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データ入力はスマホアプリで。
ユーザーは必要な情報を一つのアプリでまとめて管理。
グラフ表示も行う。

対応機器とFeliCa(NFC)
連携でデータを自動登録
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とねっと健康記録☆マイページ(https://www.tonet.phrdb.jp/user/)
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とねっと健康記録アプリ

とねっと健康記録はあなたの健康づくりの第一歩です。
「とねっと」申請時に健康記録を希望すると、あなたの「とねっと健康記録☆マイページ」
が用意されます。また、日々のデータを簡単に登録するアプリも用意しています。
（アプリはダウンロード後、かかりつけ医カードＩＤと申し込んだパスワードを入力すると
あなた専用のアプリになります）
本書では、とねっと健康記録☆マイページおよび、とねっと健康アプリの使い方を説明しま
す。

１．サービスの概要



１．＜ポータル画面へのログイン＞

「とねっと」申請時に健康記録用パスワードを申し込むと、あなたのとねっと健康記録☆マイページが
用意されます。

webブラウザで https://ｗww.tonet.phrdb.jp/user/ にアクセスし、発行された「かかりつけ医
カードＩＤ」と、申請時に指定した「パスワード」を入力し、「ログインする」をクリックするとログイン
できます。

かかりつけ医カードＩＤの入力時は
「－（ハイフン）」を除いた８桁の数字
を入力してください。

２．準備（とねっと健康記録☆マイページ）
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http://www.tonet.phrdb.jp/user/


２．＜スマートフォンアプリのインストール＞

ご利用端末がAndroid端末の場合は、GooglePlayよりダウンロードして頂けます。
ご利用端末がiPhone端末の場合は、AppStoreよりダウンロードして頂けます。

（以降、Android端末の例）

GooglePlayの検索バーに「とねっと健康記録」と入力して検索するとアプリが表示されます。

①健康からだコンパスLifeRouteとねっと健康記録のところで、「インストール」を
タップします。

②アクセス確認画面で「同意する」をタップするとインストールが開始されます。
③初期設定で「ニックネーム」、「性別」、「身長」を入力しＯＫをタップします。
④初期画面が表示されます。

２．準備（スマートフォンアプリ インストール）



３．＜かかりつけ医カードＩＤの登録＞

アプリケーションをダウンロードした時点では、アプリにデータを登録しても「とねっと健康記録」
サーバにデータが転送されません。
自身のデータとして「とねっと健康記録」サーバにデータを送付するためには、とねっと申し込み時に

発行された「かかりつけ医カードＩＤ」の登録と健康記録の「パスワード」が必要です。

トップ（MYカルテ）画面の「設定」→「ユーザ情報」→「アカウント設定」を選択し、「かかりつけ医
カードＩＤ」と「パスワード」を設定します。
「ユーザ認証完了しました。」が表示されると、スマホに登録したデータが送信されます。

２．準備（スマートフォンアプリ かかりつけ医カードＩＤの登録）
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３．とねっと健康記録☆マイポータル説明

とねっと健康記録☆マイポータル説明



１．ログイン

とねっと健康記録☆マイページ（https://www.tonet.phrdb.jp/user/）にアクセスします。
ログインＩＤ（かかりつけ医カードＩＤ）とパスワードを入力し、「ログインする」をクリックします。

かかりつけ医カードＩＤの入力時は
「－（ハイフン）」を除いた８桁の数字
を入力してください。

３．１．トップページ

00002444



３．２．トップページ

①操作メニュー

②お知らせ画面

③最新データ表示

ログインが成功すると、マイページのホーム画面が表示されます。
システムからのお知らせ情報と、自身で登録された最新データの一覧が表示されます。

① 操作メニュー 各種機能画面を表示します。
ホーム：本画面が選択されていることを示します。

MYカルテ：マイカルテ画面を表示します。
ライフログ：ライフログ画面を表示します。
サポーター：紐づけられている機関情報画面を表示します。
各種設定：申し込み時の情報及び、個人情報画面を表示

します。

② お知らせ画面 システムからのお知らせが表示されます。

③ 最新データ表示 自身が健康記録に登録したデータの各項目の一番新しい
データが表示されます。



３．３．ＭＹカルテページ

① データ種別 MYカルテで表示するデータ種別を選択します。
体重：体重関連データを扱います。
血圧：血圧関連データを扱います。
体温：体温データを扱います。
歩数：歩数関連データを扱います。

血糖値：血糖値関連データを扱います。
基礎体温：基礎体温関連データを扱います。

SpO2：SpO2関連データを扱います。
検査／健診：医療機関からの検査データ、健診データを扱います。

② 表示切替 表示単位／表示形式／入力を実施します。
週間表示：グラフの表示範囲を１週間とします
月間表示：グラフの表示範囲を１カ月とします
年間表示：グラフの表示範囲を１年間とします
一覧表示：データを数値の表形式で表示します。

入力：データを手入力するページを開きます

③ 表示期間 グラフの表示開始期間等を指定します。
：現在の表示単位のページ分過去分を表示します。
：週間表示：１日、月間表示：１週、年間表示：１カ月過
去分を表示します。

：表示終了日を指定するカレンダー画面を表示します。
：週間表示：１日、月間表示：１週、年間表示：１カ月
未来分を表示します。

：現在の表示単位のページ分未来分を表示します。
：今週のデータと前週のデータを比較表示します。

④ グラフ表示 ①データ種別に沿ったデータをグラフ表示します。

①データ種別

④グラフ表示
③表示期間

②表示切替

操作メニューの「ＭＹカルテ」を選択すると、ＭＹカルテページが表示されます。
ここでは各種バイタル情報の表示／登録が出来ます。



① 一覧表示 データを数値の表形式で表示します。
グラフ表示画面では表示されない、計測時刻やメモ等も
表示されます。

測定日：データの測定日を表示します。
時刻：データの測定時刻を表示します。
体重：体重を表示します。

体脂肪率：体脂肪率を表示します。
メモ：計測時に入力したメモを表示します。

② 印刷 表形式で表示している内容を印刷専用に適した形式で表
示します。

３．４．一覧表示

①一覧表示

②印刷

グラフ画面で「一覧表示」ボタンをクリックすると、データを数値の表形式で表示します。



① 入力欄 計測データを入力します。
既に計測しているデータについては表示されます。
１日に２回のデータを入力できます。
データを入力したら「登録する」ボタンをクリックしま
す。

② 登録する 入力欄にデータを入力し、「登録する」ボタンを押すと
データが登録されます。
入力データ形式が適切でないものは、その部分が赤色反
転し再登録を促します。

※webで入力したデータはスマートフォンアプリには反
映されません。

①入力欄

②登録する

３．５．データ入力

グラフ表示画面もしくは一覧表示画面で「入力」ボタンをクリックすると、web画面上でデータを
登録する事が出来ます。



各測定項目の表示に適したグラフ形式で表示されます。
（以下は、血圧グラフの例／体温グラフの例）

３．６．その他の項目表示例



① 一覧表示／入力 検査結果を表示、もしくは入力画面に切り替えます。
一覧表示：検査結果を表示します（本画面）

入力：検査結果を手入力する画面を表示します。

② 表示設定 表示内容の設定画面を表示します。
表示回数：
表示項目：グラフの表示項目を指定します

（最大６つまで）
対象表示施設：計測施設を絞り込めます

③ アラート表示 基準値範囲外の項目がある場合、アラート表示します。

④ グラフ表示 表示設定で指定したグラフを表示します

⑤ 検査・健診データ 医療施設もしくは手入力された項目を表示します。

対象項目は以下の項目です。
身長、体重、腹囲、BMI、血圧（上・下）、白血球数、

赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板数、
AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、γ-GTP、血清ｱﾙﾌﾞﾐﾝ値、
CK、血糖値、HbA1C(NGSP)、総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ（T-chol)、
HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、中性脂肪(TG)、BUN、ｸﾚｱﾁ
ﾆﾝ、eGFR、尿酸、尿ﾀﾝﾊﾟｸ定量ｸﾚｱﾁﾆﾝ補正値、尿中微量ｱ
ﾙﾌﾞﾐﾝ定量、INR(PT-INR)ﾌﾟﾛﾄﾛﾝﾋﾞﾝ時間、BNP(NT-
proBNP)

①表示／入力

②表示設定

③アラート表示

④グラフ表示

⑤検査・健診データ

３．７．検査・健診データ表示画面

病院で検査したデータ及び、自身が登録した検査データを表示する事が出来ます。



① 一覧表示／入力 検査結果を表示、もしくは入力画面に切り替えます。
一覧表示：検査結果を表示します

入力：検査結果を手入力する画面（本画面）を
表示します。

② 検査／健診施設名 検査／健診を行った施設名を入力します。

③ 検査／健診年月日 検査／健診を行った年月日を入力します。
カレンダーボタンを選択すると、カレンダーから選択で
きます。

④ 計測項目値 以下の項目について、手入力できます。
対象項目は以下の項目です。
身長、体重、腹囲、BMI、血圧（上・下）、白血球数、

赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板数、
AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、γ-GTP、血清ｱﾙﾌﾞﾐﾝ値、
CK、血糖値、HbA1C(NGSP)、総ｺﾚｽﾃﾛｰﾙ（T-chol)、
HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ、中性脂肪(TG)、BUN、ｸﾚｱﾁ
ﾆﾝ、eGFR、尿酸、尿ﾀﾝﾊﾟｸ定量ｸﾚｱﾁﾆﾝ補正値、尿中微量ｱ
ﾙﾌﾞﾐﾝ定量、INR(PT-INR)ﾌﾟﾛﾄﾛﾝﾋﾞﾝ時間、BNP(NT-
proBNP)、メモ（タイトル、本文）

⑤ 登録 入力したデータを登録します。

①表示設定

②検査／健診施設名

③検査／健診年月日 ④計測項目値

３．８．検査・健診データ登録画面

自身で検査データを登録する事が出来ます。



①カテゴリー選択
②検索

① カテゴリー選択 カテゴリー別に登録されたデータを選択的に表示
します。
日記、健康メモ、服薬、イベント（※）、予防

接種、食事（※）
※：「イベント」、「食事」は将来機能が追加さ
れた場合の予約カテゴリです（使用しません）

② 検索 ライフログの文字列を部分一致で検索します。
（検索用の画面が表示されます）

③ 体重・血圧 食事等ライフログと共に、過去1週間の体重・血圧
が表示されます。

④ ライフログデータ スマートフォンで記録したコメント付き写真デー
タが表示されます。写真アイコンをクリックする
とクリックされた写真が拡大表示されます。

※ライフログデータはｗｅｂから入力出来ません。

⑤ 服薬情報 スマートフォンで服薬情報を更新すると、次のラ
イフログデータ転送時に、服薬情報（残薬）がラ
イフログに記録されます。

③体重・血圧

④ライフログデータ ⑤服薬情報

スマートフォンアプリで登録した、写真付きメモデータを一覧表示します。
一番右の列を本日として、過去1週間のライフログを確認する事が出来ます。

３．９．ライフログ表示画面



① 紐づけ施設 病院、診療所、薬局等、紐づけされた施設が表示されま
す。

② 設定変更 選択した紐づけ施設に対して、各項目の参照許可／不可
の権限設定画面を表示します。

①紐づけ施設 ②設定変更

３．１０．サポーター確認／設定画面

かかりつけ医カードを提示した施設の一覧が表示され、対象施設（サポーター）に開示されている
データ項目の内容を確認する事が出来ます。



① 設定項目 紐づけ施設（サポータ）に対して権限設定する項目を指
します

② 権限設定 各設定項目に対して、紐づけ施設（サポータ）に対して、
権限の設定をします。
閲覧更新可：サポータに対して指定した項目の閲覧及

び更新権限を与えます。（※）
閲覧のみ可：サポータに対して指定した項目の閲覧許

可のみ与えます。
閲覧不可：サポータに対して指定した項目を閲覧さ

せません。

③ キャンセル 権限設定の内容を更新せずに、サポータ画面を表示しま
す。

④ 登録する 権限設定の内容を更新して、サポータ画面を表示します。

①設定項目

②権限設定

③キャンセル ④登録する

３．１１．サポーター確認／設定画面

対象施設（サポーター）に開示されているデータ項目の開示状態を変更する事が可能です。



① 情報変更 ユーザ情報を変更する画面を表示します。
（氏名等、一部変更出来ない項目があります）

② キャンセル 入力した項目を反映せずに項目表示画面を表示し
ます。

③ 登録する 入力した項目を反映して、項目表示画面を表示し
ます。

①情報変更

②キャンセル ②登録する

３．１２．申込時情報 確認／設定画面（ユーザ情報）

とねっと参加時に申し込んだ情報を含めた自身の情報の確認／設定を行う事が可能です。
操作メニューの「登録情報」タブを選択すると表示されます。

申し込み時 ユーザ情報変更画面申し込み時 ユーザ情報表示画面



①登録情報変更
① 登録情報変更 申し込み時医療情報を変更する画面を表示します。

② 登録情報変更 第三者からの更新情報を変更する画面を表示します。

③ キャンセル 入力した項目を反映せずに項目表示画面を表示します。

④ 登録する 入力した項目を反映して、項目表示画面を表示します。

②登録情報変更

③キャンセル ④登録する

申し込み時医療情報変更画面
申し込み時医療情報表示画面

３．１３．申込時情報 確認／設定画面（医療系情報）

とねっと参加時に申し込んだ 医療系情報を含めた自身の情報の確認／設定を行う事が可能です。



介護・福祉系手帳情報変更画面介護・福祉系情報表示画面

介護・福祉系介護度状況変更画面

介護・福祉系被介護状況変更画面

３．１４．介護・福祉系情報 確認／設定画面

介護・福祉系情報を含めた自身の情報の確認／設定を行う事が可能です。



① MYカルテ設定変更 申し込み時医療情報を変更する画面を表示します。

② メールアドレス変更 第三者からの更新情報を変更する画面を表示します。

③ メール送信有無変更 入力した項目を反映せずに項目表示画面を表示します。

④ パスワード変更 入力した項目を反映して、項目表示画面を表示します。

ＭＹカルテ設定変更画面システム情報表示画面

メールアドレス変更画面

お知らせ通知メール設定画面

パスワード変更画面

３．１５．システム情報 確認／設定画面

システム表示項目等、システム情報の確認／設定が可能です。



４．とねっと健康記録アプリ説明

とねっと健康記録 アプリ説明



４．１．トップページ

①FeliCa受信

① FeliCa受信 対応機器から自動的にデータを受信します。

② お知らせ表示 サポーターからの被参照情報表示や、各種お知らせを表示します。

③ 記録項目 権限設定の内容を更新せずに、サポータ画面を表示します。
記録項目を選択すると、選択した記録項目のグラフ表示画面に移動
します。

④ ライフログ 写真付きの食事記録等を登録画面を表示します。

⑤ 設定 各種アプリの設定を行う画面を表示します。

②お知らせ表示

③記録項目

④ライフログ

⑤設定

１．起動

とねっと健康記録アプリのアイコンをタップすると、ＭＹカルテメニュー画面が表示されます。
システムからのお知らせ情報と、自身で登録された最新データの一覧が表示されます。



４．２．取り扱い項目

歩数 体重 血圧 体温 血糖値

基礎体温 服薬管理ＳｐＯ２ ライフログ

メニュー画面

服薬通知

とねっと健康記録アプリでは、以下の項目のデータを登録可能です。
自身が使わない項目を非表示にしたい場合は、画面右下の「設定」→「記録項目選択」で項目表示

をＯＦＦにすることで、メニュー画面上で非表示にすることができます。
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４．３．グラフ画面

①期間移動

②期間切替え

④リスト表示
③前週比較

① 期間移動 一週間または一カ月前のデータを参照できます

② 期間切替え グラフ／リストの表示単位を週／月で切替えます

③ 前週比較 前週（前月）のデータと比較表示します

④ リスト表示 データ表示をグラフ形式からリスト形式に切替えます

⑤ グラフ表示 登録したデータをグラフを描画します。グラフ描画部分を左右にフ
リックすると、一週間前までデータを見る事が出来ます。

⑥ データ入力ボタン データを登録する画面を表示します。

⑤グラフ

⑥データ入力ボタン

とねっと健康記録アプリのメニュー画面から任意の項目を選択すると、選択された項目の
グラフ画面が表示されます。一番右端が本日を示し、過去１週間（設定で１か月切替可能）の
トレンドを確認できます。
グラフ画面は１ページ過去分（週／月）をフリックにより確認することができます。
（例：血圧）



① 日付移動 登録日を前日にします。

② 朝夕指定 データの朝・夕指定をします。グラフ表示にて色分けされます。

③ 計測時刻 計測時刻を入力します。画面表示時に現在時刻が初期表示されます。

④ 計測データ 計測されたデータを入力します。

⑤ メモ欄 必要に応じてメモを入力します。

⑥ ＯＫボタン データを登録します。ＯＫボタンがタッチされた時点で、健康記録
データセンターにデータが送信されます。

⑦ 戻るボタン ＯＫボタンを押さずに戻るボタンを押すと、データは登録されずに
グラフ画面に戻ります。

①日付移動

②朝夕指定

③計測時刻

④計測データ

⑤メモ欄

⑥ＯＫボタン

⑦戻るボタン

４．４．データ入力画面

グラフ画面右上の「データ入力」ボタンをタップすると、データ入力画面が表示されます。
ここでは、手動によりデータを入力することが可能です。
（例：血圧）



４．５．データ自動転送対応機器

計測項目 対応健康機器

歩数計、
活動量計

血圧計

体組成計

体温計、
基礎体温計

血糖計、
SpO2計

2018.3.1現在 予告無く変更することがあります。

とねっと健康記録アプリは、以下の計測項目に対応しています。
Android端末はおさいふケータイ対応機種、iOS端末ではソニーのパソリ(RC-S390）との

連携に対応しています。 （ONETOUCH VerioReflect以外）



４．６．データ自動転送対応機器（型番表記）

計測項目 対応健康機器

歩数計、
活動量計

Apple HealthKit（内蔵歩数計）
A&D UW-201NFC
エステラ FS-500A、FS-700
山佐時計計器 EX-950、TH-450

血圧計
Ａ＆Ｄ UA-772NFC
テルモ ES-W700DZ、ES-P2020DZ、ES-H55D

体組成計
Ａ＆Ｄ UC-411NFC
テルモ WT-B100DZ

体温計、
基礎体温計

テルモ ET-C215S
テルモ W525DZ

血糖計、
SpO2計

テルモ MS-FR201B/MS-FR201P，MS-FR501W
テルモ ZS-NS05，ZS-NS06
ライフスキャンONETOUCH Verio Reflect(BLE接続）

2021.8.1現在 予告無く変更することがあります。

とねっと健康記録アプリは、以下の計測項目に対応しています。
Android端末はおさいふケータイ対応機種、iOS端末ではソニーのパソリ(RC-S390）との

連携に対応しています。（ONETOUCH VerioReflect以外）



５．ＢＬＥ機器（ＯＮＥＴＯＵＣＨ ＶｅｒｉｏＲｅｆｌｅｃｔ）連携

新たに追加したBLE連携機器（ライフスキャン ONETOUCH VerioReflect）の連携方法
を説明します。



５．１．ＢＬＥ機器（ＯＮＥＴＯＵＣＨ ＶｅｒｉｏＲｅｆｌｅｃｔ）ペアリング

ONETOUCH VerioReflectとスマートフォンでデータ連携するために接続設定
（ペアリング）を行います。
ペアリングを行う際には、VerioReflectの電源を入れておく必要があります。

アプリのMYカルテメニュー画面右下にある「設定」から、以下の項目をたどって血糖値の
ペアリング設定メニューを選択します。

MYカルテ画面 設定画面 記録項目選択画面 血糖値項目画面



５．１．ＢＬＥ機器（ＯＮＥＴＯＵＣＨ ＶｅｒｉｏＲｅｆｌｅｃｔ）ペアリング

ONETOUCH VerioReflectとスマートフォンでデータ連携するために接続設定
（ペアリング）を行います。

アプリ画面に表示された機器名称を選択し、VerioReflectに表示されたPINコードを入力
する事でペアリングされます。

Verio Reflect端末設定画面 Verio Reflect端末設定画面 Verio Reflect端末設定画面
ペアリングを行うと、Verio Reflect
にPINコードが表示されます。



５．２．ＢＬＥ機器（ＯＮＥＴＯＵＣＨ ＶｅｒｉｏＲｅｆｌｅｃｔ）読込み

ONETOUCH VerioReflectで計測した血糖値データを取得します。
（読み取れるデータは最新データのみです）

MYカルテメニュー画面の右上の「＋」（Androidは「データ受信」）をタップします。
「Verio Reflect受信」をタップします。

（「Verio Reflect受信」は受信方法リストの下にあるため画面のスクロールが必要です）

Verio Reflectにて血糖値を計測 MYカルテ画面 ﾃﾞｰﾀ受信方法選択 血糖値登録画面

血糖値が
転送される



５．３．注意事項

Android版アプリにて、ペアリング解除後に機器一覧が出ず再ペアリング出来ない場合が
あります。
その場合はアプリを終了し、AndroidOSのBluetooth設定メニューで「ペアリング解

除」を行った後に、改めてペアリングを行ってください。

また、一部AndroidOSの仕様によりBLEを使用する際に「位置情報を許可」にする必要が
あります。

AndroidOS Bluetooth設定 AndroidOS Bluetooth設定
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