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※1）本事業に参加している、かつ、同意書で情報を「共有する」と申告した医療機関、および、

　　　 その医療機関に所属する医師、歯科医師、看護師、管理栄養士、薬剤師が対象となります。

　　　 本事業に参加している医療機関は、9.付録 または、お手元にあるパンフレットでご確認ください。
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私の健康note はパソコンで見ていただきます。
ご利用いただくにあたり、以下の物をご用意ください。

1） パソコン

① ノートパソコンでも、デスクトップパソコンでも、どちらでも良いです。
※スマートフォン等でも見ることができますが、表示が小さくなるため、パソコンがおすすめです。

② 以下の条件を満たしていること。
●インターネットに接続できること。

※有線LANでも、無線LANでも、どちらでも良いです。
●WindowsVista、Windows7、Windows8、Windows8.1　のいずれかであること。

※WindowsXP、MACは利用できません。
●インターネットエクスプローラがインストールされていること。

※Internet Explorer8.0以降を推奨します。
●ウイルスチェックソフトがインストールされていること（有効期限内であること）。

2） 会員証
【能登北部の会員カード】 【能登中部の会員カード】

上記のどちらかの会員証をお手元にご用意ください。

3） 初期パスワードを記載した紙

同意書を提出したときに、会員カードと一緒に受け取った紙です。

4） 本書

お手元にご用意ください。

００００.... 用意するもの用意するもの用意するもの用意するもの
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私の健康noteは、お薬手帳や糖尿病連携手帳と同じように、
病院や薬局へ行ったときに、会員カードを提示し、ご自身の情報を見てもらったり、
当日の診療の記録を登録してもらったりすることで、より良い診察や服薬指導につなげる仕組みです。

本事業に参加している医療機関に行くときには、
かかりつけの医師、歯科医師、薬剤師に会員カードを提示しましょう。会員カードを提示しましょう。会員カードを提示しましょう。会員カードを提示しましょう。

【能登北部の会員カード】 【能登中部の会員カード】

＜自宅にパソコンがない、パソコンの操作が難しい、など、自宅で見ることができない方＞＜自宅にパソコンがない、パソコンの操作が難しい、など、自宅で見ることができない方＞＜自宅にパソコンがない、パソコンの操作が難しい、など、自宅で見ることができない方＞＜自宅にパソコンがない、パソコンの操作が難しい、など、自宅で見ることができない方＞

かかりつけの病院、診療所、歯科診療所、薬局で、医師、歯科医師、薬剤師と一緒に見てください。
会員カードを提示して会員カードを提示して会員カードを提示して会員カードを提示して、かかりつけの医師、歯科医師、薬剤師に希望を伝えてください。

１１１１.... 医療機関にカードを提示する医療機関にカードを提示する医療機関にカードを提示する医療機関にカードを提示する

画面を印刷した紙をもらうこともできます。
ご希望の方は、かかりつけの医師、歯科医師、薬剤師にその旨を伝えてください。
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私の健康note にログインします。

（1）（1）（1）（1） 事前準備事前準備事前準備事前準備

0.用意するもの　に記載した物をお手元にご用意ください。

（2）（2）（2）（2） ログインログインログインログイン
私の健康note にログインします。

① パソコンの電源を入れて、インターネットエクスプローラを起動します。

←このアイコンを起動してください。

② 画面上部のアドレス部分に、以下のURLを入力します。

③ ログインページが表示されます。

２２２２.... ログインログインログインログイン

httphttphttphttpssss://my://my://my://myportal.keiju.co.jp/mynote/portal.keiju.co.jp/mynote/portal.keiju.co.jp/mynote/portal.keiju.co.jp/mynote/
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④ ユーザIDとパスワードを入力します。
お手元に用意したパスワードを記載した紙のユーザID（Ⅰ）と、パスワード（Ⅱ）を入力後、
[ログイン]ボタン（Ⅲ）をクリックします。

※ユーザIDは、会員証の表面にも印字されています。

【能登北部の会員カード】 【能登中部の会員カード】

ⅠⅠⅠⅠ

ⅡⅡⅡⅡ

ⅢⅢⅢⅢ

【初期パスワードを記載した紙】
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（3）（3）（3）（3） トップメニュー画面トップメニュー画面トップメニュー画面トップメニュー画面
私の健康note のトップメニュー画面が表示されます。
ご自身のお名前、生年月日、性別、年齢が表示されることを確認してください。

＜補足＞
既に、医療機関でデータの登録がされている場合は、以下のような画面が表示されます。

同意書に記載いただいた内容と異なる場合は、サポートセンターに連絡してください。

※サポートセンターの連絡先は、パンフレットを参照してください。
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（4）（4）（4）（4） 初期パスワードの変更初期パスワードの変更初期パスワードの変更初期パスワードの変更
ログインのパスワードを変更します。セキュリティ対策のため、２ヶ月ごとの変更２ヶ月ごとの変更２ヶ月ごとの変更２ヶ月ごとの変更をお願いします。

① 画面左上部の[パスワード変更]ボタンをクリックします。

② パスワード変更画面が表示されます。
旧パスワードに、現在使っているパスワードを入力します。
新パスワードと（再入力）欄に変更したいパスワードを入力して、[変更]ボタンをクリックします。

＜注意＞
パスワードは８文字以上の英数字とし、新しいパスワードは忘れないようにしてください。パスワードは８文字以上の英数字とし、新しいパスワードは忘れないようにしてください。パスワードは８文字以上の英数字とし、新しいパスワードは忘れないようにしてください。パスワードは８文字以上の英数字とし、新しいパスワードは忘れないようにしてください。
変更ボタンを押した後は、画面が切り替わるまでブラウザを閉じないでください。

③ パスワード変更完了画面が表示されます。
[閉じる]ボタンをクリックします。

！注意！！注意！！注意！！注意！
変更後のパスワードは、変更後のパスワードは、変更後のパスワードは、変更後のパスワードは、サポートセンターでもお調べすることができません。サポートセンターでもお調べすることができません。サポートセンターでもお調べすることができません。サポートセンターでもお調べすることができません。

どうしても、変更後のパスワードが分からなくなった場合は、サポートセンターでパスワードを初期どうしても、変更後のパスワードが分からなくなった場合は、サポートセンターでパスワードを初期どうしても、変更後のパスワードが分からなくなった場合は、サポートセンターでパスワードを初期どうしても、変更後のパスワードが分からなくなった場合は、サポートセンターでパスワードを初期

化します。その場合は、サポートセンターへご連絡ください。化します。その場合は、サポートセンターへご連絡ください。化します。その場合は、サポートセンターへご連絡ください。化します。その場合は、サポートセンターへご連絡ください。
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（5）（5）（5）（5） アクセスログの確認アクセスログの確認アクセスログの確認アクセスログの確認
私の健康noteは、あなたのかかりつけの医師、歯科医師、薬剤師等（※1）が
あなたから会員カードの提示を受けて情報を見ることができます。
あなた以外の人が見た場合、いつ誰が見たのかを確認することができます。

※1）本事業に参加している、かつ、同意書で情報を「共有する」と申告した医療機関、および、
その医療機関に所属する医師、歯科医師、看護師、管理栄養士、薬剤師が対象となります。
本事業に参加している医療機関は、9.付録 または、お手元にあるパンフレットでご確認ください。

① 画面左上に表示されている[アクセスログ]ボタンをクリックします。

② アクセスログ画面が表示されます。

いつ、どこの、誰が、
あなたの情報を見た
のか表示されます。

次へボタンをクリックすると、
次（過去）の記録を表示します。

画面を閉じるときは、
閉じるボタンをクリッ
クしてください。

かかりつけの医師、歯科医師、薬剤師などがあなたの情報を見るときには、会員カードの提示が必
要です。
ただし、以下のような事情で、あなたから会員カードの提示が受けられない場合は、「緊急時」の扱
いで見ることができます。「緊急時」扱いで見た時には、「緊急時ログイン」と記載されます。

＜緊急時扱いになるケース＞
●救急搬送された場合
●災害が起こった場合
●医療機関を受診等したときに、会員カードを忘れた場合

もしも、不安な点がありましたら、サポートセンターへお問い合わせください。
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（1）（1）（1）（1） 事前準備事前準備事前準備事前準備
2.　ログインにしたがって、私の健康note にログインしてください。

（2）からだの情報を見る（2）からだの情報を見る（2）からだの情報を見る（2）からだの情報を見る
【からだの情報タブ】　画面の上部

No. 内容

あなたの病名を、オレンジ色で表示しています。

かかりつけの医師等から、あなたに特に伝えたいかかりつけの医師等から、あなたに特に伝えたいかかりつけの医師等から、あなたに特に伝えたいかかりつけの医師等から、あなたに特に伝えたい
メッセージを表示しています。メッセージを表示しています。メッセージを表示しています。メッセージを表示しています。
読んで、日々の健康管理に役立ててください。読んで、日々の健康管理に役立ててください。読んで、日々の健康管理に役立ててください。読んで、日々の健康管理に役立ててください。

医療機関で受けた検査の結果や、問診事項などを表
示しています。
詳しい見方は、次のページを参照してください。

可能

可能

可能

×

×

×

2) 特に気をつけてほしいこと特に気をつけてほしいこと特に気をつけてほしいこと特に気をつけてほしいこと

医療機関での指導内容や治療方針などを表示して医療機関での指導内容や治療方針などを表示して医療機関での指導内容や治療方針などを表示して医療機関での指導内容や治療方針などを表示して
います。います。います。います。
読んで、日々の健康管理に役立ててください。読んで、日々の健康管理に役立ててください。読んで、日々の健康管理に役立ててください。読んで、日々の健康管理に役立ててください。

4) 指導の内容や治療方針指導の内容や治療方針指導の内容や治療方針指導の内容や治療方針

3) 医科の情報

エリア名称 閲覧 登録

1) 管理疾病 可能 ×

1）

2）

3）

4）

３３３３. . . . 検査結果や歯の状態などを自宅で見る検査結果や歯の状態などを自宅で見る検査結果や歯の状態などを自宅で見る検査結果や歯の状態などを自宅で見る

ス
ク
ロ
ー
ル
を
下
に
ず
ら
す
と
、
画
面
の
下
部
を
表
示
し
ま
す
。

10



【からだの情報タブ】　画面の下部

No

＜補足＞
からだの情報タブ以外を表示している場合は、
[からだの情報]と表示されているところをクリックすると、からだの情報タブが表示されます。

可能 ×

閲覧 登録

5) 歯科の情報 歯科診療所で受けた歯の状態を表示しています。

エリア名称 内容

可能 ×6) 診療の情報 検査の所見などを表示しています。

6）

5）
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＜3）医科の情報の見かた＞＜3）医科の情報の見かた＞＜3）医科の情報の見かた＞＜3）医科の情報の見かた＞

①更新日の日付①更新日の日付①更新日の日付①更新日の日付
からだの情報タブを表示したときには、
今日時点での最新情報を表示しています。

＜補足＞
表示する日付を変更したいときは、
（4) 過去のデータを見てみる　を参照してください。

②値の背景がピンク色になっている②値の背景がピンク色になっている②値の背景がピンク色になっている②値の背景がピンク色になっている
【アラート機能】

検査結果が目標値範囲を超えています。検査結果が目標値範囲を超えています。検査結果が目標値範囲を超えています。検査結果が目標値範囲を超えています。
目標値は、かかりつけ医と相談して、登録してもらってください。目標値は、かかりつけ医と相談して、登録してもらってください。目標値は、かかりつけ医と相談して、登録してもらってください。目標値は、かかりつけ医と相談して、登録してもらってください。

例） 体重が目標値60ｋｇを超えている場合

③更新日の背景がオレンジ色になっている③更新日の背景がオレンジ色になっている③更新日の背景がオレンジ色になっている③更新日の背景がオレンジ色になっている
【リマインド機能】

一定期間、検査を受けていないか、検査データが登録されていないことを表しています。一定期間、検査を受けていないか、検査データが登録されていないことを表しています。一定期間、検査を受けていないか、検査データが登録されていないことを表しています。一定期間、検査を受けていないか、検査データが登録されていないことを表しています。
かかりつけ医と相談してください。かかりつけ医と相談してください。かかりつけ医と相談してください。かかりつけ医と相談してください。

例） 血清総蛋白の検査を、３ヶ月間実施していない場合

ピンク色になります

7)自分で測定した情報自分で測定した情報自分で測定した情報自分で測定した情報

4)指導の内容や治療方針指導の内容や治療方針指導の内容や治療方針指導の内容や治療方針

5)歯科の情報歯科の情報歯科の情報歯科の情報

6)診療の情報診療の情報診療の情報診療の情報

3)医科の医科の医科の医科の

情報情報情報情報

1)管理疾病管理疾病管理疾病管理疾病
2)特に気を付けて特に気を付けて特に気を付けて特に気を付けて

ほしいことほしいことほしいことほしいこと

＜画面位置＞＜画面位置＞＜画面位置＞＜画面位置＞

オレンジ色になります
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④データなし、と表示されている④データなし、と表示されている④データなし、と表示されている④データなし、と表示されている
病院や診療所から検査データが登録されていません。

⑤詳細情報を見たい⑤詳細情報を見たい⑤詳細情報を見たい⑤詳細情報を見たい
どこの病院での検査結果か？や、アラートの詳細などを見たいときは、
見たい項目にマウスをあててください。
詳しい情報が、表示されます。

詳細をみたい項目にカーソ
ルを合わせます。
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慣れてきたら、以下にもチャレンジしてみましょう！慣れてきたら、以下にもチャレンジしてみましょう！慣れてきたら、以下にもチャレンジしてみましょう！慣れてきたら、以下にもチャレンジしてみましょう！

（3）グラフを表示する（3）グラフを表示する（3）グラフを表示する（3）グラフを表示する
からだの情報タブの上部にあるグラフ表示ボタンで行います。
グラフに表示する期間、項目は選択できます。

＜補足＞
グラフ表示が可能な項目は、以下の通りです。

●医科の情報・自分で測定した情報のグラフ欄にチェックボックスがあり、
　 チェックが可能な項目
●同時にグラフ表示することができるのは３つの項目までです。

以下のようにグラフ画面が表示されます。

値を表で表示します。

手順①
グラフ表示したい項目をチェックしま
す。

手順②
表示する期間を指定して、グラフ表示
ボタンをクリックします。
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＜補足＞
グラフ画面を開いた時には測定値のみを表示しています。
基準値を表示したい場合や、グラフを非表示にする場合は、凡例の項目をクリックしてください。
基準値の表示は、最大値・最小値の範囲を四角で囲みます。

※以下の例では、
　 ＡＬＴの測定値が基準値範囲内に収まっています。

＜グラフを印刷したいとき＞
● ご利用のパソコンでプリンタが使える場合は、紙に印刷することができます。

プリンタの電源がONになっていることを確認して、
このページを印刷するボタンをクリックしてください。

（4）過去のデータを見る（4）過去のデータを見る（4）過去のデータを見る（4）過去のデータを見る
からだの情報タブを表示したときには、今日時点での最新情報を表示しています。
過去のデータを見るときは、以下の方法で見てください。

①表示日付を変える①表示日付を変える①表示日付を変える①表示日付を変える

からだの情報タブの左上に表示
されている年月日を指定します。

※年月日の欄をクリックすると、
カレンダーが出てきます。カレン
ダー上で日付をクリックすると、
その年月日を指定できます。

自動的に画面が更新されて、指
定した日付時点の最新情報を表
示します。

凡例をクリックすると、グラフ
の表示・非表示が選択できま
す。
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＜補足＞
今日時点の情報に戻したいときは、本日ボタンをクリックしてください。

②詳細情報画面で見る②詳細情報画面で見る②詳細情報画面で見る②詳細情報画面で見る
該当の項目に対し登録済みのデータ一覧を表示します。

見たい項目名をクリックしてくださ
い。

過去に登録した日時が表示されます。

見たい日にちをクリックすると、右側に
その日のデータが表示されます。
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（5）画面を印刷する（5）画面を印刷する（5）画面を印刷する（5）画面を印刷する
画面の内容を印刷できます。
紙で保管したいときや、お手持ちの手帳や記録簿に貼りつけたいときに、ご利用ください。
印刷前に、プリンタの電源がONになっていることを確認してください。

からだの情報タブ　右上部の印刷ボタンをクリックします。

出力対象エリアで印刷する情報の絞りこみができます。
必要な情報を選択して、このページを印刷するボタンをクリックしてください。

出力対象を選択し
て、表示更新ボタ
ンをクリックすると、
必要な情報に絞り
込むことができま
す。

内容を確認し
て、このページ
を印刷するボ
タンを
クリックしてく
ださい。
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（6）画面に表示する項目を絞り込む（6）画面に表示する項目を絞り込む（6）画面に表示する項目を絞り込む（6）画面に表示する項目を絞り込む

医科の情報に表示している項目は、関連する疾病別に絞り込み表示ができます。
目的に合わせて、ご利用ください。

医科の情報に表示する項目が対象になります。 　
例） 【すべてにチェックがある場合】 【糖尿病のみにチェックがある場合】

糖尿病に関連する項目に絞り込まれます。

□にチェックがついている病名に
関する項目を表示しています。

非表示にしたい病名の□をクリッ
クして、チェックを付けたり、外し
たりすると、画面が自動的に切り
替わります。

18



（1）（1）（1）（1） 事前準備事前準備事前準備事前準備
2.　ログインにしたがって、私の健康note にログインしてください。

自分で測定した情報 のエリアで登録していきます。

No エリア名称 内容 閲覧 登録

7) 自分で測定した情報
あなたが家庭で計測した値を登録、表示します。
登録は患者さんのみ可能です。

可能 可能

自宅で測定した体重、血圧、血糖値、腹囲を、自宅のパソコンで登録することができます。自宅で測定した体重、血圧、血糖値、腹囲を、自宅のパソコンで登録することができます。自宅で測定した体重、血圧、血糖値、腹囲を、自宅のパソコンで登録することができます。自宅で測定した体重、血圧、血糖値、腹囲を、自宅のパソコンで登録することができます。

登録しておくと、登録しておくと、登録しておくと、登録しておくと、
★グラフで推移を見ることができます。★グラフで推移を見ることができます。★グラフで推移を見ることができます。★グラフで推移を見ることができます。

★病院、診療所、薬局を受診したときに、医師、歯科医師、薬剤師などに見てもらえます。★病院、診療所、薬局を受診したときに、医師、歯科医師、薬剤師などに見てもらえます。★病院、診療所、薬局を受診したときに、医師、歯科医師、薬剤師などに見てもらえます。★病院、診療所、薬局を受診したときに、医師、歯科医師、薬剤師などに見てもらえます。

紙で記録をしている方は、ぜひ登録にチャレンジしてみてください。紙で記録をしている方は、ぜひ登録にチャレンジしてみてください。紙で記録をしている方は、ぜひ登録にチャレンジしてみてください。紙で記録をしている方は、ぜひ登録にチャレンジしてみてください。
1111つからでも登録できます。つからでも登録できます。つからでも登録できます。つからでも登録できます。

7）

４４４４. . . . 自宅で測定した体重、血圧、血糖値、腹囲を登録する自宅で測定した体重、血圧、血糖値、腹囲を登録する自宅で測定した体重、血圧、血糖値、腹囲を登録する自宅で測定した体重、血圧、血糖値、腹囲を登録する
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（2）測定値を複数項目まとめて登録する（2）測定値を複数項目まとめて登録する（2）測定値を複数項目まとめて登録する（2）測定値を複数項目まとめて登録する
① 自分で測定した情報　右上の　[入力]ボタンをクリックします。

② 自己測定データ登録　画面が表示されます。
日付（測定日）を確認し、登録したい項目に数値を入力して、[登録]ボタンをクリックします。

＜補足＞
測定日が本日ではない場合、更新日をクリックして日付を変更します。

登録したい項目に値を入力してください。
※体重だけ、腹囲だけ、など、１つだけで
も登録できます。

入力した項目には、自動的にチェックが付きます。
「登録」ボタンをクリックしたときに、チェックが付い
ている項目のみ登録されます。

更新日の日付欄をクリックして
カレンダー上で、
測定した日をクリックします。

7)自分で測定した情報自分で測定した情報自分で測定した情報自分で測定した情報

4)指導の内容や治療方針指導の内容や治療方針指導の内容や治療方針指導の内容や治療方針

5)歯科の情報歯科の情報歯科の情報歯科の情報

6)診療の情報診療の情報診療の情報診療の情報

3)医科の医科の医科の医科の

情報情報情報情報

1)管理疾病管理疾病管理疾病管理疾病
2)特に気を付けて特に気を付けて特に気を付けて特に気を付けて

ほしいことほしいことほしいことほしいこと

＜画面位置＞＜画面位置＞＜画面位置＞＜画面位置＞
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③ 確認画面が表示されます。OKボタンをクリックします。

④ 登録した値が表示されます。

＜補足＞
該当する項目に対して、登録されている最新の情報よりも過去の日付を指定して登録した場合、
画面には、今日時点の最新情報が表示されますので、登録した値が表示されません。
「３. 検査結果や歯の状態などを、自宅で見る」（4）過去のデータを見る　の手順で、
値を確認しましょう。
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（3）測定値を１つの項目だけ登録する（3）測定値を１つの項目だけ登録する（3）測定値を１つの項目だけ登録する（3）測定値を１つの項目だけ登録する
特定の項目だけをまとめて登録したい場合はこの方法が便利です。

①自分で測定した情報　の登録したい項目をダブルクリックします。

② 詳細情報画面が表示されます。
更新日時リストで新規登録が選択されていることを確認して、
数値を入力して、[新規登録]ボタンをクリックします。

③ 確認画面が表示されます。OKボタンをクリックします。

7)自分で測定した情報自分で測定した情報自分で測定した情報自分で測定した情報

4)指導の内容や治療方針指導の内容や治療方針指導の内容や治療方針指導の内容や治療方針

5)歯科の情報歯科の情報歯科の情報歯科の情報

6)診療の情報診療の情報診療の情報診療の情報

3)医科の医科の医科の医科の

情報情報情報情報

1)管理疾病管理疾病管理疾病管理疾病
2)特に気を付けて特に気を付けて特に気を付けて特に気を付けて

ほしいことほしいことほしいことほしいこと

＜画面位置＞＜画面位置＞＜画面位置＞＜画面位置＞
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④ 登録した記録が追加されます。
②に戻って次の記録を登録することができます。

更新日時リストで、追加された日時をクリックすると、画面の右側に登録した数値を表示します。
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（4）間違えて登録した場合（4）間違えて登録した場合（4）間違えて登録した場合（4）間違えて登録した場合
登録したあとで、数値の修正や削除ができます。

①自分で測定した情報　の登録したい項目をダブルクリックします。

② 詳細情報画面が表示されます。
更新日時リストで修正・削除したい日付をクリックします。画面の右側に該当の情報を表示します。

③ 値の修正または削除を行います。

＜修正手順①＞
値を更新します。

＜修正手順②＞
更新登録ボタンをク
リックします。

＜削除手順①＞
削除ボタンをクリック
します。

7)自分で測定した情報自分で測定した情報自分で測定した情報自分で測定した情報

4)指導の内容や治療方針指導の内容や治療方針指導の内容や治療方針指導の内容や治療方針

5)歯科の情報歯科の情報歯科の情報歯科の情報

6)診療の情報診療の情報診療の情報診療の情報

3)医科の医科の医科の医科の

情報情報情報情報

1)管理疾病管理疾病管理疾病管理疾病
2)特に気を付けて特に気を付けて特に気を付けて特に気を付けて

ほしいことほしいことほしいことほしいこと

＜画面位置＞＜画面位置＞＜画面位置＞＜画面位置＞
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※「私の健康note」の「お薬手帳」機能は、11月中旬より利用可能となりました。※「私の健康note」の「お薬手帳」機能は、11月中旬より利用可能となりました。※「私の健康note」の「お薬手帳」機能は、11月中旬より利用可能となりました。※「私の健康note」の「お薬手帳」機能は、11月中旬より利用可能となりました。

（1）（1）（1）（1） 事前準備事前準備事前準備事前準備
2.　ログインにしたがって、私の健康note にログインしてください。

（2）お薬の情報を見る（2）お薬の情報を見る（2）お薬の情報を見る（2）お薬の情報を見る
お薬の情報タブをクリックします。

①お薬を飲んでいる期間を確認するとき
お薬の情報タブをクリックすると、以下のカレンダー画面が表示されます。

＜補足＞
お薬の情報タブの画面上部　「カレンダー」ボタンを押すと、カレンダー画面に戻ります。

５５５５.... おくすりの情報を自宅で見るおくすりの情報を自宅で見るおくすりの情報を自宅で見るおくすりの情報を自宅で見る

調剤日から処方日数期間中は
お薬アイコンが表示されます。
アイコンをクリックすると該当日
のお薬一覧画面へ移動します。

あなたが記録したメモが表示されます。

前
月
を
表
示
し
ま
す
。

次
月
を
表
示
し
ま
す
。

お薬手帳画面を開きます。
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②お薬手帳を見たいとき
お薬の情報タブの画面上部の「お薬手帳」ボタンをクリックすると、お薬手帳画面が表示されます。

表
示
し
た
い
日
付
を
ク
リ
ッ
ク
し
ま
す
。

ウ
ィ
ン
ド
ウ
を
閉
じ
ま
す
。
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慣れてきたら、以下にもチャレンジしてみましょう！慣れてきたら、以下にもチャレンジしてみましょう！慣れてきたら、以下にもチャレンジしてみましょう！慣れてきたら、以下にもチャレンジしてみましょう！

（3）ご自身で登録した服薬の記録を見たいとき（3）ご自身で登録した服薬の記録を見たいとき（3）ご自身で登録した服薬の記録を見たいとき（3）ご自身で登録した服薬の記録を見たいとき
カレンダー画面に表示されているお薬アイコンをクリックすると、指定日のお薬一覧画面が表示されます。

・ あなたが登録した服用の記録は、以下のように表示されます。
登録の方法は　6. おくすりを飲んだ記録をつける　を参照してください。

■■■■ ：未登録：未登録：未登録：未登録 ◎◎◎◎ ：服用した：服用した：服用した：服用した ×××× ：服用していない（飲み忘れ等）：服用していない（飲み忘れ等）：服用していない（飲み忘れ等）：服用していない（飲み忘れ等）

・ 外用薬や頓用の場合、また薬局によっては、以下のように表示され、
服用の登録はできない場合があります。

同
日
に
複
数
お
薬
を
受
け
取
っ
た
場
合
、
服
用
登
録
の

「表
示
」ボ
タ
ン
を
押
し
て
表
示
を
切
替
え
ま
す
。

お薬手帳を表示したい場合、お薬手帳の
「表示」ボタンをクリックします。
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（4）のんでね通知を受け取る（4）のんでね通知を受け取る（4）のんでね通知を受け取る（4）のんでね通知を受け取る

① のんでね通知を受け取るメールアドレスを登録する
＜補足＞

ご自身でメールアドレスの登録が難しい場合は、サポートセンターに連絡してください。

a) 基本情報タブをクリックします。
基本情報タブ右上の[入力]ボタンをクリックします。

b) 基本情報登録画面で、メールアドレスを入力し、[登録＆確認メール送信]ボタンをクリックします。

のんでね通知とは、毎日のおくすりを飲む時間にメールを受け取れる仕組みです。
おくすりの飲み忘れ防止のため、携帯電話などのメールアドレスを登録し、

メールを受け取ってみましょう。
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c) 確認画面が表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

b)で登録したメールアドレスに以下のような確認メールが届くことを
確認してください。メールが届かない場合は、アドレスが正しく設定されている
ことを確認してください。また迷惑メール防止のための設定をしている場合は、
「mynote@notohoku.net」からのメールが受信できるように設定変更を行ってください。

② のんでね通知を受け取る時間を設定する

a) お薬の情報タブをクリックし、[のんでね通知]ボタンをクリックします。
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b) のんでね通知登録画面で、メールを受け取る時間を設定し、[登録]ボタンをクリックします。

＜補足＞
のんでね通知メールを受け取らないようにするためには、
それぞれのタイミングの[クリア]ボタンもしくは[全てクリア]ボタンを押して、
最後に[登録]ボタンをクリックします。

③ のんでね通知を受け取る

a) 設定したメールアドレスおよび時刻に、のんでね通知メールが届きます。
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※「私の健康note」の「お薬手帳」機能は、11月中旬より利用可能となりました。※「私の健康note」の「お薬手帳」機能は、11月中旬より利用可能となりました。※「私の健康note」の「お薬手帳」機能は、11月中旬より利用可能となりました。※「私の健康note」の「お薬手帳」機能は、11月中旬より利用可能となりました。

（1）（1）（1）（1） 事前準備事前準備事前準備事前準備
2.　ログインにしたがって、私の健康note にログインしてください。

（2）メモを登録する（2）メモを登録する（2）メモを登録する（2）メモを登録する

①お薬の情報タブをクリックします。
表示されたお薬カレンダー画面の下部にメモ欄があります。
メモを入力して、[登録]ボタンをクリックします。

②確認画面で[OK]ボタンをクリックします。

③メモ欄に反映されます。

６６６６.... おくすりを飲んだ記録をつけるおくすりを飲んだ記録をつけるおくすりを飲んだ記録をつけるおくすりを飲んだ記録をつける

おくすりを飲んでいて効果を感じられたり、逆に体調が悪くなったりした場合に、メモをしてお
きましょう。ここで登録したメモは、かかりつけの医師や薬剤師に見てもらうことができます。
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慣れてきたら、以下にもチャレンジしてみましょう！慣れてきたら、以下にもチャレンジしてみましょう！慣れてきたら、以下にもチャレンジしてみましょう！慣れてきたら、以下にもチャレンジしてみましょう！

（3）服用の記録を登録する（3）服用の記録を登録する（3）服用の記録を登録する（3）服用の記録を登録する
①お薬の情報タブをクリックします。

登録したい日のお薬アイコンをクリックします。

②指定日のお薬一覧画面が表示されます。

＜補足＞
同日に複数お薬を受け取った場合、お薬一覧には複数行表示されます。
服用登録の「表示」ボタンを押して、表示を切替えます。

調剤日から処方日数期間中はお薬アイコンが表示されます。
アイコンをクリックすると該当日のお薬一覧画面へ移動します。
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③服用の状況を登録します。
該当する日付の服用タイミングのマークをクリックします。
クリックするごとに、■→◎→×→■→◎→　・・・とマークが変化します。
マークの意味は以下の通りです。
■■■■ ：未登録：未登録：未登録：未登録 ◎◎◎◎ ：服用した：服用した：服用した：服用した ×××× ：服用していない（飲み忘れ等）：服用していない（飲み忘れ等）：服用していない（飲み忘れ等）：服用していない（飲み忘れ等）

＜補足＞
外用薬や頓用の場合、また薬局によっては、以下のように表示され、
服用の登録はできない場合があります。

１回クリックした場合

２回クリックした場合
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（1）（1）（1）（1） 事前準備事前準備事前準備事前準備
2.　ログインにしたがって、私の健康note にログインしてください。

こんなページも見てみましょう！こんなページも見てみましょう！こんなページも見てみましょう！こんなページも見てみましょう！

（2）（2）（2）（2） お知らせお知らせお知らせお知らせ
お知らせタブをクリックしてください。
システム停止など、システム管理者からのお知らせを表示します。

＜補足＞
お知らせ事項があるときは、お知らせタブに！が表示されます。

その他に、以下の情報を自宅のパソコンで登録することができます。その他に、以下の情報を自宅のパソコンで登録することができます。その他に、以下の情報を自宅のパソコンで登録することができます。その他に、以下の情報を自宅のパソコンで登録することができます。

★かかりつけ医などの基本情報★かかりつけ医などの基本情報★かかりつけ医などの基本情報★かかりつけ医などの基本情報 ⇒⇒⇒⇒ （（（（3333）基本情報へ）基本情報へ）基本情報へ）基本情報へ

★健康診断の記録★健康診断の記録★健康診断の記録★健康診断の記録 ⇒⇒⇒⇒ （（（（4444）健診の情報）健診の情報）健診の情報）健診の情報 へへへへ

基本情報の登録は簡単です。ぜひ登録にチャレンジしてみてください。基本情報の登録は簡単です。ぜひ登録にチャレンジしてみてください。基本情報の登録は簡単です。ぜひ登録にチャレンジしてみてください。基本情報の登録は簡単です。ぜひ登録にチャレンジしてみてください。

７７７７. . . . その他その他その他その他
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（3）（3）（3）（3） 基本情報基本情報基本情報基本情報
基本情報タブをクリックしてください。
あなたの氏名やご自身で登録したかかりつけ医などが表示されます。

＜登録・変更する場合＞＜登録・変更する場合＞＜登録・変更する場合＞＜登録・変更する場合＞

①[入力]ボタンをクリックします。

同意書に記載した情報は、あら
かじめ登録されています。
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②基本情報登録画面が表示されます。
入力・修正を行い、[登録]ボタンをクリックします。

＜補足＞
氏名、性別、生年月日は変更できません。
変更や誤りがある場合はサポートセンターへご連絡ください。

③基本情報タブが表示されます。
登録・修正した内容が反映されていることを確認します。

入力した内容が表示されます。

入力・修正してください。

※この情報は、医療機
関や薬局の医師、歯科
医師、薬剤師が見ること
があります。公開したく
ない情報は、入力しなく
ても問題ありません。
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（4）（4）（4）（4） 健診の情報健診の情報健診の情報健診の情報
健診の情報タブをクリックしてください。
ご自身で登録した健康診断の記録が表示されます。

＜補足＞
健診の情報タブをクリックしたときには、本日時点の最新データから３回分が表示されます。
変更したい場合は、表示日付欄の日付や、回数を修正し、[表示更新]ボタンをクリックします。

＜登録・変更する場合＞＜登録・変更する場合＞＜登録・変更する場合＞＜登録・変更する場合＞
①[入力]ボタンをクリックします。
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②健診結果登録画面が表示されます。
値に、各項目の検査結果を入力してください。
基準値は、健診結果の用紙に記載されている基準値を、必要に応じて入力してください。
[登録]ボタンをクリックします。

③確認画面で、[OK]ボタンをクリックします。

④健診の情報タブが表示されます。
登録した内容が反映されていることを確認します。

（5）（5）（5）（5） 関連リンク　関連リンク　関連リンク　関連リンク　
関連リンクのタブをクリックしてください。
病気についての情報が紹介されているページへのリンクを掲載しています。

38



(1) 画面左上のログアウトボタンをクリックします。

＜補足＞
インターネットエクスプローラの[×]をクリックしても終了することはできますが、
ログアウトボタンからのログアウトをお願いします。

(2) ログインページが表示されます。

８８８８.... ログアウトログアウトログアウトログアウト
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本事業の参加医療機関は以下の通りです。

【能登北部地域】

市立輪島病院

医療法人社団　伊藤医院

医療法人社団　北川内科クリニック

医療法人社団フナキ　舩木クリニック

医療法人社団　青雲会　大和医院

社団法人　石川県勤労者医療協会　輪島診療所

医療法人社団　桶本眼科

小西医院

医療社団法人　あいずみクリニック

升谷医院

矢間デンタルクリニック

河合薬局

橋本薬局

日本調剤　門前町薬局

日本調剤　輪島薬局

【能登中部地域】

社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院

医療法人社団　豊明会　北村病院

医療法人社団　安田医院

医療法人社団　和泉会　さはらファミリークリニック

医療法人社団　生生会　えんやま健康クリニック

中村ペインクリニック

鳥屋診療所

けいじゅファミリークリニック

かぶと歯科医院

恵寿歯科

中島薬局

コトブキ薬局七尾店

あさひ薬局

みそぎ薬局

阪神調剤薬局さくら店　　　　　　　　 

病院・診療所

薬局

病院・診療所

歯科診療所

薬局

歯科診療所

９９９９.... 付録付録付録付録

・FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。

・Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

・Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または

商標です。
・その他、本文中に記載されている会社名および製品名は、一般に各社の登録商標または商標です。
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