
①「OK」ボタンをクリックしてください。
ログイン画面に進みます。

【電子証明書の確認画面】

ログイン画面の前に、
電子証明書の確認画面が表示されます。



ログイン画面が表示されます。
【ログイン画面】

①ユーザＩＤとパスワードを入力します。

②ログインボタンをクリックします。
管理画面に進みます。



管理画面以降での共通の操作です。

施設名・操作者（ログインした職員）

管理画面に戻ります。

画面上部にこのバーが表示さていると以下の情報確認及び操作ができます。

サービスの使用方法が確認できます。デルタネット協議会では、
「Team管理画面利用マニュアル」の「利用者管理」をご覧ください。
他の機能については、ご利用いただけません。

ログイン画面に戻ります。終了する際は、必ず、ログアウトをクリックしてください。

【各画面共通】



管理画面が表示されます。
【管理画面】

①利用者管理ボタンをクリックして、
利用者管理画面に進みます。

（続けて、利用者管理画面です。）

※ 新着情報です。
既に登録済みの利用者の情報が更新
された場合に、表示されます。



利用者一覧画面が表示されます。
【利用者一覧画面】

※ 検索結果が表示されるエリアです。

①検索条件を入力します。
全て空欄の場合は、施設で登録の利用者
全てが検索結果として表示されます。

②検索ボタンをクリックします。検索結果の表示エリアに該当の
利用者が、表示されます。



利用者一覧画面の検索結果が表示されます。

※ 検索結果が表示されます。

以降は、「利用者詳細情報の登録」を参照ください。

【利用者一覧画面】



初めての、利用者を登録します。



初めての利用者を登録するには、利用者一覧から進みます。
【利用者一覧 初期画面】

①利用者登録のタグをクリックします。
利用者登録画面に進みます。



利用者登録画面が表示されます。
【利用者登録画面】

利用者登録画面の概要は、次ページを参照ください。



【利用者登録画面】
利用者登録画面の詳細をご紹介します。

・利用者氏名及びカナ氏名、生年月日、性別を入力します。
がある部分は、クリックして選択してください。

・利用者の住所・電話番号情報です。
郵便番号を入力することで、郵便番号辞書より住所の
反映ができます。（住所自動反映ボタンをクリックしてください。）

詳細情報を追加で入力してください。
がある部分は、クリックして選択してください。

・利用者コード、患者コードの情報です。
患者コードはメモとして、主治医の医療機関などの番号
に利用ください。
利用者コードは、介護請求システムがある場合は、該当
の番号に利用ください。

以下の情報を入力して、登録ボタンをクリックしてください。
利用者登録完了画面に進みます。



【利用者登録完了画面】
利用者登録が完了しました。

続けて基本情報の入力をする場合に、クリック
します。利用者詳細画面に進みます。

利用者一覧へ戻る場合に、クリックします。
利用者一覧画面に進みます。



利用者詳細情報を登録します。

（参照も同様の画面です。）



管理画面が表示されます。
【管理画面】

①利用者管理ボタンをクリックして、
利用者管理画面に進みます。

（続けて、利用者管理画面です。）

※ 新着情報です。
既に登録済みの利用者の情報が更新
された場合に、表示されます。



利用者一覧画面が表示されます。
【利用者一覧画面】

※ 検索結果が表示されるエリアです。

①検索条件を入力します。
全て空欄の場合は、施設で登録の利用者
全てが検索結果として表示されます。

②検索ボタンをクリックします。検索結果の表示エリアに該当の
利用者が、表示されます。



利用者一覧画面が表示されます。
【利用者一覧画面】

※ 検索結果が表示されます。



利用者一覧画面が表示されます。
【利用者一覧画面】

赤枠のマークをクリックします。
利用者基本情報入力画面に進みます。



【利用者詳細画面】
基本情報

マークアイコン

スケールをマウスで上下してください。
他の詳細情報が、ご覧いただけます。

①編集をクリックすると、基本情報
の入力ができます。

利用者詳細画面が表示されます。基本情報を入力します。



利用者詳細画面の入力フォームです。入力内容です。
【利用者詳細画面】

基本情報

① ② ③

①→②→③の順に右端のスケールを上下して、移っていきます。
詳細の入力方法は、画面上部の「使い方」よりマニュアルをご覧ください。

登録・変更は更新ボタン
をクリックします。
更新後は、利用者詳細
画面に戻ります。

入力内容を破棄して、
利用者詳細画面に
戻ります。



【利用者詳細画面】
住所・家族

マークアイコン

スケールをマウスで上下してください。
他の詳細情報が、ご覧いただけます。

①編集をクリックすると、住所・家族情報
の入力ができます。

利用者詳細画面が表示されます。家族情報を入力します。



登録・変更は更新ボタンクリックします。
更新後は、利用者詳細画面に戻ります。

入力内容を破棄して、利用者詳細画面に戻ります。

利用者詳細画面の入力フォームです。入力内容です。
【利用者詳細画面】

住所・家族

① ②

家族情報入力内容です。
家族欄の追加ボタンをクリック
すると、表示されます。
入力完了後、確定ボタンを
クリックしてください。

①→②の順に右端のスケールを上下して、移っていきます。
詳細の入力方法は、画面上部の「使い方」よりマニュアルをご覧ください。



マークアイコン

スケールをマウスで上下してください。
他の詳細情報が、ご覧いただけます。

①編集をクリックすると、担当医療・福祉
事業者の入力ができます。

【利用者詳細画面】
担当医療・福祉事業者

利用者詳細画面が表示されます。担当医療機関・福祉情報を入力します。



利用者詳細画面の入力フォームです。入力内容です。

登録・変更は更新ボタンクリックします。
更新後は、利用者詳細画面に戻ります。

入力内容を破棄して、利用者詳細画面に
戻ります。

詳細の入力方法は、画面上部の「使い方」よりマニュアルをご覧ください。

【利用者詳細画面】
担当医療・福祉事業者



マークアイコン

①編集をクリックすると、担当医療・福祉
事業者の入力ができます。

スケールをマウスで上下してください。
他の詳細情報が、ご覧いただけます。

【利用者詳細画面】
医療・介護

利用者詳細画面が表示されます。医療保険・介護保険等を入力します。



利用者詳細画面の入力フォームです。入力内容です。

① ②
③

入力内容は次ページに続きます。

【利用者詳細画面】
医療・介護

①→②→③→④→⑤→⑥の順に右端のスケールを上下して、移っていきます。
詳細の入力方法は、画面上部の「使い方」よりマニュアルをご覧ください。



登録・変更は更新ボタンクリックします。
更新後は、利用者詳細画面に戻ります。

入力内容を破棄して、利用者詳細画面に
戻ります。

利用者詳細画面の入力フォームです。入力内容です。

④ ⑤ ⑥

①→②→③→④→⑤→⑥の順に右端のスケールを上下して、移っていきます。
詳細の入力方法は、画面上部の「使い方」よりマニュアルをご覧ください。

【利用者詳細画面】
医療・介護



マークアイコン

利用者詳細画面が表示されます。
【利用者詳細画面】

削除

利用者詳細画面の下部に削除ボタンがあります。

削除ボタンをクリックすると、利用者情報（基本情報から医療・介護情報）まで
全て削除されます。削除した場合は、利用者登録からやり直しとなります。



カレンダー情報を登録します。

（参照も同様の画面です。）



赤枠のマークをクリックします。
利用者基本情報入力画面に進みます。

利用者詳細画面が表示されます。
【利用者詳細画面】

基本情報



マークアイコン

カレンダー画面が表示されます。
【カレンダー画面】

利用者への訪問予定、申送りなどが表示されます。
公開病院の処方内容が、処方箋として表示されます。



赤枠のマークをクリックします。
予定情報の入力画面になります。

カレンダー画面が表示されます。
【カレンダー画面】

予定追加

キャンセルボタンをクリック
すると、入力画面を登録せず、
終了します。

入力内容を登録します。
カレンダーに表題部分が表示
されます。

予定開始時間を入力します。
をクリックして選択できます。

予定終了時間を入力します。
をクリックして選択できます。

表題を入力します。
カレンダーへ表示されます。

詳細内容を入力します。



カレンダー画面が表示されます。
【カレンダー画面】

登録した予定が、カレンダーへ表示されます。



経過観察情報を登録します。

（参照も同様の画面です。）



利用者一覧画面が表示されます。
【利用者一覧画面】

赤枠のマークをクリックします。
利用者基本情報入力画面に進みます。



マークアイコン

経過観察一覧画面が表示されます。

① 申送り登録ボタンをクリックしてください。
次頁参照



スケールをマウスで上下してください。
申送り事項登録画面が上下に移動します。

経過観察の詳細画面です。

キャンセルボタンをクリック
すると、入力画面を登録せず、終了します。

入力内容を登録します。
カレンダーに表題部分が表示されます。

申送り事項を入力後、

申送り事項登録①
申送り事項登録②



入力者自身の申送り内容が左側に表示されます。

他者の入力した申送り内容が右側に表示されます。

経過観察一覧画面が表示されます。



書類一覧を登録します。

（参照も同様の画面です。）



利用者一覧画面が表示されます。
【利用者一覧画面】

赤枠のマークをクリックします。
利用者基本情報入力画面に進みます。



① 対象となる表題の追加ボタンをクリックします。

書類一覧画面が表示されます。

マークアイコン



書類の登録画面です。

文書名を入力します。

報告日・取得日を入力します。

クリックすると、アップロード
するファイル選択画面が表示さ
れます。

① 登録するファイルがあるフォルダを
選択してください。

② 対象となるファイルを選択します。

③ ファイル選択後開くボタンを
クリックします。

キャンセルボタンをクリック
すると、入力画面を登録せず、
終了します。

確定ボタンをクリックします。
書類一覧に登録されます。



登録された文書です。
修正の際は、文書名横の
編集ボタンをクリックし
てください。

内容のサンプルです。

書類一覧画面が表示されます。



褥瘡評価を登録します。

（参照も同様の画面です。）



利用者一覧画面が表示されます。
【利用者一覧画面】

赤枠のマークをクリックします。
利用者基本情報入力画面に進みます。



褥瘡評価画面が表示されます。

部位の登録です。クリックしてください。
次頁参照

評価の登録です。部位登録後、評価登録
ができます。
クリックしてください。次頁参照

マークアイコン



褥瘡部位の登録です。

褥瘡評価の詳細です。
褥瘡評価の登録です。

キャンセルボタンをクリック
すると、入力画面を登録せず、終了します。

入力内容を登録します。
カレンダーに表題部分が表示されます。

部位及び評価を入力後、



褥瘡評価画面が表示されます。

入力内容が、このように表示されます。



ノートを登録します。

（参照も同様の画面です。）



利用者一覧画面が表示されます。
【利用者一覧画面】

赤枠のマークをクリックします。
利用者基本情報入力画面に進みます。



ノート一覧画面が表示されます。

新規登録ボタンをクリックしてください。
次頁参照

マークアイコン



ノート新規登録画面です。
ノート登録画面①

ノート登録画面②

キャンセルボタンをクリック
すると、入力画面を登録せず、終了します。

入力内容を登録します。
カレンダーに表題部分が表示されます。

詳細を入力後、

スケールをマウスで上下してください。
ノート登録画面が上下に移動します。



入力内容が、このように表示されます。

ノート一覧画面が表示されます。



ＩＤーＬｉｎｋへの連携画面

介護 → 医療へ連携します。

（新規画面）



赤枠のマークをクリックします。
利用者基本情報入力画面に進みます。

利用者詳細画面が表示されます。
【利用者詳細画面】

基本情報



マークアイコン

カレンダー画面が表示されます。
【カレンダー画面】

カバンのボタンをクリックします。



「次へ」のボタンをクリックします。

「使用しない」をチェックします。

記録紙 初期画面が表示されます。



④確定ボタンをクリックします。
書類一覧に登録されます。

①登録ボタンをクリックします。

記録紙 詳細画面が表示されます。

②検索ボタンをクリックします。

③対象のサービスをクリックして
ください。不明な場合は、先頭を
していください。

⑤「次へ」ボタンをクリックします。
次頁参照



記録紙 詳細画面が表示されます。

「次へ」ボタンをクリックします。
次頁参照

実績の入力画面が表示されます。



記録紙 実績入力画面が表示されます。 実績入力画面①



記録紙 実績入力画面が表示されます。 実績入力画面②
①からの続き



記録紙 実績入力画面が表示されます。 実績入力画面③
②からの続き



記録紙 実績入力画面が表示されます。 実績入力画面④
③からの続き



記録紙 実績入力画面が表示されます。 実績入力画面⑤
④からの続き

申送りの入力です。看護職以外の担当者も入力できます。
医療者への情報共有にご利用ください。

全画面（記録紙詳細画面）に戻ります。

入力内容を登録し、カレンダー画面に戻ります。

入力内容を登録し、医療連携として公開されます。



カレンダー画面の表示例 記録紙例（ＩＤ－Ｌｉｎｋ画面の表示例）



これで終了です。お疲れ様でした。


