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３つの簡単操作フロー

1. 「診療」を新規に作成し患者様の電話番号を登録
します

2. 「診察開始」ボタンを押すと、患者様のスマート
フォンに招待メッセージが送信されます

3. 患者様はメッセージ内のリンクをクリックして診
療を開始します
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ご利用上の注意

1. 利用する機器のOSやブラウザは常に最新のものに更新し
てください。

2. 対応ブラウザは、Microsoft Edge （最新版）、Mozilla 
Firefox （最新版）、Google Chrome （最新版）、Safari 
（最新版）です。

3. 古いバージョンのOSやブラウザでは利用できないことが
あります。

4. 古い機種や低価格端末ではオンライン診察のビデオが使
えないことがあります。

＊カスタマイズプランでは、様々なご要望をお受けいたし
ます。
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ログイン

新規登録で登録したメールアドレ
スとパスワードを入力します。

*新規登録の操作は「新規登録」の
項を参考にしてください。
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オンライン診察

診療一覧から該当する診療を選ん
で「診療」ボタンを押します。
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オンライン診察

診療内容を確認して「診察開始」
ボタンを押します。
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オンライン診察

「診察を作成し、患者に診察URL
を送信します。よろしいです
か？」のメッセージが表示された
ら、「OK」ボタンを押します。

患者様のスマートフォンには診察
のリンクがショートメッセージで
送られます。
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オンライン診察

自身が左側に表示されます。「は
じめる」を押して、オンライン診
療を開始します。
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オンライン診察

患者様が入室すると右側に患者様
が表示されます。
音声など不具合がありましたら、

ボタンを押してやりなおし
てください。
診察中には、必要に応じてアイコ
ンを押して操作してください。

画面共有

静止画

録音
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オンライン診察

診察前に「医師資格証」を患者様
に提示してください。また、患者
様の本人確認のために「健康保険
証」の提示をお願いしてください。
患者様へシステムに個人情報、医
療情報を記録してもよいか確認し
てください。
確認ができましたら、診察を開始
します。
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オンライン診察

患者様のカメラで患部を確認して
ください。
必要に応じて、 ボタンを押
して患部を静止画で確認してくだ
さい。
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オンライン診察

ボタンで画像を拡大、縮
小できます。 ボタンでグ
リッドが表示されます。
静止画にカーソルを当てて右ク
リックで、静止画をパソコンに保
存することができます。
※患者様には写真を保存すること
の承諾を得てください。
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オンライン診察

体温や血圧の値もカメラで確認で
きます。

処方箋などをカメラに提示して説
明してください。
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オンライン診察

「おわる」ボタンで診察が終了し
ます。

表示画面の ボタンを押すと全
画面表示されます。
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オンライン診察

診察後に、左上の「診療管理」を
押して診療一覧を表示します。該
当する診療を選んで「診療」ボタ
ンを押します。



17

オンライン診察

チャット機能を使って関係者に連
絡することができます。
処方箋や請求書などのやりとりが
できます。

*利用方法は、「チャット連絡」
の項を参考にしてください。
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オンライン診察（患者側）

患者様のスマートフォンには左図
のようなメッセージが届きます。
リンクをクリックすることで診察
を受けることができます。

*対応ブラウザはchrome, safari で
す。

*古いスマートフォンや低スペッ
クのスマートフォンのときは動
作しない場合があります。
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オンライン診察（患者側）

患者様自身が左に表示され、医師
が右側に表示されます。不具合が
あるときは ボタンを押し
て入り直してください。
「おわる」を押すと診察から退出
できます。
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チャット連絡

オンライン診察の前後で、関係者
とチャットで連絡をとることがで
きます。黄色の枠にメッセージを
入力して、業務内容を分類するた
めに、タグを選択してください。
入力が終わりましたら「確定」ボ
タンを押します。

「画像」を押して処方箋や請求書
などの画像ファイルを添付するこ
とができます。
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チャット連絡（編集）

登録したメッセージを編集すると
きは、編集したいメッセージをダ
ブルクリックして編集モードにし
ます。

メッセージのみ登録しておき、後
からタグを設定することも可能で
す。
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チャット連絡（返信）

ボタンを押して、メッセージ
に返信することができます。

返信されたメッセージは
の表示が出ますので、こちらをク
リックすることで返信内容を見る
ことができます。
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診療新規作成

診療の「新規作成」ボタンを押し
ます。
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診療新規作成

情報を入力した後に、問診表を
ファイル添付もしくは写真撮影し
て「登録」ボタンを押します。

※患者様の電話番号はオンライン
診察のメッセージ送信に使います
ので、正確な電話番号を登録して
ください。
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診療情報編集

診療一覧から該当する診療の
アイコンをクリックして編集しま
す。
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メッセージ検索

「メッセージ検索」の入力枠に
キーワードを入れて「検索」ボタ
ンを押します。

もしくはタグを一覧から選択して
検索することもできます。
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メッセージ検索

該当するメッセージが表示されま
すので、クリックして選択します。
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診療検索

「診療検索」の入力枠にキーワー
ドを入れて「検索」ボタンを押し
ます。
診療名、患者名など、一覧に表示
されている項目を検索できます。
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診療検索

診療一覧がキーワードで絞り込ま
れて表示されます。
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ユーザー追加

アイコンをクリックします。
メニューから「ユーザー一覧」を
選択します。
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ユーザー追加

「新規作成」ボタンを押します。
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ユーザー追加

追加したいユーザー情報を登録し
ます。仮パスワードを設定後に、
追加したユーザーに伝えてくださ
い。
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ユーザー編集

編集したいユーザーを選択して
「編集」ボタンを押します。
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ユーザー編集

登録情報が表示されますので編集
します。編集後は「保存」ボタン
を押してください。

契約者およびシステム管理者は、
他のユーザのパスワードを変更で
きません。もし他のユーザがパス
ワードを忘れてしまった場合はロ
グイン画面の「パスワードを忘れ
た方」より、再設定していただき
ます。
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自身のユーザー情報編集

アイコンをクリックします。
メニューから「自身のユーザー情
報を編集」を選択します。



36

自身のユーザー情報編集

編集したのちに「保存」ボタンを
押します。
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新規登録

ログイン画面で「新規登録はこち
ら」のボタンを押します。Google
アカウントで新規登録することも
可能です。

固有の認証サービスを使っている
ため、次の点をご留意ください
•新規登録の際は、２種類以上のブ
ラウザを同時に開かないでくださ
い
•パソコン、スマートフォンのどち
らでも登録できますが、パソコン
のOSはWindows10以上をご利用く
ださい
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新規登録

医療機関名、氏名、メールアドレ
ス等を入力してください。項目は
全て必須項目です。
登録したメールアドレスはIDとし
て利用しますので変更できません。
また、登録した電話番号には確認
コードを配信しますので、正確に
入力してください。
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新規登録

利用規約、個人情報保護方針のリ
ンクをそれぞれクリックしてご確
認ください。
同意いただけましたらチェックを
入れ、新規登録手続きボタンを押
してください。
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新規登録

新規登録（仮登録）をいたしまし
た。次にメール認証を行いますの
で、「認証メールを送信」ボタン
を押してください。

*途中でやり直す場合は、登録し
たメールアドレスとパスワードで
ログインしてください。
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新規登録

登録したメールアドレスにメール
を配信しましたので、数分以内に
ご確認ください。
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新規登録

登録したメールアドレスに「【新
規登録】エントリー・ワン・クリ
ニックのご登録」のタイトルで配
信しています。メールボックスを
開いて、https//から始まるリンク
をクリックしてください。
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新規登録

次に電話番号認証を行います。
「電話番号認証」のボタンをク
リックしてください。
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新規登録

「私はロボットではありません」
にチェックを入れてください。
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新規登録

登録した電話番号のスマートフォ
ンにメッセージが送信されます。
スマートフォンのメッセージに記
載された８ケタの確認コードを正
確に入力してください。
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新規登録

「【登録完了】エントリー・ワ
ン・クリニックのご登録ありがと
うございます。」のメッセージが
出れば、登録は完了です。

*もしうまくいかない場合は、新
規登録を最初からやりなおして
ください。
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お問い合わせ

その他操作に関してご不明な点が
ありましたら、メニューの「お問
い合わせ」からお気軽にご連絡く
ださい。


