
どこでもMY病院システムでは、以下のサービスを利用することができます。
●お薬手帳サービス
●自己管理データサービス
●健康情報サービス
●糖尿病記録サービス

サービスご利用の流れは以下となります。

厚生労働省「シームレスな健康情報活用基盤実証事業」

のとほく．ねっとのとほく．ねっとのとほく．ねっとのとほく．ねっと
～どこでもMY病院　操作説明書～

①のとほく．ねっとに参加している医療機関（病院・薬局）で、
　サービス利用の申し込みを行います。
②会員証（フェリカカード）を受け取ります。

③どこでもMY病院へログインします。
　※ログインするためには、会員証（フェリカカード）が必要です。

→→→→本操作説明書の「1.ログイン」に沿って、実施してください。本操作説明書の「1.ログイン」に沿って、実施してください。本操作説明書の「1.ログイン」に沿って、実施してください。本操作説明書の「1.ログイン」に沿って、実施してください。

サービスを利用

どこでもMY病院へログイン

サービスご利用の申し込み

④サービスを利用します。
　Ⅰ．お薬手帳サービス
　　　薬局で受け取ったお薬手帳QRコードの登録や、
　　　登録済みのお薬手帳を表示します。
→本操作説明書の「2.お薬手帳」に沿って、実施してください。→本操作説明書の「2.お薬手帳」に沿って、実施してください。→本操作説明書の「2.お薬手帳」に沿って、実施してください。→本操作説明書の「2.お薬手帳」に沿って、実施してください。

　Ⅱ．自己管理データサービス
　　　ご自身で測定したデータ（体重・血圧・血糖値）の登録や、
　　　登録済みデータを表示します。
→本操作説明書の「3.自己管理データ」に沿って、実施してください。→本操作説明書の「3.自己管理データ」に沿って、実施してください。→本操作説明書の「3.自己管理データ」に沿って、実施してください。→本操作説明書の「3.自己管理データ」に沿って、実施してください。

　Ⅲ．健康情報サービス
　　　病院から受け取ったPDFファイル（健康情報等）の登録や、
　　　登録済みファイルを表示します。
→本操作説明書の「4.健康情報」に沿って、実施してください。→本操作説明書の「4.健康情報」に沿って、実施してください。→本操作説明書の「4.健康情報」に沿って、実施してください。→本操作説明書の「4.健康情報」に沿って、実施してください。

　Ⅳ．糖尿病記録
　　　病院から受け取った検査データの登録や、登録済みデータ
　　　（糖尿病検査データ・自己管理データ・健康情報）を表示します。
→本操作説明書の「5.糖尿病記録」に沿って、実施してください。→本操作説明書の「5.糖尿病記録」に沿って、実施してください。→本操作説明書の「5.糖尿病記録」に沿って、実施してください。→本操作説明書の「5.糖尿病記録」に沿って、実施してください。

　Ⅴ．その他
　　　基本情報の表示やパスワード変更手順、
　　　ご利用時の注意事項等についてを説明します。
→本操作説明書の「6.その他」に沿って、実施してください。→本操作説明書の「6.その他」に沿って、実施してください。→本操作説明書の「6.その他」に沿って、実施してください。→本操作説明書の「6.その他」に沿って、実施してください。

⑤どこでもMY病院からログアウトします。

→→→→本操作説明書の「7.ログアウト」に沿って、実施してください。本操作説明書の「7.ログアウト」に沿って、実施してください。本操作説明書の「7.ログアウト」に沿って、実施してください。本操作説明書の「7.ログアウト」に沿って、実施してください。
どこでもMY病院からの

ログアウト



どこでもMY病院へログインします。
ログインの流れは以下となります。

1) 事前準備
どこでもMY病院を利用するためには、以下のものをお手元にご準備ください。

① パソコン（ノートパソコン、デスクトップパソコン）
※ ご利用が可能なパソコンは、WindowsXP以降でInternet Explorer8.0以降を推奨します。
※ iPadなどのタブレット型モバイル端末はご利用いただけません。

② 会員証（フェリカカード）
※ のとほく．ねっとに参加している医療機関（病院・薬局）で発行手続きを行えます。

2) ログイン
どこでもMY病院へログインします。

① パソコンの電源を入れて、Internet Explorerを起動します。

② アドレス部分に、以下のURLを記載します。

③ ログインページが表示されます。
[ログイン(ID・パスワード)]ボタンをクリックします。

1.ログイン1.ログイン1.ログイン1.ログイン

　　3)トップメニュー画面2)ログイン1)事前準備

http://myhospital.notohoku.nethttp://myhospital.notohoku.nethttp://myhospital.notohoku.nethttp://myhospital.notohoku.net



④ ユーザIDとパスワードを入力するWisePoint画面が表示されます。

お手元に用意した会員証（フェリカカード）の表面に印字されたユーザID（Ⅰ）と、
会員証の発行時に付与されるパスワード（Ⅱ）を入力後、[ログイン]ボタン（Ⅲ）をクリックします。

⑤ 認証番号を入力する画面が表示されます。
画面上で指定された列行を確認（Ⅰ）し、会員証（フェリカカード）の裏面に印字された認証番号の
該当の数値を入力（Ⅱ）後、[ログイン]ボタン（Ⅲ）をクリックします。
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会員証表面

ⅠⅠⅠⅠ

ⅡⅡⅡⅡ
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会員証裏面



⑥ パスワード変更画面が表示されます。
この画面は、初回ログイン時にのみ表示されます。
※2回目以降のログインでは表示されず、3)トップメニュー画面が表示されます。

新しい固定パスワード（Ⅰ）と、確認入力にも同じパスワードを入力（Ⅱ）後、
[設定]ボタン（Ⅲ）をクリックします。
※新しいパスワードは4桁以上16桁以下の英数字で設定してください。
※有効期間は90日です。期限切れ7日前からメッセージが出ますので、パスワードを変更してください。
　 期限切れ後はログインできなくなりますので、サポートセンターへご連絡ください。
※3回連続してログインに失敗した場合はログインできなくなります。サポートセンターへご連絡ください。

⑦ 設定情報の更新画面が表示されます。
[OK]ボタンをクリックします。

ⅠⅠⅠⅠ

ⅡⅡⅡⅡ
ⅢⅢⅢⅢ



3) トップメニュー画面
どこでもMY病院のトップメニュー画面が表示されます。

ログインされているご
自身のお名前が表示
されていることを確認
してください。

登録したデータ
を表示します。

データを登録し
ます。

血圧や血糖値のご自身
の閾値を設定します。



お薬手帳は、薬局で受け取るお薬手帳QRコードを登録し、お薬手帳の内容を表示することができます。
※ 但し、お薬手帳QRコードを登録するためには、QRコードスキャナが必要となりますので、

ご自宅での登録は行えません。
お薬手帳QRコードを受け取った薬局に設置されている端末で登録操作を行ってください。

また、薬局で、お薬手帳の自動登録をご希望された場合には、QRコードの登録の操作を行わなくても、
お薬手帳の内容を表示することができます。

1) お薬手帳QRコード登録
薬局で受け取ったお薬手帳QRコードを、薬局に設置されている端末で登録を行います。

① 薬局に設置されている端末から、デスクトップ上の「のとほく：どこMY」を起動し、
【1.ログイン】の手順に従って、ご自身のユーザIDとパスワードでログインします。

② トップメニュー画面が表示されます。
登録エリアにある[お薬手帳]ボタンをクリックします。

2.お薬手帳2.お薬手帳2.お薬手帳2.お薬手帳

　　2)お薬手帳の表示
1)お薬手帳QRコード登録
1)´お薬手帳の自動登録



③ お薬手帳登録画面が表示されますので、「登録の手順」に従って、登録を行います。
手順①を行います。[①開始]ボタンをクリックします。
カーソルが手順②の欄へ移動します。

④ 手順②を行います。
ⅰ. QRコードスキャナを手に取ります。

ⅱ. QRコードスキャナの読み取り面を、お薬手帳の紙に印字されているQRコードに向けます。

読み取り面

ボタン



ⅲ. QRコードスキャナのボタンを押して、QRコードを読み取ります。

QRコードスキャナのボタンを押すと

の光が出ます。

の枠内にQRコードが入るようにかざします。

【QRコードが１つの場合】
読み取りができると「ピッ」という音がして
読み取りが完了します。

【QRコードが複数の場合】
続けて、複数枚のQRコードを読み取れます。
すべてのコードを読み取るまで、
ボタンを押し続けてください。

ⅳ. 読み取り終わると、手順②の欄に、読み取ったデータが表示されます。



⑤ 手順③を行います。[③確認]ボタンをクリックします。

⑥ 右側の登録する内容欄に、読み取ったお薬手帳の内容が表示されます。



⑦ 手順④を行います。[④登録]ボタンをクリックします。

⑧ お薬手帳の登録完了メッセージが表示されます。

⑨ 画面上部の[戻る]ボタンをクリックすると、トップメニュー画面に戻ります。



1)´ お薬手帳の自動登録
お薬手帳の情報を、薬局で自動登録しますので、特別な操作は必要ありません。

2) お薬手帳の表示
登録したお薬手帳を表示します。

① トップメニュー画面を表示します。
表示エリアにある[お薬手帳]ボタンをクリックします。

② 登録されたお薬手帳が一覧で表示されます。
1画面に、調剤日が新しい日付順で、10件が表示されます。



※10件以上登録されている場合には、[前頁]・[次頁]のボタンが有効になります。
例）10件以上データが入っている等で次の頁がある場合は、[次頁]ボタンが有効になります。

　　前の頁がある場合は、[前頁]ボタンが有効になります。

③ 表示したいお薬手帳の調剤日の日付横の[表示]ボタンをクリックします。



④ お薬手帳の内容が表示されます。

⑤ 画面上部の[戻る]ボタンをクリックすると、②画面（登録されたお薬手帳の一覧）に戻ります。

⑥ 画面上部の[戻る]ボタンをクリックすると、トップメニュー画面に戻ります。



＜参考＞
間違ってお薬手帳を登録してしまった場合等、登録されたお薬手帳を削除したい場合には、
以下の手順で削除を行います。
ⅰ. 削除したいお薬手帳の調剤日の日付横の[削除]ボタンをクリックします。

ⅱ. 削除の確認メッセージが表示されますので、削除する場合は、[OK]ボタンをクリックします。

ⅲ. 削除完了のメッセージが表示されます。



ⅳ. 画面上部の[戻る]ボタンをクリックすると、②画面（登録されたお薬手帳の一覧）に戻ります。

ⅴ. 画面上部の[戻る]ボタンをクリックすると、トップメニュー画面に戻ります。

※一度削除したお薬手帳を元に戻すことはできません。



自己管理データは、ご自宅などで計測した体重・血圧・血糖値を登録し、管理することができます。
また、登録された情報は、数値としてだけではなく、月間グラフとしても表示することができます。

1) 閾値設定
医師から指導された血圧及び血糖値の閾値を設定します。
※測定値を登録する際に、閾値の範囲外の場合には、注意マークが表示されます。
閾値の設定は医師からの指導があった場合に設定または変更します。

また、閾値を設定すると、次回の登録分から閾値の範囲内外のチェックを行うようになります。

① トップメニュー画面を表示します。
設定エリアにある[閾値の設定]ボタンをクリックします。

3.自己管理データ3.自己管理データ3.自己管理データ3.自己管理データ

　　　　　　　3)自己管理データの表
示

　　　　　2)自己管理データ登録1)閾値設定



② 閾値を登録する画面が表示されます。

③ 閾値を入力する欄にマウスを当てて、クリックすると、カーソルが点滅します。
値を入力します。



④ 値を入力後、[登録]ボタンをクリックします。

⑤ 登録確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

⑥ 登録した内容が表示されます。



⑦ 画面上部の[戻る]ボタンをクリックすると、トップメニュー画面に戻ります。

＜補足＞
閾値を入力する場合は、以下の点にご注意ください。

・ 入力できる値は3桁までとなります。
・ ご自身で管理する項目（血圧／血糖値）についての閾値を登録してください。

※血圧だけを管理する場合は、血圧（上）（下）の閾値を登録してください。
※血糖値だけを管理する場合は、血糖値（上）（下）の閾値を登録してください。
※血圧及び血糖値を管理する場合は、全項目の閾値を登録してください。
血圧及び血糖値は（上）（下）ともに入力をしてください。

・ 血圧（上）より血圧（下）に大きな値を入力すると、エラーとなります。
・ 血糖値（上）より血糖値（下）に大きな値を入力すると、エラーとなります。
・ 数値以外の値（小数点や英文字など）を入力すると、エラーとなります。



2) 自己管理データ登録
ご自宅などで計測した体重・血圧・血糖値を登録します。

① トップメニュー画面を表示します。
登録エリアにある[自己管理データ]ボタンをクリックします。

② 測定値を入力する画面が表示されます。以下の項目を入力します。
ⅰ. 測定日時 ： 初期表示は現在の日時となりますので、測定日に変更します。
ⅱ. 身長 ： 1度入力すると、次回からは入力した値が表示されます。
ⅲ. 体重 ： 測定した体重を入力します。
ⅳ. 血圧（上）、血圧（下） ： 測定した血圧値を入力します。
ⅴ. 血糖値 ： 測定した血糖値を入力します。

※血圧と血糖値のメモ欄には、「1)閾値設定」で登録した閾値の情報が表示されます。
※BMIは、身長と体重を入力すると、自動計算されて値が入ります。



入力が終わりましたら、[登録]ボタンをクリックします。
※登録した閾値の範囲外の値を入力した場合、注意数値欄に注意マーク注意マーク注意マーク注意マークが表示されます。

③ 登録確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。

④ 登録した内容が表示されます。



⑤ 画面上部の[戻る]ボタンをクリックすると、トップメニュー画面に戻ります。

＜補足＞
測定値を入力する場合は、以下の点にご注意ください。

・ 入力できる値は以下となります。
※身長・体重は、小数点を含めて5桁までとなります。
※血圧・血糖値は、3桁までとなります。

・ 全ての項目を入力する必要はありません。
ご自身で測定した項目（体重／血圧／血糖値）についての値を登録してください。
※血圧を入力する場合は、血圧（上）（下）の値を登録してください。

・ 血圧（上）より血圧（下）に大きな値を入力すると、エラーとなります。
・ 数値以外の値（英文字など）を入力すると、エラーとなります。



3) 自己管理データの表示
登録した自己管理データを表示します。

① トップメニュー画面を表示します。
表示エリアにある[自己管理データ]ボタンをクリックします。

② 登録された自己管理データが一覧で表示されます。
1画面に、測定日が新しい日付順で、10件が表示されます。
閾値設定で登録した閾値の範囲外の値がある場合には注意数値欄にマークがつきます。



※10件以上登録されている場合には、[前頁]・[次頁]のボタンが有効になります。
例）10件以上データが入っている等で次の頁がある場合は、[次頁]ボタンが有効になります。

　　前の頁がある場合は、[前頁]ボタンが有効になります。

③ 表示したい自己管理データの測定日の日付横の[表示]ボタンをクリックします。



④ 自己管理データの内容が表示されます。

⑤ 以下のⅰ～ⅲの単位で、月間グラフを確認できます。
ⅰ. 体重 ： 行横の[グラフ]ボタンをクリックします。
ⅱ. 血圧（上）・血圧（下） ： 行横の[グラフ]ボタンをクリックします。
ⅲ. 血糖値 ： 行横の[グラフ]ボタンをクリックします。

ｉｉｉｉ

ⅱⅱⅱⅱ

ⅲⅲⅲⅲ



例ⅰ）体重グラフ

例ⅱ）血圧（上）・血圧（下）グラフ

例ⅲ）血糖値グラフ

※タブの[×]ボタンをクリックすると画面を閉じることができます。



⑥ 画面上部の[戻る]ボタンをクリックすると、②画面（登録された自己管理データの一覧）に戻ります。

⑦ 画面上部の[戻る]ボタンをクリックすると、トップメニュー画面に戻ります。

＜参考＞
登録した自己管理データを修正したい場合には、以下の手順で編集を行います。
ⅰ. 修正したい自己管理データの測定日の日付横の[編集]ボタンをクリックします。



ⅱ. 更新画面が表示されます。
※測定日時を変更することはできません。測定日時を変更したい場合は、
　一旦削除し、再度登録をしなおしてください。

修正が完了したら、[更新]ボタンをクリックします。

ⅲ. 更新の確認メッセージが表示されますので、更新する場合は、[OK]ボタンをクリックします。



ⅳ. 更新完了のメッセージと更新内容が表示されます。

ⅴ. 画面上部の[戻る]ボタンをクリックすると、トップメニュー画面に戻ります。



＜参考＞
自己測定日を間違えて登録してしまった場合等、登録された自己管理データを削除したい場合には、
以下の手順で削除を行います。
ⅰ. 修正したい自己管理データの測定日の日付横の[削除]ボタンをクリックします。

ⅱ. 削除の確認メッセージが表示されますので、削除する場合は、[OK]ボタンをクリックします。

ⅲ. 削除完了のメッセージが表示されます。



ⅳ. 画面上部の[戻る]ボタンをクリックすると、②画面（登録された自己管理データの一覧）に戻ります。

ⅴ. 画面上部の[戻る]ボタンをクリックすると、トップメニュー画面に戻ります。

※一度削除した自己管理データを元に戻すことはできません。
　再度、登録をしなおしてください。



健康情報は、病院等の医療機関で受け取る健康診断等の紙の情報を、ＰＤＦ化したファイルを登録し、
管理することができます。
また、登録されたファイルを表示することができます。

1) 病院で受け取ったデータの登録
医療機関で受け取った健康診断等の紙の情報をＰＤＦ化し、そのファイルを登録します。

① トップメニュー画面を表示します。
登録エリアにある[病院から受け取ったデータ]ボタンをクリックします。

4.健康情報4.健康情報4.健康情報4.健康情報

　　2)健康情報の表示1)病院で受け取ったデータの登録



② ファイルを登録する画面が表示されます。
ⅰ. 日付 ： 初期表示は本日となります。
ⅱ. ファイル ： [参照]ボタンをクリックして、登録するファイルを選択します。

③ Windows標準のアップロードするファイルの選択画面が表示されます。
ファイルを指定後に、[開く]ボタンをクリックします。



④ 指定したファイルが、ファイル欄に表示されていることを確認します。
※ファイルを間違えてしまった場合には、[クリア]ボタンをクリックすると、ファイルの指定が解除されます。
※ファイル欄に表示されたファイル名を変更することはできません。
　あらかじめ登録したいファイル名に変更してから、ファイルを選択してください。
※ファイル名が長い場合は登録することできません。
　ファイル名は20文字程度を目安に設定してください。

ファイルを登録する場合は、[登録]ボタンをクリックします。

⑤ 登録確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。



⑥ 登録した内容が表示されます。
※登録したファイルがPDFファイルの場合は、健康情報として登録されます。

⑦ 画面上部の[戻る]ボタンをクリックすると、トップメニュー画面に戻ります。

＜補足＞
ファイルを登録する場合は、以下の点にご注意ください。

・ 登録できるファイルは、PDFファイル（拡張子が.pdfのファイル）と、
糖尿病検査データファイル（拡張子が.xmlのファイル）のみとなります。

・ 上記以外のファイルは登録することができません。



2) 健康情報の表示
登録した健康情報を表示します。

① トップメニュー画面を表示します。
表示エリアにある[健康情報]ボタンをクリックします。

② 登録された健康情報が一覧で表示されます。
1画面に、登録日が新しい日付順で、10件が表示されます。



※10件以上登録されている場合には、[前頁]・[次頁]のボタンが有効になります。
例）10件以上データが入っている等で次の頁がある場合は、[次頁]ボタンが有効になります。

　　前の頁がある場合は、[前頁]ボタンが有効になります。

③ 表示したい健康情報の登録日の日付横の[表示]ボタンをクリックします。



④ 健康情報のファイルへのリンクが表示されます。
ファイル名をクリックします。

⑤ 登録したファイルが表示されます。

※タブの[×]ボタンをクリックすると画面を閉じることができます。



⑥ 画面上部の[戻る]ボタンをクリックすると、②画面（登録された健康情報の一覧）に戻ります。

⑦ 画面上部の[戻る]ボタンをクリックすると、トップメニュー画面に戻ります。



＜参考＞
間違って健康情報を登録してしまった場合等、登録された健康情報を削除したい場合には、
以下の手順で削除を行います。
ⅰ. 削除したい健康情報の登録日の日付横の[削除]ボタンをクリックします。

ⅱ. 削除の確認メッセージが表示されますので、削除する場合は、[OK]ボタンをクリックします。

ⅲ. 削除完了のメッセージが表示されます。



ⅳ. 画面上部の[戻る]ボタンをクリックすると、②画面（登録された健康情報の一覧）に戻ります。

ⅴ. 画面上部の[戻る]ボタンをクリックすると、トップメニュー画面に戻ります。

※一度削除した健康情報を元に戻すことはできません。
　再度、登録をしなおしてください。



糖尿病記録では、病院等の医療機関で受け取る糖尿病検査データを登録し、管理することができます。
また、登録された糖尿病検査データだけではなく、自己管理データや健康情報と一緒に管理することができます。

1) 病院で受け取ったデータの登録
医療機関で受け取った糖尿病検査データを登録します。

① トップメニュー画面を表示します。
登録エリアにある[病院から受け取ったデータ]ボタンをクリックします。

5.糖尿病記録5.糖尿病記録5.糖尿病記録5.糖尿病記録

　　2)糖尿病記録の表示1)病院で受け取ったデータの登録



② ファイルを登録する画面が表示されます。
ⅰ. 日付 ： 初期表示は本日となります。
ⅱ. ファイル ： [参照]ボタンをクリックして、登録するファイルを選択します。

[参照]ボタンをクリックして、登録するファイルを選択します。

③ Windows標準のアップロードするファイルの選択画面が表示されます。
ファイルを指定後に、[開く]ボタンをクリックします。



④ 指定したファイルが、ファイル欄に表示されていることを確認します。
※ファイルを間違えてしまった場合には、[クリア]ボタンをクリックすると、ファイルの指定が解除されます。

ファイルを登録する場合は、[登録]ボタンをクリックします。

⑤ 登録確認メッセージが表示されますので、[OK]ボタンをクリックします。



⑥ 登録した内容が表示されます。
※登録したファイルがXMLファイルの場合は、糖尿病検査データとして登録されます。

⑥ 画面上部の[戻る]ボタンをクリックすると、トップメニュー画面に戻ります。

＜補足＞
ファイルを登録する場合は、以下の点にご注意ください。

・ 登録できるファイルは、PDFファイル（拡張子が.pdfのファイル）と、
糖尿病検査データファイル（拡張子が.xmlのファイル）のみとなります。
上記以外のファイルは登録することができません。



2) 糖尿病記録の表示
登録した糖尿病記録（糖尿病検査データ、自己管理データ、健康情報）を表示します。

① トップメニュー画面を表示します。
表示エリアにある[糖尿病記録]ボタンをクリックします。

② 登録された糖尿病記録のデータ（糖尿病検査データ・自己管理データ・健康情報）が一覧で表示されます。
1画面に、登録日/測定日が新しい日付順で、10件が表示されます。



一覧の上部に、種別を切り替えるボタンが表示されます。
初期表示は、「全データ」が表示されていますので、種別に絞込みを行いたい場合は、
種別のボタン（例：糖尿病検査データ）種別のボタン（例：糖尿病検査データ）種別のボタン（例：糖尿病検査データ）種別のボタン（例：糖尿病検査データ）をクリックしてください。

※10件以上登録されている場合には、[前頁]・[次頁]のボタンが有効になります。

例）10件以上データが入っている等で次の頁がある場合は、[次頁]ボタンが有効になります。

　　前の頁がある場合は、[前頁]ボタンが有効になります。



③ 表示したい情報の日付横の[表示]ボタンをクリックします。
ⅰ. 糖尿病検査データ ： ④へ進みます。
ⅱ. 自己管理データ ： 3.自己管理データの3)自己管理データの表示へ進みます。
ⅲ. 健康情報 ： 4.健康情報の2)健康情報の表示へ進みます。



④ 糖尿病検査データを選択した場合、登録した糖尿病検査データが表示されます。

⑤ 画面上部の[戻る]ボタンをクリックすると、②画面（登録された糖尿病記録のデータの一覧）に戻ります。

⑥ 画面上部の[戻る]ボタンをクリックすると、トップメニュー画面に戻ります。



＜参考＞
間違ってデータを登録してしまった場合等、登録された情報を削除したい場合には、
以下の手順で削除を行います。
ⅰ. 削除したい情報の登録日の日付横の[削除]ボタンをクリックします。

ⅱ. 削除の確認メッセージが表示されますので、削除する場合は、[OK]ボタンをクリックします。



ⅲ. 削除完了のメッセージが表示されます。

ⅳ. 画面上部の[戻る]ボタンをクリックすると、②画面（登録された糖尿病記録の一覧）に戻ります。

ⅴ. 画面上部の[戻る]ボタンをクリックすると、トップメニュー画面に戻ります。

※一度削除した情報を元に戻すことはできません。
　再度、登録をしなおしてください。



ご利用者ご自身の基本情報や、パスワード変更をおこなうことができます。
また、ログイン時に発生しやすいエラーの対応方法などを注意事項にまとめています。

1) 基本情報の参照
① トップメニュー画面を表示します。

左側エリアにある[基本情報]ボタンをクリックします。

② 基本情報の記載事項が間違っているときには、サポートセンターへお問い合わせください。

6.その他6.その他6.その他6.その他

2)パスワード変更1)基本情報の参照 3)注意事項



2) パスワード変更
① トップメニュー画面を表示します。

左側エリアにある[パスワード変更]ボタンをクリックします。

② パスワードを変更する画面（WisePoint / Management Tool）が表示されます。



③ 新しいパスワードを入力（Ⅰ）し、同じパスワードを再入力（Ⅱ）後、[更新]ボタン（Ⅲ）をクリックします。

④ 更新完了画面が表示されます。
画面右上の[×]ボタンをクリックして、画面を終了します。

ⅠⅠⅠⅠ

ⅡⅡⅡⅡ

ⅢⅢⅢⅢ



3) 注意事項
・ どこでもMY病院システムへのログイン画面（WisePoint画面）の表示中に、

操作をせずに2分間以上放置した場合、接続エラーが発生します。
ⅰ. [トップページへ]ボタンをクリックすると、ログインページ（1.ログイン　2)　③）へ戻ります。
ⅱ. [ログアウト]ボタンをクリックすると、ログインを終了します。

・ どこでもMY病院システムにログイン後、操作をせずに1時間程度放置した場合、
セッションタイムアウトのエラーが発生します。
セッションタイムアウトが発生した場合、画面上のボタンがうまく表示されないことがありますが、
画面上のボタンをクリックすると、どこでもMY病院システムへのログイン画面（WisePoint画面）が
表示されますので、ログインページ（1.ログイン　2)　④）から実施してください。

ⅰⅰⅰⅰ ⅱⅱⅱⅱ

画面上のボタンがうまく表示されない例



・ どこでもMY病院システムへのログイン画面（WisePoint画面）で、
ログインID又はパスワードを間違えた場合には、エラーが発生します。
ⅰ. [再認証]ボタンをクリックすると、パスワード入力画面（1.ログイン　2)　④）へ戻ります。
ⅱ. [トップページへ]ボタンをクリックすると、ログインページ（1.ログイン　2)　③）へ戻ります。
ⅲ. [ログアウト]ボタンをクリックすると、ログインを終了します。

・ 認証番号を間違えて入力した場合は、ログインに失敗します。
ⅰ. [トップページへ]ボタンをクリックすると、ログインページ（1.ログイン　2)　③）へ戻ります。
ⅱ. [ログアウト]ボタンをクリックすると、ログインを終了します。

ⅰⅰⅰⅰ

ⅱⅱⅱⅱ ⅲⅲⅲⅲ

ⅰⅰⅰⅰ ⅱⅱⅱⅱ



どこでもMY病院からログインします。

1) ログアウト
① 画面上部の[ログアウト]ボタンをクリックします。

② 確認メッセージが表示されますので、終了する場合は、[OK]ボタンをクリックします。

③ Internet Explorerが終了し、画面が閉じられます。
※タブの終了だけではなく、必ず、Internet Explorerを終了してください。

＜補足＞
Internet Exploere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。

7.ログアウト7.ログアウト7.ログアウト7.ログアウト

1)ログアウト


