。

② ログイン職員横の「オフ」ボタンをタップし、状態を「オン」にします。

　　※記録システム再起動時に、前回指定時の職員での自動ログイン（職員選択・パスワード入力無）になります。

タップする①

タップする②
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1. 記録入力上の注意点

記録時のポイント 関連する操作 記録の管理

① 誰が記録をとるのか？ ログイン ログインした職員が記録作成者として保存されます。

② 何の記録をとるのか？ タイトルの選択 記録はタイトルごとに分類され、保存されます。

③ 誰の記録をとるのか？ 利用者の選択 記録は利用者ごとに保存されます。

④ いつの記録をとるのか？ 記録時刻の設定 設定した時刻の記録として保存されます。保存された記録は時刻順に表示されます。

2. 記録入力の基本操作

2. 入力画面の説明

１ ２ ３

４ ５

６ ７

８ ９ 10 11 12

１ 前画面へ戻るボタン 操作中の一つ前の画面に戻ります。

２ タイトル名表示エリア 選択されたタイトル名を表示します。

３ 職員選択ボタン

ログインした職員名を表示します。ログアウトする際に

タップします。

また、プログラムのバージョンやマスタなどの各種情報を

表示します。

４ 複数利用者選択切替ボタン 利用者選択を「1人」「複数」「全員」の選択に切り替えます。

５ 記録時刻選択エリア 記録の時刻を設定します。

６ 利用者表示・選択エリア 利用者一覧を表示します。

７ 記録入力エリア 記録内容を入力します。

８ 入力形式切替ボタン 記録の入力形式を変更することができます。

９ 記録送信ボタン 入力した記録をサーバーへ送信します。

10 各種照会ボタン
部屋割り ( 入所系 ) やサービス利用予定 ( 通所系 )、記録一

覧などを照会します。

11 利用者表示フィルタボタン 表示される利用者を絞り込むことができます。

12 メニューボタン 各種機能の呼び出しをします。

記録を入力するための基本操作を行います。

　下記の点に注意して記録を入力してください。

【iPhone ／ iPod touch】

【iPad】

１ ２ ３

５ ６

７ ８

９ 10 11 12 13

１ 前画面へ戻るボタン 操作中の一つ前の画面に戻ります。

２ タイトル名表示エリア 選択されたタイトル名を表示します。

３ 職員選択ボタン

ログインした職員名を表示します。ログアウトする際に

タップします。

また、プログラムのバージョンやマスタなどの各種情報を

表示します。

４ タイトル選択エリア タイトルの切替を行います。

５ 複数利用者選択切替ボタン 利用者選択を「1人」「複数」「全員」の選択に切り替えます。

６ 記録時刻選択エリア 記録の時刻を設定します。

７ 利用者表示・選択エリア 利用者一覧を表示します。

８ 記録入力エリア 記録内容を入力します。

９ 入力形式切替ボタン 記録の入力形式を変更することができます。

10 記録送信ボタン 入力した記録をサーバーへ送信します。

11 各種照会ボタン
部屋割り ( 入所系 ) やサービス利用予定 ( 通所系 )、記録一

覧などを照会します。

12 利用者表示フィルタボタン 表示される利用者を絞り込むことができます。

13 利用者表示ソートボタン 表示される利用者を並び替えることができます。

14 タイトルエイリアスボタン
受信したタイトルエイリアスを切り替えることができま

す。

４

14
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① 入力する記録タイトルをタップすると、入力画面が表示されます。

タップする①

3. 記録タイトルを選択する

4. 利用者を選択する

タップする①

① 利用者一覧から記録対象の利用者をタップします。選択した利用者の行が青色になります。

【iPhone ／ iPod touch】

【iPad】

※切替時は、「戻る」をタップ後に、タイトル選択画面で再指定します。

タップする① タップする②

タップする① タップする②



Apple アプリ基本操作　

5. 時間を設定する（定時）

① 「記録時刻選択エリア」をタップします。

② 表示された定時から設定する時刻をタップします。（※パソコン側で定時時間の設定がある場合に表示されます。）

③ 「決定」ボタンをタップします。

④ 選択した時刻がセットされ、記録入力画面に戻ります。

　　※定時がセットされた場合は、「記録時刻表示エリア」が青色になります。

6. 時間を設定する（随時）

① 「記録時刻選択エリア」をタップします。

② 設定対象の内容のボタンをタップします。

③ 任意の時刻のボタンをタップ又はドラッグしてセットします。

④ 「決定」ボタンをタップすると記録入力画面に戻ります。

　　※随時がセットされた場合は、「記録時刻表示エリア」が赤色になります。

タップする①

タップする②

タップする①

タップする③

タップする② タップする② タップする② タップする② タップする②

セットする③セットする③

タップする④
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7. ページごとに時間を設定する（随時）

① 「○」ボタンをタップし、記録ページ選択画面を表示します。

② 記録ページ選択画面内で青色になっているページは既に時刻設定がされ、記録が入力されています。

③ グレー色になっているページボタンをタップします。

　　※ 1ページには、１タイトルごとに全ての利用者の記録を保存することができます。

　　　同一タイトルで同一利用者の記録を複数作成したい場合には、ページを切り替えます。

　　※記録を送信すると、全てのページが初期化されます。

④ 「記録時刻選択エリア」をタップし、共通記録時刻変更画面を表示します。

⑤ 記録時刻を設定します。

8. 入力済み記録の時刻を変更する

① 入力形式から、リスト形式で対象の記録を表示します。

② リストの左側にある「開始日時」または「終了日時」をタップします。

③ 時刻を変更します。

④ 「決定」ボタンをタップします。

9. 記録の入力形式について

１ ２ ３

１ リスト形式
一つの画面で複数の利用者の記録を作成できる形式です。

「食事摂取量」「排泄」「入浴実施」「バイタルサイン」など

２ チェック形式
単語や定型化された文章が設定されており、タップするだけで記録される形式です。

「状態観察」「処置」「リハビリ」など

３ テンプレート形式
記録タイトルを大きく表示し、写真撮影やテキスト入力ができる形式です。

「褥瘡」「事故ヒヤリ」「画像」など

タップする① タップする③

タップする② タップする③

タップする④
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10. 申し送り機能を使用する

① 申し送り枠をタップし、レ点を付けます。

　　各入力形式にある申し送り機能を使用することにより、特別な記録「申し送り事項」として記録を作成することができます。

　　 「申し送り」にチェックをした記録はパソコンでは赤字で表示されます。

11. 複数の利用者を選択する

① 「複数利用者選択切替」ボタンをタップし、「複数選択」にします。

② 同じ内容の記録を入力する利用者名を続けてタップすると、複数の利用者が青色になります。

③ 選択した対象者のうち、任意の１名に記録を入力すると「** 件の記録を作成します。よろしいですか？」というメッセージが表示されま

すので「はい」をタップします。

　　※テキスト入力の際は入力後、決定をタップするとメッセージが表示されます。

④ 選択した対象者全員に同じ内容の記録が入力されます。

　　※入力が完了したら、「複数利用者選択切替」ボタンをタップし、「単一選択」に戻します。

タップする①

タップする②

タップする③

12. 全ての利用者を選択する

① 「複数利用者選択切替」ボタンをタップし、「全選択」にすると、全ての利用者が青色になります。

② 任意の１名に記録を入力すると「**件の記録を作成します。よろしいですか？」というメッセージが表示されますので「はい」をタップします。

　　※テキスト入力の際は入力後、決定をタップするとメッセージが表示されます。

③ 選択した利用者全員に同じ内容の記録が入力されます。

　　※入力が完了したら、「複数利用者選択切替」ボタンをタップし、「単一選択」に戻します。

リスト形式 チェック形式 テンプレート形式

タップする※

タップする①

タップする③

タップする※

タップして

レ点を付ける
①
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13. 「記録入力ツール」から写真を撮る

① 記録タイトルの写真部品をタップするとカメラ画面が表示されます。

② 「カメラ」ボタンをタップし、カメラを起動します。

③ 「カメラアイコン」ボタンをタップし、撮影します。

タップする①

タップする②

タップする③

タップする④ タップする⑤

14. 撮影済みの写真を記録に反映する

① 記録タイトルの写真部品をタップし、カメラ画面から「アルバム」ボタンをタップします。

② 「カメラロール」をタップし、写真一覧を表示します。

③ 記録に反映させる写真をタップします。

タップする①

タップする②

タップする④

タップする③

④ 撮影し直す場合は「再撮影」ボタンをタップし、再度撮影します。

　　  撮影完了の場合は「使用」ボタンをタップすると、範囲選択画面が表示されます。

　　※範囲の絞込み・拡大が必要な場合、範囲選択画面にて画像内の利用したい任意の範囲を指定をします。

⑤ 「決定」ボタンをタップし、記録入力画面に戻ります。

⑥ カメラ画面にて「決定」ボタンを押し、記録入力画面に戻ります。

④ 範囲選択画面にて「決定」ボタンをタップします。

　※範囲の絞込み・拡大が必要な場合、範囲選択画面にて画像内の利用したい任意の範囲を指定をします。

⑤ カメラ画面にて「決定」ボタンをタップし、記録入力画面に戻ります。

タップする⑥

タップする⑤
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① 記録タイトル「食事ー朝食」をタップし、入力画面を表示します。記録時間が朝食の時間になっていることを確認します。

② 「複数利用者選択切替」ボタンをタップし、「複数選択」にします。

③ 全量摂取した利用者名を続けてタップします。

④ 任意の利用者１名の「主食」の空欄をタップし、食事専用パッドを表示します。

⑤ 全量摂取の「１０」をタップすると、「** 件の記録を作成します。よろしいですか？」というメッセージが表示されますので「はい」をタッ

プします。

⑥ 選択した利用者全員の「主食」が「１０」と入力されます。（【iPad】をご利用の場合は、入力確定後フォーカスが次項目へ遷移します）

　　※入力完了後、「複数利用者選択切替」ボタンをタップし、「単一選択」に戻します。

1. 朝食の全量摂取を複数利用者分一括で入力する

3. 記録を入力する

タップする②

タップする③

タップする⑥

主な記録の入力を行います。

タップする④

【iPhone ／ iPod touch】

【iPad】

タップする①

タップする⑤

タップする②

タップする③

タップする④

タップする⑤

タップする⑥

※ iPad の場合
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① 記録タイトル「食事ー状態」をタップし、入力画面を表示します。記録時刻が該当の食事時刻になっていることを確認します。

② 記録時刻を設定し、記録対象の利用者をタップします。

③ 「状態」「対応」の項目から、該当の項目をタップするとレ点が付き、記録が保存されます。

④ 選択した項目に追記する場合は、入力形式をテンプレート形式に切り替え、追記する部品をタップします。

⑤ テキスト入力画面で内容を入力し、「決定」ボタンをタップすると記録入力画面に戻り、選択項目の後ろに追記内容が表示されます。

2. 食事の状態観察の記録を入力する

タップする①

タップする④

タップする⑤

① 記録タイトル「排泄ー排泄」をタップし、入力画面を表示します。

② 記録時刻を設定し、記録対象の利用者をタップします。

③ 「尿」の空欄をタップすると「普」と記録されます。タップを続けると「普」→「少」→「多」に替わります。

④ 尿計測する場合は、「尿量」の空欄をタップし、数値入力パッドを表示します。

⑤ 数値を入力し、「決定」ボタンをタップします。

3. 排泄量や尿量を入力する

タップする①

タップする③
タップする④

タップする⑤

① 記録タイトル「排泄ー処置」をタップし、入力画面を表示します。

② 記録時刻を設定し、記録対象の利用者をタップします。

③ 「処置」「薬剤」の項目から、該当の項目をタップするとレ点が付き、記録が保存されます。

④ 「申し送り」枠をタップすると、赤字でレ点が付き、排泄処置の内容が「申し送り事項」として保存されます。

4. 排泄処置の記録を申し送り記録にする

タップする①

タップする②

タップする②

タップする②

タップして

レ点を付ける
③

タップして

レ点を付ける
③

タップして

レ点を付ける
④
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① 記録タイトル「入浴清潔ー入浴」をタップし、入力画面を表示します。

② 記録時刻を設定し、記録対象の利用者をタップします。

③ 「入浴」の空欄をタップすると「実施」と記録されます。タップを続けると「実施」→「中止」に替わります。

④ 中止の場合は「中止理由」の空欄をタップするとテキスト入力画面になり、必要に応じて中止理由を入力することができます。

⑤ 中止理由を入力し、「決定」ボタンをタップします。

5. 入浴の実施状況を入力する

タップする①

タップする③ タップする④

① 記録タイトル「健康ーサイン」をタップし、入力画面を表示します。

② 記録時刻を設定し、記録対象の利用者をタップします。

③ 「体温」「血上」「血下」「脈拍」「SPO2」の空欄をタップし、数値入力パッドから記録を入力します。

④ 「決定」ボタンをタップします。

⑤ 「不整脈」の空欄をタップすると「リズム不整」と記録されます。タップを続けると「リズム不整」→「結滞あり」に替わります。

6. バイタルサインや SPO2 を入力する

タップする①

タップする③
タップする⑤

タップする②

タップする⑤

タップする②

タップする④
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① 記録タイトル「画像ー写真」をタップし、入力画面を表示します。

② 記録時刻を設定し、記録対象の利用者をタップします。

③ 記録タイトルの写真部品をタップするとカメラ画面が表示されます。

④ 「カメラ」ボタンをタップし、カメラを起動します。

⑤ 「カメラアイコン」ボタンをタップし、撮影します。

⑥ 撮影し直す場合は「再撮影」ボタンをタップし、再度撮影します。

　　 撮影完了の場合は「使用」ボタンをタップし、カメラ画面に戻ります。

　　※範囲の絞込み・拡大が必要な場合、範囲選択画面にて画像内の利用したい任意の範囲を指定をします。

⑦ 「決定」ボタンをタップし、記録入力画面に戻ります。

⑧ カメラ画面にて「決定」ボタンを押し、記録入力画面に戻ります。

⑨ 「分類」は「レク」、「コメント」には「利用者の様子」などを入力します。

7. レクの様子を写真に撮る（通所）

タップする① タップする③
タップする④

タップする⑦

タップする⑧

タップする⑨

① 記録タイトル「食事ー間食」をタップし、入力画面を表示します。

② 記録時刻を設定し、記録対象の利用者をタップします。

③ 「複数利用者選択切替」ボタンをタップし、「全選択」にすると、全ての利用者が青色になります。

④ 「内容」の空欄をタップするとテキスト入力画面を表示します。

⑤ 選択肢の中から該当する項目をタップすると項目が赤字で表示され、レ点が付きます。

　　 選択肢にない場合は、テキスト入力エリアをタップし、内容を入力します。

⑥ 「決定」ボタンをタップすると、「**件の記録を作成します。よろしいですか？」というメッセージが表示されますので「はい」をタップします。

⑦ 全ての利用者に同じ内容が入力されます。

⑧ 特定の利用者の内容を修正する場合は、「複数利用者選択切替」ボタンを「単一選択」にし、特定の利用者の記録のみを修正します。

8. 全ての利用者のおやつ摂取を一括で入力する

タップする①

タップする③
タップする④

タップする⑤

タップする⑥

タップする②

タップする⑥

タップする②
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① 記録タイトル「リスク（個人）ー事故」をタップし、入力画面を

　　表示します。

② 記録時刻を設定し、記録対象の利用者をタップします。

③ 「ヒヤリハット」または「事故」をタップし、種別を登録します。

④ 必要に応じて各項目に入力します。

9. 事故・ヒヤリハットの記録を入力する

タップする①

① 「送信」ボタンをタップし、記録送信画面を開きます。

② 記録の内容を修正する場合は「記録内容」列を、時刻を修正する場合は「開始」「終了」列をタップします。

　　※記録送信画面に表示する内容は、タイトル区分でフィルタをかけることができます。

③ 時刻修正の場合は「決定」、記録内容の修正の場合は、修正完了後に「戻る」ボタンをタップしますと、内容が変更され記録送信画面に戻ります。

1. 送信する前に記録を修正する

4. 入力した記録をサーバーへ送信する

入力した記録をサーバーへ送信します。

タップする②

① 「送信」ボタンをタップし、記録送信画面を開きます。

＜特定の記録を削除する場合＞

② 削除したい記録の利用者名部分をタップする。

③ 「削除」ボタンをタップします。

④ 「削除します。よろしいですか？」というメッセージが表示されますので、「はい」をタップすると選択された記録が削除されます。

2. 送信する前に記録を削除する

タップする②

タップする③
タップする④

タップする①

タップする①

タップする③

タップする③

タップする②
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＜すべての記録を削除する場合＞

② 「複数利用者選択切替」ボタンをタップし、「全選択」に変更します。

③ 「削除」ボタンをタップします。

④ 「削除します。よろしいですか？」というメッセージが表示されますので、「はい」をタップすると記録が全て削除されます。

⑤ 全ての記録が削除されると、「未送信記録がありません」というメッセージが表示されますので、「OK」をタップします。

① 「送信」ボタンをタップし、送信一覧画面を開きます。

② 内容を確認し、「送信」ボタンをタップします。

③ 送信確認メッセージが表示されますので、「はい」をタップします。

④ 「成功件数 [N] 失敗件数 [N] 件」と送信完了メッセージが表示されるので、「OK」をタップします。

　　※送信成功分については、画面の一覧上から記録が消されます。

　　※失敗件数 [N] 件に１件以上存在した場合、画面の一覧上に失敗件数分の記録が表示されたままになりますので、

　　　記録内容をご確認の上、再度「送信」して下さい。

⑤ 「通信エラー」と表示された場合は、記録が送信できていませんので、無線 LAN等の状況をご確認の上、再度「送信」して下さい。

3. サーバーへ記録を送信する

タップする①

タップする④

タップする②

タップする⑤

タップする②

タップする③
タップする④

タップする①

タップする③

タップする⑤
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① 「メニュー」ボタンをタップします。

② メニュー画面から「ソート」をタップします。

③ 利用者ソート画面から「利用者順」をタップし選択したまま、「設定項目」まで移動します。

④ 利用者ソート画面にて「戻る」ボタンをタップすると五十音順で利用者名が表示されます。

1. 五十音順で利用者名を表示する

利用者名の並び順を変更し表示する方法です。

タップする②
タップする①

タップする③

① 「メニュー」ボタンをタップします。

② メニュー画面から「ソート」をタップします。

③ 利用者ソート画面から「居室順」をタップし選択したまま、「設定項目」まで移動します。

④ 利用者ソート画面にて「戻る」をタップすると居室順で利用者名が表示されます。

　　※利用者名を居室順で表示するためには、「4.4.1. 居室情報を受信する」の手順で、

　　　あらかじめ居室順の基となるスケジュールを受信しておく必要があります。

2. 居室順で利用者名を表示する

タップする②
タップする①

タップする③

5. 利用者名の並び順を変更する

離す※

離す③

タップする④

タップする④

選択したまま移動※

選択したまま移動※
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① 「フィルタ」ボタンをタップし、利用者表示フィルタ画面を表示します。

② 利用者表示フィルタ画面にて「グループ－グループ」をタップし、グループ選択画面を表示します。

1. グループごとに絞り込んで表示する

6. 表示する利用者名を絞り込む

各種条件により表示する利用者を絞り込む方法です。

タップする①

タップする②

③ グループ選択画面にて該当するグループをタップし、レ点を付けます。

④ 「戻る」ボタンをタップし、利用者表示フィルタ画面へ戻ります。

⑤ 「グループ－グループ」を「オン」にします。

⑥ 「戻る」ボタンをタップし、記録入力画面に戻ると、利用者が絞り込まれます。

タップする⑥タップする④

オンにする⑤
タップして

レ点を付ける
③

　※以降、入所系・通所系・訪問系の絞り込みとは別に、各項目横の更新ボタンをタップする事により、照会画面の確認を行う事が出来ます。

　　入所系　・・・　入所予定画面

　　通所系　・・・　通所予定画面

　　訪問系　・・・　訪問予定画面

タップする※
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2. タイトルで絞り込んで表示する（入所系）

① 「フィルタ」ボタンをタップし、利用者表示フィルタ画面を表示します。

② 利用者表示フィルタ画面にて「スケジュール（入所系）－タイトル」をタップします。

③ タイトル選択画面にて該当するタイトルをタップし、レ点を付けます。

④ 「戻る」ボタンをタップし、利用者表示フィルタ画面へ戻ります。

⑤ 「スケジュール（入所系）－タイトル」を「オン」にします。

⑥ 「戻る」ボタンをタップし、記録入力画面に戻ると、絞り込みが行われます。

タップする②

タップする④

3. 入所中の利用者のみに絞り込んで表示する（入所系）

① 「フィルタ」ボタンをタップし、利用者表示フィルタ画面を表示します。

② 利用者表示フィルタ画面にて「スケジュール（入所系）－日付」をタップします。

③ 日付選択画面にて「本日」をタップします。

④ 「戻る」ボタンをタップし、利用者表示フィルタ画面へ戻ります。

⑤ 「スケジュール（入所系）－日付」を「オン」にします。

⑥ 「戻る」ボタンをタップし、記録入力画面に戻ると、絞り込みが行われます。

タップする③

タップする②

タップする④

4. 居室名で絞り込んで表示する（入所系）

① 「フィルタ」ボタンをタップし、利用者表示フィルタ画面を表示します。

② 利用者表示フィルタ画面にて「スケジュール（入所系）－居室」をタップします。

③ 居室選択画面から該当する居室名をタップし、レ点を付けます。

④ 「戻る」ボタンをタップし、利用者表示フィルタ画面へ戻ります。

⑤ 「スケジュール（入所系）－居室」を「オン」にします。

⑥ 「戻る」ボタンをタップし、記録入力画面に戻ると、絞り込みが行われます。

タップする④

タップする②

タップする⑥

タップする⑥

タップする⑥

オンにする⑤

オンにする⑤

オンにする⑤

タップして

レ点を付ける
③

タップして

レ点を付ける
③
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5. タイトルで絞り込んで表示する（通所系）

① 「フィルタ」ボタンをタップし、利用者表示フィルタ画面を表示します。

② 利用者表示フィルタ画面にて「スケジュール（通所系）－タイトル」をタップします。

③ タイトル選択画面にて該当するタイトルをタップし、レ点を付けます。

④ 「戻る」ボタンをタップし、利用者表示フィルタ画面へ戻ります。

⑤ 「スケジュール（通所系）－タイトル」を「オン」にします。

⑥ 「戻る」ボタンをタップし、記録入力画面に戻ると、絞り込みが行われます。

6. 当日利用の利用者を絞り込んで表示する（通所系）

① 「フィルタ」ボタンをタップし、利用者表示フィルタ画面を表示します。

② 利用者表示フィルタ画面にて「スケジュール（通所系）－日付」をタップします。

③ 日付選択画面にて「本日」をタップします。

④ 「戻る」ボタンをタップし、利用者表示フィルタ画面へ戻ります。

⑤ 「スケジュール（通所系）－日付」を「オン」にします。

⑥ 「戻る」ボタンをタップし、記録入力画面に戻ると、絞り込みが行われます。

7. 実績状況（計画・実施・中止）で絞り込んで表示する（通所系）

① 「フィルタ」ボタンをタップし、利用者表示フィルタ画面を表示します。

② 利用者表示フィルタ画面にて「スケジュール（通所系）－（計画・実施・中止）」を確認します。

③ 該当する実績状況（計画・実施・中止）をタップし、オン /オフを切替えます。

④ 「戻る」ボタンをタップし、記録入力画面に戻ると、絞り込みが行われます。

タップする④

オンにする③

タップする②

タップする④ タップする⑥

タップする③

タップする②

タップする④ タップする⑥

オンにする⑤

オンにする⑤

タップして

レ点を付ける
③
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8. タイトルで絞り込んで表示する（訪問系）

① 「フィルタ」ボタンをタップし、利用者表示フィルタ画面を表示します。

② 利用者表示フィルタ画面にて「スケジュール（訪問系）－タイトル」をタップします。

③ タイトル選択画面にて該当するタイトルをタップし、レ点を付けます。

④ 「戻る」ボタンをタップし、利用者表示フィルタ画面へ戻ります。

⑤ 「スケジュール（訪問系）－タイトル」を「オン」にします。

⑥ 「戻る」ボタンをタップし、記録入力画面に戻ると、絞り込みが行われます。

9. 当日利用の利用者を絞り込んで表示する（訪問系）

① 「フィルタ」ボタンをタップし、利用者表示フィルタ画面を表示します。

② 利用者表示フィルタ画面にて「スケジュール（訪問系）－日付」をタップします。

③ 日付選択画面にて「本日」をタップします。

④ 「戻る」ボタンをタップし、利用者表示フィルタ画面へ戻ります。

⑤ 「スケジュール（訪問系）－日付」を「オン」にします。

⑥ 「戻る」ボタンをタップし、記録入力画面に戻ると、絞り込みが行われます。

10. 実績状況（計画・実施・中止）で絞り込んで表示する（訪問系）

① 「フィルタ」ボタンをタップし、利用者表示フィルタ画面を表示します。

② 利用者表示フィルタ画面にて「スケジュール（訪問系）－（計画・実施・中止）」を確認します。

③ 該当する実績状況（計画・実施・中止）をタップし、オン /オフを切替えます。

④ 「戻る」ボタンをタップし、記録入力画面に戻ると、絞り込みが行われます。

タップする②

タップする④ タップする⑥

タップする③

タップする②

タップする④ タップする⑥

タップする④

オンにする③

オンにする⑤

オンにする⑤

タップして

レ点を付ける
③
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11. 利用者で絞り込んで表示する

① 「フィルタ」ボタンをタップし、利用者表示フィルタ画面を表示します。

② 利用者表示フィルタ画面にて「表示対象者選択－対象者選択」をタップします。

③ 表示対象者選択画面にて該当する対象者をタップし、レ点を付けます。

④ 「戻る」ボタンをタップし、利用者表示フィルタ画面へ戻ります。

⑤ 「表示対象者選択－対象者選択」を「オン」にします。

　　※確認メッセージが表示されますので、「OK」をタップします。

⑥ 「戻る」ボタンをタップし、記録入力画面に戻ると、絞り込みが行われます。

　　※本項目の絞り込みがONの場合、その他の絞り込みは無効となります。

タップする②

タップする④

オンにする⑤

タップする⑥

タップして

レ点を付ける
③
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① 未送信記録があると、環境設定に関わる作業を実行できません。

　　  未送信記録がある場合、メニューから以下の作業が出来ません。

　      ※接続先・ライセンス認証

　      ※マスタメンテナンス

　　 「未送信記録があるためマスタメンテナンス出来ません」

　　 というメッセージが表示されますので「OK」をタップし、

　　 記録送信後に再度実行し直してください。

3. マスタメンテナンス

パソコンで更新した利用者台帳や職員情報などを受信する

1. マスタメンテナンスを行う前に

1. マスタ情報を更新する前に

マスタ情報を更新する前に、未送信の記録を送信する必要があります。

1. マスタを一括受信する

① 「メニュー」ボタンをタップします。

② メニュー画面から「設定」ボタンをタップします。

③ 環境設定画面から「マスタ一括受信」をタップします。

④ マスタ一括受信画面にて、「受信を開始する」ボタンをタップします。 

⑤ 完了メッセージが表示されますので、「OK」をタップします。

「記録入力ツール」に保存されている全てのマスタ情報（タイトル区分・タイトル・タイトルエイリアス・居室情報・グルー

プ・温度板設定・モバイル動作設定・職員マスタ・利用者マスタ）を更新します。

2. マスタ情報を一括で更新する

【iPhone ／ iPod touch】

【iPad】

タップする③

タップする③

タップする②

タップする②

タップする④ タップする⑤

タップする④



　Apple アプリ基本操作

1. タイトル情報を受信する

① 「メニュー」ボタンをタップします。

② メニュー画面から「マスタ」ボタンをタップします。

③ マスタメンテナンス画面から「タイトルマスタ受信」をタップします。

④ 自動で受信処理が行われ、完了メッセージが表示されますので、「OK」をタップします。

「記録入力ツール」に保存されているタイトル情報（タイトル区分・タイトル・タイトルエイリアス）を更新します。

3. タイトル情報を更新する

【iPhone ／ iPod touch】

【iPad】

タップする③
タップする②

タップする③

タップする②

タップする④
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1. 利用者台帳を受信する

① 「メニュー」ボタンをタップします。

② メニュー画面から「マスタ」ボタンをタップします。

③ マスタメンテナンス画面から「利用者マスタ受信」をタップします。

④ 自動で受信処理が行われ、完了メッセージが表示されますので、「OK」をタップします。

「記録入力ツール」に保存されている利用者台帳（利用者情報・デフォルト記録）を更新します。

4. 利用者台帳を更新する

【iPhone ／ iPod touch】

【iPad】

タップする③タップする②

タップする②

タップする④

タップする③
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5. 職員情報を更新する

「記録入力ツール」に保存されている職員情報（職員名・所属）を更新します。

1. 職員情報を受信する
① 「メニュー」ボタンをタップします。

② メニュー画面から「マスタ」ボタンをタップします。

③ マスタメンテナンス画面から「職員マスタ編集」をタップします。

         ※新規で受信する場合は、「職員マスタがありません 。受信してください。」メッセージが表示されますので、「OK」をタップします。

         ※再受信する場合は、「削除する職員にチェックを入れてください」メッセージが表示されますので、「OK」をタップします。

            （削除ボタンをタップしなくても、「受信」を行うと既に受信されている職員情報は削除され、自動的に総入れ替えになります。）

④ 「受信」ボタンをタップします。

⑤ 完了メッセージが表示されるので、「OK」をタップします。

【iPhone ／ iPod touch】

【iPad】

タップする③

タップする③

タップする②

タップする②

タップする④
タップする⑤

タップする④
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2. 特定の職員を削除する

① 「メニュー」ボタンをタップします。

② メニュー画面から「マスタ」ボタンをタップします。

③ マスタメンテナンス画面から「職員マスタ編集」をタップします。

④ 削除したい職員のみをタップし、レ点を付けます。

⑤ 「削除」ボタンをタップします。削除確認メッセージが表示されるので、「はい」をタップします。

　      ※職員未選択の場合、「削除する職員にチェックを入れてください」メッセージが表示されるので「OK」をタップし④を実施して下さい。

3. 全ての職員を削除する

① 「メニュー」ボタンをタップします。

② メニュー画面から「マスタ」ボタンをタップします。

③ マスタメンテナンス画面から「職員マスタ編集」をタップします。

④ 「全選択」ボタンをタップします。

⑤ 「削除」ボタンをタップします。削除確認メッセージが表示されるので、「はい」をタップします。

　      ※職員未選択の場合、「削除する職員にチェックを入れてください」メッセージが表示されるので「OK」をタップし④を実施して下さい。

タップする③
タップする②

タップする⑤

タップする③
タップする②

タップする④

タップする⑤

タップして

レ点を付ける
④
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1. その他マスタ情報を受信する

① 「メニュー」ボタンをタップします。

② メニュー画面から「マスタ」ボタンをタップします。

③ マスタメンテナンス画面から「その他マスタ受信」をタップします。

④ 自動で受信処理を行い、完了メッセージが表示されますので、「OK」をタップします。

「記録入力ツール」に保存されている各種マスタ情報（居室情報・グループ・温度板設定・モバイル環境設定）を更新します。

6. その他マスタ情報を更新する

【iPhone ／ iPod touch】

【iPad】

タップする③

タップする②

タップする③

タップする②

タップする④
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サーバーから記録一覧や温度板などを受信する

1.  居室情報を受信する ( 入所系 )

1. 居室情報を受信する

① 記録メニューから「照会」ボタンをタップし、照会メニュー画面を開きます。

② 照会メニュー画面にて「スケジュール－入所予定」をタップし、入所予定画面を開きます。

③ 入所予定画面にて「受信」ボタンをタップし、入所予定 -受信画面を開きます。

2. 居室情報をカレンダー形式／一覧形式で表示する

① 右側の日付部を左へフリックすると、利用者名が表示されます。

② 一覧形式で表示する場合、「表示切替」ボタンをタップすると、一覧での表示に切り替える事ができます。

③ カレンダー（居室）形式時は「利用者」を、一覧形式時は「内容」をタップすると、記録内容の詳細を確認できます。

　 　※記録の編集はできません。編集不可メッセージが表示されるので、「OK」をタップして下さい。

居室情報（利用スケジュール）を受信し、部屋割りや入退所日を確認します。（入所系）

タップする③

開始日を指定する④

フリックする②

カレンダー（居室）形式 一覧形式

④ 受信期間（受信開始日、開始日からの日数）を指定します。 当日の予定を受信する場合は、「本日」ボタンをタップします。

⑤ 「受信」ボタンをタップします。

⑥ 完了メッセージが表示されるので、「OK」をタップすると、指定した受信期間の利用予定が表示されます。

日数を指定する④

タップする⑤

4. 記録の照会

タップする① タップする②
タップする③

タップする⑥
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3. 受信した居室情報をソート（並べ替え）する

① 「ソート」ボタンをタップします。

② 入所予定ソート画面にて、居室順／利用者順／期間タイトル順の行をタップし、ソートする順に「設定項目」内へ移動します。

          ※ソート指定を外したい場合は、「未設定」へ移動します。

③ 「戻る」ボタンをタップします。

タップする①

タップする②

選択したまま移動②

選択したまま移動②

離す※

離す※

タップする③
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2. サービス利用実績を受信する ( 通所系）
サービス利用実績（予定）を受信し、利用予定の確認や実績の登録を行います。（通所系）

1. サービス利用予定を受信する
① 記録メニューから「照会」ボタンをタップし、照会メニュー画面を開きます。

② 照会メニュー画面にて「スケジュール－通所予定」をタップし、通所予定画面を開きます。

③ 通所予定画面にて「受信」ボタンをタップし、通所予定 -受信画面を開きます。

④ 受信期間（受信開始日、開始日からの日数）を指定します。 当日の予定を受信する場合は、「本日」ボタンをタップします。

⑤ 「受信」ボタンをタップします。

⑥ 完了メッセージが表示されるので、「OK」をタップすると、指定した受信期間の利用予定が表示されます。

　      ※パソコン側で既に実績チェックを行っている場合、受信をすると当日の実施と中止の状況一覧が表示されます。

タップする①

タップする② タップする③

開始日を指定する④

日数を指定する④

タップする⑤

タップする⑥
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2. 実績チェック ( 実施・中止登録を行う）

① 通所予定画面にて「実績」列をタップし、実施状態を登録します。

　　 ※タップするごとに状態が変わります。（「計画」→「実施」→「中止」→「計画」）

3. 一括で実施登録をする

① 通所予定画面にて「一括実施」ボタンをタップすると、全利用者の状態が「計画」から「実施」に変更されます。

　　 ※タップするごとに状態が変わります。（「計画」→「実施」→「中止」→「計画」）

　　 ※タップするごとにボタン状態が変わります。（「一括計画」→「一括実施」→「一括中止」→「一括計画」）

4. サービス利用実績を送信する

① 通所予定画面にて「実績」列をタップし、実施状態を登録します。

② 「送信」ボタンをタップします。

③ 確認メッセージが表示されるので、「はい」をタップします。

④ 送信完了メッセージが表示されるので、「OK」をタップします。

タップする①

タップする①

タップする②

タップする① タップする③ タップする④
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5. 通所予定画面の表示を利用者で絞り込む

① 通所予定画面にて「メニュー」ボタンをタップします。

② メニュー画面から「フィルタ」をタップし、予定受信フィルタ画面を表示します。

③ 予定受信フィルタ画面にて「利用者」をタップします。

④ 利用者選択画面にて表示する利用者名をタップし、レ点を付けます。

　 　※「全選択」ボタンをタップすると、画面に表示されている利用者全員にレ点が付きます。

　 　※「全解除」ボタンをタップすると、すべてのレ点が外れます。

⑤ 「戻る」ボタンをタップし、予定受信フィルタ画面へ戻ります。

⑥ 利用者横の「オフ」ボタンをタップし、状態を「オン」にします。

⑦ 「戻る」ボタンをタップし、通所予定画面に戻ると、絞り込みが行われます。

　 　※ 絞り込みは、通所予定画面でのみ有効です。

タップする①

タップする②

タップする③
タップして

レ点を付ける
④

タップする⑤ タップする⑦

6. 通所予定画面の表示を記録者で絞り込む
① 通所予定画面にて「メニュー」ボタンをタップします。

② メニュー画面から「フィルタ」をタップし、予定受信フィルタ画面を表示します。

③ 予定受信フィルタ画面にて「記録者」をタップします。

④ 記録者選択画面にて表示する職員名をタップし、レ点を付けます。

　 　※「全選択」ボタンをタップすると、画面に表示されている職員名全員にレ点が付きます。

　 　※「全解除」ボタンをタップすると、すべてのレ点が外れます。

⑤ 「戻る」ボタンをタップし、予定受信フィルタ画面へ戻ります。

⑥ 記録者横の「オフ」ボタンをタップし、状態を「オン」にします。

⑦ 「戻る」ボタンをタップし、通所予定画面に戻ると、絞り込みが行われます。

　 　※絞り込みは、通所予定画面でのみ有効です。

タップする①

タップする②

タップする③ タップして

レ点を付ける
④

タップする⑤ タップする⑦

タップする⑥

タップする⑥
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7. 通所予定画面の表示をタイトルで絞り込む
① 通所予定画面にて「メニュー」ボタンをタップします。

② メニュー画面から「フィルタ」をタップし、予定受信フィルタ画面を表示します。

③ 予定受信フィルタ画面にて「タイトル」をタップします。

④ タイトル選択画面にて表示するタイトルをタップし、レ点を付けます。

　 　※「全選択」ボタンをタップすると、画面に表示されているタイトル全てにレ点が付きます。

　 　※「全解除」ボタンをタップすると、すべてのレ点が外れます。

⑤ 「戻る」ボタンをタップし、予定受信フィルタ画面へ戻ります。

⑥ タイトル横の「オフ」ボタンをタップし、状態を「オン」にします。

⑦ 「戻る」ボタンをタップし、通所予定画面に戻ると、絞り込みが行われます。

　 　※絞り込みは、通所予定画面でのみ有効です。

タップする①

タップする② タップする③
タップして

レ点を付ける
④

タップする⑤ タップする⑦

8. 通所予定画面の表示を計画 /実施 / 中止で絞り込む

① 通所予定画面にて「メニュー」ボタンをタップします。

② メニュー画面から「フィルタ」をタップし、予定受信フィルタ画面を表示します。

③ 予定受信フィルタ画面にて表示する計画 /実施 / 中止の「オフ」ボタンをタップし、状態を「オン」にし任意の状態にします。

④ 「戻る」ボタンをタップし、通所予定画面に戻ると、絞り込みが行われます。

　 　※絞り込みは、通所予定画面でのみ有効です。

タップする①

タップする②

タップする③

タップする④

タップする⑥
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9. 通所予定画面の表示を時間帯で絞り込む
① 通所予定画面にて「メニュー」ボタンをタップします。

② メニュー画面から「フィルタ」をタップし、予定受信フィルタ画面を表示します。

③ 予定受信フィルタ画面にて「時間帯」をタップします。

④ 時間帯選択画面にて表示する時間帯をタップし、レ点を付けます。

 　　※「全選択」ボタンをタップすると、画面に表示されている時間帯全てにレ点が付きます。

　 　※「全解除」ボタンをタップすると、すべてのレ点が外れます。

⑤ 「戻る」ボタンをタップし、予定受信フィルタ画面へ戻ります。

⑥ 時間帯横の「オフ」ボタンをタップし、状態を「オン」にします。

⑦ 「戻る」ボタンをタップし、通所予定画面に戻ると、絞り込みが行われます。

　 　※絞り込みは、通所予定画面でのみ有効です。

タップする①

タップする②

タップする③

タップして

レ点を付ける
④

タップする⑤ タップする⑦

タップする⑥


