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電子版お薬手帳 薬局ポータル画面

ヘルシーパスポート導入説明（ファーストステップ）

１

電子お薬手帳機能 ＆ 多職種連携機能

Ｒ

姉妹システム

注意）★印・・・ヘルシーパスポートのフルプランだけの機能となります。

契約プラン ①電子お薬手帳のみプラン
②電子お薬手帳＋多職種連携フルプラン★



クラウド型だから災害対策に大きな期待！！

４

コロナ 災害時 患者さんは
手帳の記録が失われる
災害時 患者さんは

手帳の記録が失われる

クラウドのデータは失わ
れる事はない

クラウドのデータは失わ
れる事はない

患者さん個人・薬局様
の全患者データのバッ

クアップとなる
自治体（地域）として

も災害対策が必要

患者さん個人・薬局様
の全患者データのバッ

クアップとなる
自治体（地域）として

も災害対策が必要



レセコン連動型で自動的に調剤情報を記録

ヘルシーパスポート加盟店

お薬手帳非加盟店 他のお薬手帳加盟店

医療介護関係者

※患者さんは、加盟薬局に利用登録してもらえば、あとは自動的に記録される

ヘルシーパスポート
サーバー患者承認

★

日本薬剤師会運営

最初の1回だけ患者さん
との紐づけが必要（手帳発行）
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患者さんの準備（アプリをダウンロード）



患者さん側

▶ 「新着」
お知らせメール
薬局・医療関係者などからの伝言版

▶「家族切替」
家族の切替・家族ごとの履歴閲覧
新規家族登録・家族リンク

▶「設定」
家族一覧、アカウントの設定、
メニューの色・ボタンデザイン変更、

利用規約、利用解除
▶「処方せん送信」

▶「お薬手帳を見る」
プロフィール・既往歴・副作用歴
アレルギー・予防接種歴
お薬の情報（過去履歴）

・処方医療機関・診療科・診察日
調剤日

・処方医薬品・用法/容量の履歴
▶ｅ薬ＬＩＮＫ

ワンタームコード発行

▶「手帳に記録する」
アレルギーや副作用の記録
お薬の登録

二次元（QR）コードで登録
手入力

セルフメディケーション
市販薬の登録
メモ

▶「健康を管理する」
服薬の管理

服薬カレンダー
お薬飲んだよ
服薬アラーム
予定

健康の管理
登録情報管理

▶「調べる・その他」
調べる

医薬品検索
加盟薬局検索

お薬情報をPDFダウンロード
▶🌐ブラウザより

ヘルシーパスポートホームヘージ

ヘルシーパスポートアプリの機能概要

ここまでヘルシーパスポートアプリの機能が利用出来ます。

★



① ＱＲコードを読み込ませて調剤情報を登録。

薬局にQRコード印刷（薬情や請求明細）を依頼する

② 手入力で調剤情報を記録

③ 加盟店に手帳発行を依頼すると自動的に調剤情報が登録される

6

① QRコードを印刷してもら
って、QRコードを読取
調剤情報を登録可能

② 院内処方先などQRコード
が印刷できない場合、
調剤情報を手書きで入力
可能

③加盟店へ手帳発行してもらいま
しょう。
何もしなくても自動的に調剤情報が
記録されます。

薬局へ連絡してください。

加盟店以外の調剤登録

他の薬局（加盟店以外）で受取った調剤情報を記録する



■薬局ポータル画面の設定（薬局内で1台のみ必要）

ヘルシーパスポート
導入パソコン（1台）

①【薬局LINK】 ②【薬局ポータル画面】
③【処方せん受付画面】

7

※処方せんは、自動的にプリンターに印刷

常駐化
（※常時監視状態）

※上記設定は1台だけですが、②･③ついては、
インターネットのつながるパソコン・タブレットならどこでも利用可能

加盟店様の準備

毎朝のパソコン起動について
パソコン電源を入れると自動的に①・②が起動 ⇒ ②をログイン ⇒ ③が起動

調剤データ監視
ログイン

処方せんデータ監視

ヘルシーパスポート
トータルメニュー
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手帳発行とは?（患者さんと薬局さんとの紐づけ）
手帳発行方法は３パターン

①認証キーを入力して手帳発行
②患者様に認証キーを送信してもらって手帳発行
③処方せん送信から手帳発行

患者様が
アプリを
登録

認証キーを
見せてもらう

認証キーを
入力

認証キー送信
ボタンを

押してもらう

薬局で
手帳発行

処方せん送信
をしてもらう

パターン①

パターン②

パターン③

お薬手帳を発行する
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加盟店側：薬局ポータル画面

患者さん側：ヘルシーパスポートアプリ

患者さんから手帳発行

の連絡を受けたら「手
帳発行」をクリック

手帳発行は、患者さんから薬局さんへ連絡する
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【患者さん操作】
アプリより認証キーを提示してもらう

・認証キーは、大文字小文字が混在しますの
で注意ください。メモっておけば患者さんが
帰ってからでも操作可能です。
・パソコンにスキャナが付いていればバー
コード読取も可能です。（スキャナの設定に
よって異なりますご注意ください）

ｗ

認証キーから手帳発行

【薬局様操作】
①「手帳発行」⇒「認証キーから手帳発行」を選択
②認証キーの入力欄に、認証キーを入力して、「検索」をクリック
③患者情報が表示されますので、「お薬手帳を発行する」をクリック

手帳発行手順「パターン１」認証キーを入力して発行

❸



11

【患者さん操作】
アプリより「認証キー」⇒「認証キーを送信」
をクリックしてもらう

【薬局様操作】
①患者さんへ操作の指示
②「手帳発行」⇒「手帳発行候補者一覧」⇒「再検索」⇒５分間、患者情報が表示

③該当する患者さんが表示されたら「発行確認」をクリック

手帳発行手順「パターン２」認証キーを送信してもらい発行

・5分以上すると候補者が消えてしまいます

が、その際は、再度同様の操作を行って「再
検索」してください。
・この操作は、来局時でも電話でも対応可能
です。

手帳発行候補者一覧

❸

次ページ
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■手帳発行候補者一覧から手帳発行手順
「発行確認」クリック後、
①患者さんの認証キーを確認し、☑
②レセコンの情報と患者がアプリ登録情報がそれぞれ表示されるので、一致を確認し、☑
③設問に回答し、「お薬手帳を発行する」をクリック

レセコン情報
＆

アプリ情報を
チェック

❸
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手帳発行が完了すると、患者様側には、
「まもなくお薬の情報が取り込まれます」
といったメッセージが届きます。

手帳発行完了後の患者さんへの通知
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①処方せん送信から手帳発行（パターン③）

②処方せん受付時の薬局の対応手順

処方せん送信について
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【患者さんの処方せん送信の操作の流れ】
①「処方せん送信」をタップ

薬局へ処方せんが送信される

②薬局を選ぶ ③写真を撮る ④必要項目を確認して送信

手帳発行手順「パターン３」処方せん送信からの発行
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■薬局側手順:処方せん受付一覧を確認
操作手順
①「お薬手帳発行」をクリック

手帳発行手順「パターン３」処方せん送信からの発行
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■薬局側手順:お薬手帳を発行する
操作手順
①患者情報を確認して「お薬手帳を発行する」をクリック

※レセコン情報とアプリ登録情報が一致している事を確認
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詳細閲覧

メッセージ種別を選択
①受付完了
受付しました。

②要確認
折り返しご連絡のお願い。

③在庫不足
お薬の在庫がありませんでした

④ご連絡
⑤調剤完了
受け取り可能なお知らせ

⑥再送依頼
再度送信のお願い

必要に応じてメッセージにコメントを
追記できます

患者に返信

処方せん送信

【処方せん受付一覧】 【処方せん受付（返信）】

【お薬手帳参照】

処方せん送信を受付時の薬局対応手順
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・患者プロフィール

・既往歴、アレルギー、副作用情報等
・手帳発行済みの薬局一覧
・かかりつけ薬剤師
・登録している家族
・処方歴
・一般薬の購入情報
・服薬記録
・メモ

お薬手帳を見る
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■お薬手帳を見る

①「手帳検索」をクリックします。
②検索条件を入力して「検索」ボタンをクリックします。

【お薬手帳のみバージョンメニュー】

【フルバージョンメニュー】 ★
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検索条件に一致した患者が表示されます。
①「お薬手帳」をクリックします。

■お薬手帳を見る（手帳発行患者さん・未発行患者さん）

【お薬手帳のみプラン】
・お薬手帳利用者だけ閲覧可能

※手帳利用者以外は閲覧不可

★

【フルプラン】
・全患者さんの調剤情報が閲覧可能
・患者さんからの問い合わせなど

24時間対応が可能

※ご契約プランにより閲覧出来る
範囲に制限があります。



22

プロフィールや既往歴、かかりつけ薬剤師情報、処方歴、一般薬購入情報、服薬記録、検
診情報、メモ等が閲覧できます。処方歴には、自店舗での調剤内容や他の加盟店での調剤
内容、患者が二次元コードを読み込んだ内容が表示されます。

■お薬手帳を見る（手帳発行患者さん）
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■お薬手帳を見る（手帳未発行患者さん）

★



薬局ポータル画面を
パソコン・スマホ・タブレットで閲覧



☆ネット環境下でのヘルシーパスポート閲覧

ヘルシーパスポートは

①インターネット検索で
「ヘルシーパスポート」と
入力

③クリック
②クリック

１）ヘルシーパスポート紹介ページ検索



☆ネット環境下でのヘルシーパスポート閲覧
２）ヘルシーパスポート紹介ページから薬局関係者様ログイン

・店舗のＩＤ／
ＰＷを入力

・ディスクトッ
プにアイコン作

成

ディスクトップに張り付けると閲覧
したい時にいつでも閲覧出来ます
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他社の電子版お薬手帳の
調剤内容を確認する

他社の電子版お薬手帳をご利用の患者が来局された場合は、
患者さんに電子版お薬手帳のメニューからワンタイムコードを発行し
てもらい、取得したワンタイムコードを薬局に提示してもらう事で、
薬局ポータル画面より調剤情報を閲覧する事が出来ます。

日本薬剤師会の運営する
「e薬Link（イークスリンク）」
のロゴ、このロゴのある電子
お薬手帳は、ワンタイムコード
に対応しています。
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■他社のお薬手帳の調剤内容を確認する

まずは、患者にワンタイムコードをご提示いただきます。
①「他社連携」をクリックします。
②ワンタイムコードを入力し、調剤日を選択して「お薬手帳情報取得」をクリックします。
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■他社のお薬手帳の調剤内容を確認する

手帳の内容が表示されます。
①調剤日の下矢印をクリックすると、調剤情報が表示されます。
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登録した調剤情報を削除する
一般的には、調剤情報に変更や削除が生じた場合は、レセコン側を修正
削除する事で、上書きされるようになっておりますが、登録した調剤情
報が、何らかの理由で間違っていたり、修正が必要だったりした場合、
特定して削除する事が出来ます。

調剤情報がヘルシーパスポートで重複して登録された場合には、薬局管
理画面または患者のお薬手帳側で、登録内容が削除できます。
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■登録した調剤情報を削除する
①「調剤情報管理」をクリックします。
②「患者選択」をクリックし、条件入力後、「検索」をクリックすると対象者が表示
③ 該当の対象者を「患者選択」します。

❸
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①調剤日を検索します。
②検索結果一覧から該当する調剤日を選択します。

■登録した調剤情報を削除する
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①「調剤情報削除」をクリックします。
お薬手帳上から該当の調剤情報が削除されます。

■登録した調剤情報を削除する
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店舗情報やアカウントを管理する
薬局管理画面にログインするアカウントを新規作成したり、編集したり
することができます。
また、利用端末を制限することもできます。
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■他社のお薬手帳の調剤内容を確認する

①「設定」をクリックします。
設定する内容を各メニューから選択します。

【店舗情報管理】
店舗の営業時間や写真等の店舗情報が変更できます。

【薬局スタッフ管理】
薬局管理画面にログインするためのアカウントの新規作成や編
集・削除ができます。

【兼務登録・解除】
複数の店舗を兼務しているスタッフ向けに、1つのアカウントに対
し、複数の店舗を紐づけることができます。また、その紐づけを
解除することができます。

【端末管理】
当該店舗の薬局管理画画面にログインしたアカウント名及びその
利用端末の履歴が確認できます。
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ご清聴ありがとうございました。


