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はじめに

バイタルナビは、入居者様の日々のバイタル測定データを正確に素早く記録

することを目的としたソフトで、蓄積されたデータはグラフ等で見える化す

ることにより様々な業務にご活用いただけます。

ファーマナビは、入居者様の服薬管理を目的としたソフトで、パソコンとタ

ブレットを併用することで誤薬や飲み忘れ、連絡ミスの防止に役立てていた

だけます。

本製品ご利用の流れ

ソフトのインストール後、入居者登録が完了しますとソフトをご利用いただ

けます。

初期設定

日々の業務

必要時

•	施設 ID 取得・設定

•	入居者情報・職員情報の登録

•	測定項目の設定

•	バイタルの測定、記録

•	服薬時点情報、服薬内容変更等の登録

•	服薬記録

•	入居者情報の変更・追加

•	職員情報の変更・追加
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起動 ・主な画面構成

起動 ・終了方法

（施設アカウント登録後）

１．アイコンをダブルクリッ

クします。

２．施設アカウント、ユー

ザーＩＤ　、パスワードを

入力して「ＯＫ」ボタンを

クリックします。

※「施設アカウントを保持する」のチェックをご利用いた

だくと、次回からの入力が簡単になります。

ファーマボードのメインメ

ニューが表示されます

１．「戻る」ボタンでメイン

ページに戻り、「システムの

終了」ボタンを押します。

ファーマボードが終了しま

す。

※終了する前に保存してい

ないデータがないか確認し

てください。

起動する

終了する
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主な画面構成

メイン画面

バイタルナビ画面（１）

服薬管理を行います

バイタル管理を行います

システムを終了します

マスタ設定をします

居室名

入居者名

印刷

並べ替えコード

連絡事項欄（周知向け）

測定値欄

連絡事項欄（個別内容向け）

ページ送りボタン戻るボタン

ログアウトします
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バイタルナビ画面（２）
入居者情報

前回の測定値枠

日付送りボタン

対応メモ欄

保存ボタン

今回の測定値枠

施設内連絡事項欄

戻るボタン

カレンダー
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ファーマナビ画面（１）　利用者一覧

ファーマナビ画面（２）　個人ページ

居室名

入力ボタン

利用者名

カレンダー

薬情書選択

薬情特記事項欄

戻るボタン

保存ボタン

（施設→薬局）連絡事項欄

（薬局→施設）連絡事項欄

処方薬情書入力ページへ

入居者情報

施設内連絡事項

服薬時点

連絡事項

残薬日数表示

戻るボタン

ページ送りボタン
印刷ボタン

服薬時点一覧

施設内連絡事項欄
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ファーマナビ画面（３）　処方薬情書入力ページ

登録薬情書一覧 処方箋発行日・服薬開始日・処方有効終了日など

薬情特記事項

外用薬

内服薬

閉じるボタン

保存ボタン

頓服薬

削除ボタン

新規ボタン

処方薬局 /薬剤師名

マスタ設定画面 ( バイタルナビ・ファーマナビ共通） 

居室情報

ログイン情報（職員情報）

入居者台帳

バイタル測定項目設定

戻るボタン

薬局情報設定
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入居者情報の登録

新規登録の流れ
１．マスタ設定メニューで「入

居者台帳」をクリックします。

２．「新規」ボタンをクリック

してください。

４．新規追加画面が開きますの

で、必要事項を入力してくださ

い。

ウィンドウ内の「取込」でパソ

コン内から顔写真等を登録して

頂けます。

５．入力が完了したら「保存」

を押して保存してください。

入居者名の登録・編集をします。

初期設定
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削除したい場合
１．マスタ画面の入居者台帳を

開き、削除したい入居者様を選

択します。（選択すると青に反

転）

２．「削除」ボタンを押すと完

了です。

※利用者削除をするとその方の過去のデータ等もす

べて削除されます。誤って削除された場合でもデー

タの復元は出来ませんのでご注意ください。

編集したい場合
１．マスタ画面の入居者台帳を

開き、編集したい入居者様を選

択します。（選択すると青に反

転）

２．「編集」ボタンをクリック

してください。

３．編集画面が開きますので、

編集をしてください。

４．入力が完了したら「保存」

ボタンをクリックして完了で

す。
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居室情報の登録

新規登録の流れ
１．マスタ設定画面で「居室」

ボタンをクリックします。

２．「新規」ボタンをクリック

してください。

３．新規追加画面が開きますの

で、居室名や詳細情報を入力し

てください。

４．入力後「保存」ボタンをク

リックして完了です。

入居者情報登録前に設定することをお勧めします。
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修正する場合
１．居室マスタ設定画面を開き、

修正したい居室を選択します。

（選択すると青に反転）

２. 右下の「修正」ボタンを押

します。

３．編集・修正入力画面が出て

きますので、修正をしてくださ

い。

４. 修正後「保存」を押すと完

了です。

１．居室マスタ設定画面を開き、

削除したい居室を選択します。

（選択すると青に反転）

２. 右下の「削除」ボタンを押

すと削除できます。

※すでに利用者様に振り分け済みの場合、振り分けが解

除されますので、ご利用が始まってからの変更はお勧め

しません。（先に、他居室に利用者情報を振り分けた後に

削除して頂ければ問題ありません）

削除する場合
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バイタル測定項目の設定

表示数値設定の流れ
１．マスタ画面で「バイタル測

定項目設定」をクリックします。

２. 設定を変更したい項目を選

択し（選択すると青に反転）「修

正」ボタンを押す。もしくは修

正したい項目をダブルクリック

してください。

３．修正用画面が開きますので

編集してください。

白地になっている部分のみ修正

できます。

４．入力が完了したら「保存」

ボタンを押して完了です。

バイタル測定項目自体を変更することはできません。入力最小値や最大

値など、表示に関する設定のみ変更することが出来ます。
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ログイン情報の登録

新規登録の流れ
１．マスタ設定画面で「ログイ

ン情報」をクリックします。

２．右下の「新規」ボタンをク

リックしてください。

３．新規追加画面が開きますの

で必要事項を入力してくださ

い。

４．入力が完了したら「保存」

ボタンをクリックして完了で

す。

ログイン情報（使用する職員情報やパスワード）を設定します。
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編集する場合

削除する場合

１．ログイン情報マスタ設定画

面を開き、編集したい行を選択

します。（選択すると青に反転）

２．「編集」ボタンをクリック

してください。

３．編集画面が開きますので、

修正してください。

４．入力が完了したら「保存」

ボタンを押してください。

１．ログイン情報マスタ設定画

面を開き、削除したい行を選択

します。（選択すると青に反転）

２．右下の「削除」ボタンをク

リックし、確認のウィンドウで

「はい」を選択すると削除され

ます。
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権限について
職員ごとに権限レベルを設定す

ることで、職員ごとに操作でき

る範囲を制限することが出来ま

す。権限は１～５までの５段階

の設定ができます。

操作としては

１～３→マスタの編集・削除が

できません。記録等の操作は可

能です。

４・５→全ての操作ができます。
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薬局情報の登録

新規登録の流れ
１．マスタ設定メニューで「薬

局情報」をクリックします。

２．「新規」ボタンをクリック

してください。

４．新規追加画面が開きますの

で、必要事項を選択し、絞込を

行ってください。

５．入力が完了したら「保存」

を押して保存してください。

施設で利用している薬局の情報を登録します。
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編集する場合
１．マスタ設定メニューで「薬

局情報」をクリックします。

修正したい薬局名をダブルク

リック、もしくは薬局名を選択

（選択すると青に反転）して「編

集」ボタンを押してください。

２．編集用画面が開きますので、

修正後「保存」ボタンをクリッ

クして保存してください。

削除する場合

削除したい薬局を選択（選択す

ると青に反転）後、右下の「削

除」をクリックしてください。
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薬局利用者の登録

登録する場合
１．薬局情報ページで入居者登

録をしたい薬局を選択（選択す

ると青に反転）して、「修正」

を押します。

２．編集画面が開きます。「薬

局情報」のタブになっているの

で、「利用対象者」のタブを選

択します。

３．登録したい入居者様に

チェック ☑ し、「追加」ボタン

をクリックしてください。

薬局ごとに入居者名を登録します。
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全員登録する場合

４．先ほど選択した入居者名が

薬局利用者一覧に移動します。

利用者の選択が全て終了した

ら、右下の「保存」ボタンを押

して保存してください。

入居者様全員を登録する場合、

「全追加」ボタンを利用すると

一度に全員を薬局利用者一覧に

移動することが出来ます。

削除する場合は削除したい入居

者名にチェックを入れ、「削除」

をクリックしてください。薬局

利用者一覧から外れます。

削除が完了したら、右下の「保

存」をクリックして保存してく

ださい。

削除する場合
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バイタルナビ基本操作

バイタルを測る ・記録する

1. 入力をしたい入居者名の行

で「入力」ボタンを押します。

2. バイタル入力管理画面が開

きますので、はじめに「新規入

力」ボタンを押します。

3. 入力したい項目をクリック

します。テンキーが開きますの

で、数値を入力してください。

4. 入力が完了したら「保存」ボ

タンで保存をしてください。

バイタルその他測定した値を記録します。iPad® で記録したものは自動で

反映されます。

※空欄部分があった場合でも、一度保存すると追記することは

できません。測定結果をまとめて記入したい場合は保存するタ

イミングにご注意ください。
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日付をさかのぼって記録する

1. 赤枠部分の矢印を押して入

力をする日付まで戻ってくださ

い。

2. 右上の「過去データ入力」ボ

タンを押します。

3.「新規入力」を押して測定時

間、測定数値を入力してくださ

い。測定時間は午前の場合は始

めに「a」、午後の場合は始めに

「b」を入力してください。

入力が完了したら「保存」ボタ

ンで保存をしてください。

日付をさかのぼって記録することができます。

※注意※

すでに入力、保存済みのデータを編集することはできませんのでご注意ください。
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入居者一覧の表示と印刷

1. 入居者一覧のページで右下

の「印刷」ボタンをクリックし

ます

2. 印刷プレビュー画面が開き

ます。左上の印刷ボタンを押し

て印刷することが出来ます。

入居者名とバイタル測定値の一覧を印刷することが出来ます。

バイタル履歴の並び替えについて
画面の並べ替え項目 ( 赤枠部分 ) の

変更により、表示項目並べ替えが可

能です。

選択した項目が同じ条件の場合、

五十音順に表示されます。
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1. 入居者一覧のページの表示

したい入居者名の履歴欄で「参

照」ボタンをクリックします。

2. 入居者の数値の履歴一覧が

表示されます。名前横の対象範

囲（赤枠表示）で表示期間を 1

日、1 週間、1 か月間に変更す

ることができます。

右下の「グラフ表示」ボタンを

押してください。

3. バイタルグラフが表示され

ます。左上の部分で表示期間の

変更ができます。

右上で表示項目を変更すること

ができます。

バイタルの履歴をグラフ化し、閲覧することが出来ます。
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ファーマナビ基本操作

服薬情報を入力する

1. 入居者一覧の該当の入居者

様の詳細欄で「入力」ボタンを

クリックします。

服薬時点画面が表示されます。

水色の欄が内服、緑色の欄が外

用薬、オレンジの欄が頓服薬と

なっています。

2. 処方日を左のカレンダーで

選択します。（青色に反転）

3．右上の「処方薬情書入力」

ボタンを押します。

4. 新規の場合は

①「新規」ボタンを押す②処方

箋発行日を入力③内服薬タブ上

の処方日数を指定（カーソル

を左右に動かすと自動で服薬終

了日が変わります）④服薬時点

（例：朝食前、昼食前等）を登

録してください。入力が終わっ

たら⑤「保存」ボタンを押して

ください。

入居者様の服薬状況を登録します。

ここで登録したものが iPad®に表示されます。

※カレンダー上の日付下のマークは薬情書が登録されていることを表しています。1 枚の

場合は〇、複数の場合は②、③といった数字で表示されます。

①

②

③

④

⑤
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画面右上部の「特記事項」に入

力した内容は前画面（服薬時点

入力管理画面）の右下に表示さ

れます。

処方有効期間内は常に表示され

ます。

「施設内連絡事項」は薬情書ご

とではなく、入居者ごとの項目・

事項です。

服薬時の注意点等をご入力くだ

さい。

入力した内容は服薬時点（入居

者一覧）の一番右の欄でも確認

できます。
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編集について

①編集したい薬情書を選択 ( 青く

反転後詳細表示 ) し②編集後③ ｢ 保存

｣ボタンで保存してください。

削除について

①削除したい薬情書を選択 ( 青く

反転後詳細表示 ) し、削除ボタン（※

印部分）で削除してください。

編集 / 削除する場合

頻度の少ない定期薬の入力

①

②

③※

※注意※すでに記録がある薬情書は削除することはできません。

頻度の少ない定期薬は服薬予

定日毎に薬時点情報を作成しま

す。

1. 服薬開始日を入力し、処方

日数を１日にしてください。服

薬時点に有無を入れ、必要があ

れば「特記事項」も入力してく

ださい。

最後に「保存」を押してくださ

い。

2. 左図では処方箋発行日を６

月５日で服用日を７月２４日と

登録したので、カレンダーを７

月にすると７月２４日のみ◎に

なっています。
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服薬記録をする

1. 記録を付けたい入居者名の詳

細欄で「入力」を押します。

2. 服薬が完了した時点で「済」

の部分に ☑を付けます。

3.「保存」を押します。

4. 服薬操作をすると一覧の「○」

が「●」に変わります。

服薬記録はタブレットからもできますが、パソコンからも記録すること

が出来ます。

凡例

○→服薬登録有り

◎→服薬 (薬情書の登録 )複数有り

△→一部服薬済み

●→全て服薬済み

×→中止
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服薬を中止した場合
服薬自体を中止した場合は、

「済」の左にある「止」の所に

☑をしてください。

☑ したあとは記録するときと同

様に「保存」ボタンを押して保

存してください。

中止にしたものは左図のように

「×」が表示されます。
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連絡事項欄に入力する

1. この欄には、施設内で共有し

たい表示中 / 該当入居者の情報

等を入力してご利用ください。

入力が終わったら「保存」を押

して保存してください。

2. 保存後、入居者一覧のペー

ジに戻りますと、一番右の「施

設内連絡事項 ｣ 部分に反映しま

す。

連絡事項欄は３箇所有ります。「施設内連絡事項 ｣ は主に施設内の職員同

士で共有したい連絡事項に使用します。「施設からの連絡事項」、「薬局か

らの連絡事項 ｣ は、施設と薬局の連絡のために使用します。それぞれ表

示期間は１日間です。施設でお使いのＰＣから、「薬局からの連絡事項 ｣

に入力することはできません。同様に薬局でお使いのＰＣから、「施設か

らの連絡事項 ｣に入力することはできません。

施設内連絡事項の入力

※入居者一覧のページから「連絡事項」を入力することはできません。

便秘薬

便秘薬

便秘薬
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1. まず、どの薬情書に対する連

絡事項かを画面中央上部の「薬

情書切替」ボタンで該当する薬

情書を選択します。

2.｢ 施設からの連絡事項 ｣ の場

合は左の欄に、「薬局からの連

絡事項 ｣ は右の欄に入力してく

ださい。

3. 入力が終わったら「保存」を

押してください。

保存後、入居者一覧のページに

戻りますと、「連絡事項」の「施

設」・「薬局」のボタンが押せる

ように変わります。このボタン

を押すと先ほど入力した連絡事

項が確認できます。

施設からの連絡事項・薬局からの連絡事項
「施設からの連絡事項｣は施設から、「薬局からの連絡事項｣は薬局からのみ入力できます。
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薬時点一覧の表示と印刷

1.服薬時点（入居者一覧）のペー

ジで「印刷」ボタンをクリック

してください。

2. 印刷プレビュー画面が開き

ますので、左上の印刷ボタンを

押して印刷してください。

日々の薬時点の一覧を印刷することができます。
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トラブルシューティング

パソコンに関するお問い合わせ

ファーマボードの動きが極端に遅い場合

•	パソコンが動作環境を満たしていることをご確認ください。

•	他のソフトを起動している場合には、そちらを終了してくださ

い。

•	パソコンを再起動してください。

•	セキュリティ対策ソフトの制限をご確認ください。

•	ネットワーク環境をご確認ください。（100Mbps 以上を奨励）

●動作環境を満たしていることを確認します。

「動作環境」を満たしていないパソコンでは正常に作動しません。

以下の方法で、お使いのパソコンが動作環境を満たしていることを確認して

ください。

「システム情報」画面を表示します

「スタート」→「コンピューター」→（画

面上で右クリックし）プロパティを押し

ます

ご使用中のパソコンが推奨環境を満たしていない場合

動作環境を満たしている別のパソコンでご利用いただくか、ご利用中のパソコンのＯＳを動作推奨

環境に準じたものに変更する・メモリを増設する等します。御社のシステム担当者様や、パソコン

販売店などにご相談下さい。

システム動作推奨環境は以下の通りです。

ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ７/ ８/ ８．１/ １０

※ 64bit に対応しています。

メモリ：２ＧＢ以上　推奨４ＧＢ

ＣＰＵ：２core 以上　2.5 ＧＢ以上を推

奨

ＨＤＤ：空き容量が 50 ＧＢ以上を推奨

ディスプレイ：ＦＷＸＧＡ（1366 × 768）

インターネット回線：ブロードバンド環

境を推奨

ネットワーク：100Mbps 以上を推奨
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●他のソフトを起動している場合には終了します

ＷｏｒｄやＥｘｃｅｌ、電子メールなど他のソフトを同時に起動すると、そ

の分「ファーマボード」の動作が遅くなります。

「ファーマボード」ご利用の際には他のソフトは終了してください。

■すべて確認しても改善されない場合…

販売担当者にご相談ください。但し、ご相談いただいてもお使いのハー

ドウエアやネットワーク環境、その他のインストールされているアプリ

ケーションとの兼ね合いにより、改善されない場合もございますのであ

らかじめご了承ください。

●セキュリティー対策ソフトの制限を確認します

セキュリティー対策ソフトが入っている場合、設定されているセキュリ

ティーレベルなどにより「ファーマボード」の一部動作に制限がかかる場合

があります。その場合は「ファーマボード」の動作を制限しないよう設定変

更します。セキュリティー対策ソフトの設定の変更または停止方法について

は、各セキュリティ対策ソフトのマニュアル等をご参照ください。

●パソコンを再起動します

使用中のプログラムをすべて閉じ、再起動してください。

印刷ができない場合

•	お使いのプリンターの取り扱い説明書をご参照ください。

•	御社のシステム担当者様や、プリンター販売店などにご相談く

ださい。
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ファーマボードに関するお問い合わせ

ログインできなくなってしまった場合

•	施設アカウント、ユーザー ID、パスワードを確認して下さい。

•	販売担当者へお問い合わせください。

タブレットで測定したデータが表示されない

•	パソコン、タブレットがそれぞれインターネットに接続されて

いるか確認してください。（ネットワーク環境につきましては御

社のシステム担当者様やご契約のプロバイダ業者様にご相談く

ださい。）

•	パソコンを再起動してください。

•	改善しない場合は販売担当者にお問い合わせください。

薬局が変更になった場合

•	薬局マスタで薬局情報を追加してください。

•	追加した薬局情報を使用してください。

アップデートがある場合

アップデートの方法について

•	一度ファーマボードをアンインストールした後、新たにインス

トールする必要があります。

•	①コントロールパネル「プログラムのアンインストール」から、

『Pharma	board』を選択し、アンインストールします。②ファー

マボードインストール用ホームページに行き、最新版ファーマ

ボードをインストールします。③利用を再開して頂けます。
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その他

ソフトを誤って削除してしまった場合

各測定機器の故障の場合

•	販売担当者へご連絡の上、ソフトを再インストールしてくださ

い。

•	各機器同梱の説明書の「困ったなと思ったら」のページをご参

照ください。

•	解決できなかった場合は販売担当者へご相談ください。
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※注意事項

•	本ソフトウェア及びマニュアルは本製品の「ソフトウェア使用許諾契約 ｣ のもと

のみで使用することができます。

•	本ソフトウェア及びマニュアルの一部または全部を無断で使用・複製することを

禁止します。

•	本ソフトウェアおよびマニュアルを運用した結果の影響につきましては、弊社は

一切の責任を負いかねます。

•	本ソフトウェアの仕様及びマニュアルに記載されている事項は、予告なしに変更

されることがございます。

バイタルナビ・ファーマナビは株式会社アクティブ・エイジの登録商標です

Windows®は米国	Microsoft	Corporation®の米国およびその他の国における登録商標

です。

iPad®は、Apple	Inc.®の商標です。

その他記載の商品名及び会社名等は、登録会社の商標及び登録商標です

その他ご不明な点は、下記の宛先までお問い合わせください

福岡県大野城市下大利１丁目１３番１号

大野城センタービル５階

株式会社アクティブ・エイジ

TEL:092-558-2082　MAIL:info@active-age.co.jp

2018 年 5 月 17 日版
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