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１．健康管理アプリ 全体像
■ 感染リスクの高い医療従事者や、死亡リスクの高い介護施設において、集団感染を早期発見するために、毎日健康チェック結果を入力して、
全体統計情報を監視します。感染リスクが発生した場合にアラート通知を行います。

■ 各施設(団体)毎に管理担当者を設け、日次で状況を確認する運用を心がけてください。
対処に困った場合には、まずは施設協力医に相談ください。
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対処(必要に応じて) 指示

保健所へ相談

相談

データ登録
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管理機能アラート検知
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１．健康管理アプリ 全体像

健康観察対象者への利用者ID、QRコードの配付について

■ 健康観察対象者の管理は、個人情報を取得せずに実施するため、IDで管理することになります。

■ そのため、 [団体番号(11桁)] ＋ [利用者ID] で該当者を特定いたします。

■ 予め利用者へ[団体番号(11桁)]と[利用者ID]を通知しておいてください。

★団体番号（11桁）
例）事業所番号(10桁)＋ユニット番号

※2次元バーコードでも番号読取が可能となっています。

予めご準備いただくと入力が容易になります。

※2回目以降のアクセス時には、端末番号を記憶できていれば、

前回入力番号が初期表示されます。

★利用者ID
例）従業員番号など各団体毎に一意となる番号

※2次元バーコードでも番号読取が可能となっています。

予めご準備いただくと入力が容易になります。

※2回目以降のアクセス時には、端末番号を

記憶できていれば、前回入力番号が初期表示されます。
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１．健康管理アプリ 全体像

健康観察 入力フロー
■ 入力フローは以下のように設定しております。

該当データ有

該当データ無
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２．健康観察管理画面 基本情報

（１）管理画面メニューについて

■ 以下のように画面メニューを準備しています。

■ 統計情報やコメント情報から、該当者を絞込みながら施設内の状況把握にご活用ください。

メニュー名 メニューの説明

患者統計情報 介護施設の利用者など、本人による入力が困難な方の健康状態の統計情報を表示

職員統計情報 施設の職員など、ご自身の健康状態の報告統計情報を表示

観察対象者一覧
観察対象者の入力結果一覧を表示

各IDの最新データを表示。過去の推移を確認する際は「履歴」ボタンをクリックする。

全件取得
履歴含めて全データをCSVダウンロードを行う。

使用例）全件データを確認する

該当IDの
入力履歴を
表示する

No

①

②

③

⑤

最新データの
編集画面を
表示する

① ② ③ ④ ⑤

コメント確認
コメント一覧を表示

コメント（フリー入力欄）の内容をタイムライン形式で表示。④

12345
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２．健康観察管理画面 基本情報

（２）統計画面

■ 統計情報の画面項目は以下の通りです。

１

２ ３ ４

５ ６ ７

No 機能名 説明

① 施設フィルター 施設絞込みが可能。ログインIDの閲覧権限に応じて、選択できる施設が異なる。

② 入力数推移グラフ 健康観察を入力した人数の推移が日次で表示。直近14日分を表示する。

③ 入力者数割合グラフ 1度でも入力したことのある人数に対する本日の入力者数の割合を表示。未入力者の確認に活用可能

④ 有症状者数ヒートマップ 各症状ごとの人数をヒートマップ(色付け)して表示。特定の症状がある対象者の観察に活用。

⑤ 有症状者数グラフ
1つでも症状が有る人の人数を日次でグラフ表示。直近14日分を表示する。

症状発生数の変化に気づきやすくする。

⑥ 発熱者数グラフ 発熱(37.5℃以上)のある人の人数を日次でグラフ表示。直近14日分を表示する。

⑦ うつ症状者数グラフ
うつスクリーニング項目(憂鬱、興味がわかない)を訴えている人数を日次でグラフ表示。

直近14日分を表示する。
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■ 左から順に、以下項目を表示する。

２．健康観察管理画面 基本情報

（３）一覧画面 画面項目

項目種別 項目名 説明 初期入力元

管理項目 要観察 健康状況を特に監視したい方に✔を入れて、管理しやすくするための項目。 管理画面

管理項目 状況 感染疑い利用者の待機状況を管理する項目。入院中/自宅待機中/ホテル待機中/重症化 管理画面

管理項目 対応メモ 観察フラグ付与の理由や、引継ぎ事項などを記載する項目 管理画面

基本情報 利用者ID 健康観察対象の利用者ID。ex. 従業員番号など。 チャット入力

基本情報 生年月 観察対象者の生年月。（yyyymm） チャット入力

基本情報 年齢 観察対象者の年齢。生年月と現在日付より自動計算。 自動計算

基本情報 性別 観察対象者の性別。 チャット入力
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■ 左から順に、以下項目を表示する。

項目種別 項目名 説明 初期入力元

観察項目 観察開始日 療養開始し、健康観察を開始した日付 チャット入力

観察項目 観察日数 観察開始してからの日数（療養開始日 - 観察日付） チャット入力

観察項目 観察日付 健康観察の対象日 自動計算

観察項目 時間帯 健康観察の観察タイミング（●時 … 24時間から選択 ） チャット入力

観察項目 体温 健康観察時の体温 チャット入力

観察項目 咳嗽 咳が出る　　 チャット入力

観察項目 呼吸困難 呼吸がしにくい チャット入力

観察項目 鼻汁・鼻閉 鼻水が出る チャット入力

観察項目 咽頭痛 のどが痛い チャット入力

観察項目 嘔気・嘔吐 吐き気がする チャット入力

観察項目 結膜充血 目が充血している チャット入力

観察項目 頭痛 頭が痛い チャット入力

観察項目 全身倦怠感 全身がだるい チャット入力

観察項目 関節筋肉痛 関節が痛い チャット入力

観察項目 下痢 下痢が出る チャット入力

観察項目 意識障害 意識がもうろうとする チャット入力

観察項目 けいれん けいれんが起きる チャット入力

観察項目 味覚 味覚に異常がある チャット入力

観察項目 嗅覚 嗅覚（におい）に異常がある チャット入力

観察項目 抑うつ 気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりする チャット入力

観察項目 興味の低下 どうも物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じがする チャット入力

観察項目 その他気になること フリー入力　「自由記入欄」 チャット入力

２．健康観察管理画面 基本情報

（３）一覧画面 画面項目



10

■ 左から順に、以下項目を表示する。

(参考) 項目種別の説明

種別名 項目説明

管理項目 管理者の管理用項目。主に管理者が管理画面から更新する項目。

基本情報 観察対象者の初期登録情報。

観察項目 観察対象者の健康観察報告結果。

項目種別 項目名 説明 初期入力元

観察項目 個別項目１ 予備用の項目。個別質問や追加項目があった場合に活用する。 ー

観察項目 個別項目２ 予備用の項目。個別質問や追加項目があった場合に活用する。 ー

観察項目 個別項目３ 予備用の項目。個別質問や追加項目があった場合に活用する。 ー

観察項目 個別項目４ 予備用の項目。個別質問や追加項目があった場合に活用する。 ー

観察項目 個別項目５ 予備用の項目。個別質問や追加項目があった場合に活用する。 ー

観察項目 個別項目６ 予備用の項目。個別質問や追加項目があった場合に活用する。 ー

観察項目 登録日時 データが登録・更新された日時 自動設定

管理項目 施設名 管理施設名 チャット入力

管理項目 職員 職員（本人）の登録の場合は✔付与。 自動設定

２．健康観察管理画面 基本情報

（３）一覧画面 画面項目
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＜一覧画面＞

・各利用者IDの最新データを表示

・登録日付の降順で表示

(登録日時が新しいデータが上に表示される)

表示内容画面イメージ

＜履歴画面＞

・各利用者IDの登録履歴データを表示

・観察日付＋時間帯の降順で表示

(観察日時が新しいデータが上に表示される)

※観察日付＋時間帯が同一のデータが複数存在していた

場合は登録日付が最新のデータを表示

■ 各画面のデータ表示順は以下の通りです。

患者基本情報

対象IDの健康観察結果
（履歴データ）

２．健康観察管理画面 基本情報

（４）表示データの考え方

各IDの最新データ一覧



３．健康観察管理画面 操作手順

（１）統計画面 基本操作

（２）一覧画面 基本操作

（３）コメント確認 基本操作
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３．健康観察管理画面 操作手順

ログイン

■ 管理画面URLにアクセスしてください。

■ 各団体毎に配付されているID/Passを入力してください。

ログイン画面 初期パスワード変更(初回ログイン時のみ表示)

① IDを入力してください。

② パスワードを入力してください。

初回ログイン時には、

初期パスワード変更を要求されます。

各保健所毎に配布しているID毎に

パスワードの変更、管理をお願いいたします。

①

②
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３．健康観察管理画面 操作手順

（１）統計画面 基本操作

■ 統計画面の各グラフから、３ステップで該当者の状況を確認することができます。

ステップ１

グラフから該当IDと症状を確認

ステップ２

確認対象のIDをクリック

ステップ３

確認対象IDの入力履歴を確認

マウスオーバーすると
該当ID・症状が
表示されます

右上のアイコンをクリックすると、
一覧をコピーできます
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３．健康観察管理画面 操作手順

（２）一覧画面 基本操作 ： 検索

■ 管理画面上から対象データを検索することが可能です。（部分一致検索）

■ 各メニューで表示されている、IDの最新データが検索範囲となります。

過去データを検索したい場合は、「全件取得」メニューよりCSVをダウンロードして検索してください。

■ ①全項目を対象とした全体検索と、②各項目ごとに検索する項目検索ができますので、用途に応じて活用ください。

■ 検索欄に検索ワードを入力して、PCのEnterを押下するとフィルターされます。（検索開始ボタン等はありません。）

①

②
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■ 入力内容を編集する場合は、各データ(1行)ごとに修正可能です。

■ 一覧画面から「編集」ボタンをクリックすると、最新データの該当項目を編集できます。

■ 一覧画面からデータを削除すると、過去履歴含めて確認できなくなりますのでご注意ください。

３．健康観察管理画面 操作手順

（２）一覧画面 基本操作 ： データ編集

①
「更新」ボタンを押下すると、
編集内容が更新されます。

②「削除」ボタンを押下すると、
削除確認ポップアップが表示されます。

「削除する」を選択すると該当のデータを削除します。
※削除すると、該当IDの全データが削除されます

画面を閉じる
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■ データ更新画面は以下の通りです。

■ 健康状態を確認したうえで、管理用項目を更新していただくことを想定しております。

・要観察フラグ ：特に注意して観察したい利用者に対して、✔を付けてください。

・観察状況 ：「入院中」「自宅待機中」「ホテル待機中」「重症リスク有り」等、利用者に対しての状況を選択してください。（任意）

・対応メモ ：✔を付けた理由や、引継ぎ事項等、ご自由に活用してください。

３．健康観察管理画面 操作手順

（２）一覧画面 基本操作 ： データ編集 ①管理用項目を更新したい場合

画面を閉じる

管理用項目

更新完了メッセージが表示されたら
画面を閉じてください。
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■ データの削除は、履歴画面（青）より削除対象データを選択して行います。

■ 削除したら、復元はできませんので、対象IDに誤りがないことを確認のうえ実施して下さい。

■ 対象ユーザーの全データを削除したい場合は、一覧画面(緑)の「編集」より、削除してください。

３．健康観察管理画面 操作手順

（２）一覧画面 基本操作 ： データ編集 ②データ削除

削除対象の
利用者ID、観察日付を確認してください。

「削除」ボタンを押下すると、
削除確認ポップアップが表示されます。

「削除する」を選択すると該当のデータを削除します。

削除対象データを選択してください。
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■ 利用者ID、観察日付、時間帯はデータを特定するユニークキーとなっているため、修正不可となっています。

■ 利用者IDを修正したい場合は、該当のデータを削除して、再度チャットから正しい情報で入力してください。

３．健康観察管理画面 操作手順

（２）一覧画面 基本操作 ： データ編集 ③患者IDや観察日付に誤りがあり、修正したい

データ削除手順 初期登録を再度実施する手順

正しいIDを
入力してください

データ特定キー

ユニークキーは修正不可

「削除」ボタンを押下すると、
該当データを削除します
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■ チャット回答項目は、利用者からの入力結果が表示されています。

■ 別途ヒアリングして得た情報が有る等、回答項目を修正したい場合は該当項目を修正して更新ボタンを押下してください。

３．健康観察管理画面 操作手順

（１）一覧画面 基本操作 ： データ編集 ④別途ヒアリングした内容等をチャット回答項目に反映したい

チャット入力項目
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■ 軽症者の過去の入力履歴を確認するためには、「履歴」ボタンを押下してください。

■ 履歴画面(青)にて、対象の軽症者に対しての過去入力情報を確認できます。

３．健康観察管理画面 操作手順

（２）一覧画面 基本操作 ： 履歴一覧確認

選択された患者の基本情報

過去の健康観察結果
（観察日付の降順）

選択された患者の全データを
CSVダウンロードする

画面を
閉じる
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■ 軽症者の過去の入力履歴を確認するためには、「履歴」ボタンを押下してください。

■ 履歴画面(青)にて、「推移データ」タブを選択すると、対象の軽症者に対しての過去入力情報をのサマリを確認できます。

３．健康観察管理画面 操作手順

（２）一覧画面 基本操作 ： 履歴一覧確認

「推移データ」タブ
を選択

直近14日分のデータをグラフ表示
（同日に複数入力があった場合は最新分を設定）

※同日の別時間帯のデータも表示するように改修予定

直近14日分の症状有無を表示
→症状が有る場合、赤塗表示
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■ 「CSVダウンロード」ボタンを押下すると、各メニューでの表示対象データ（各IDの最新データ）をCSV出力可能です。

■ 「本日分ダウンロード」を押下すると、観察日付が本日分のデータのみダウンロードでき、

「全件ダウンロード」を押下すると、各メニューで表示しているデータ（各IDの最新データ）をすべてダウンロード可能です。

■ 過去履歴含めて全件ダウンロードをしたい場合は、「全件取得」メニューよりダウンロード可能です。

過去データ含めて
全データをダウンロードしたい場合は

「全件取得」メニューを選択してください。

３．健康観察管理画面 操作手順

（２）一覧画面 基本操作 ： CSVダウンロード

最新データ分のみ
CSVダウンロード

観察日付を絞り込んで
ダウンロード可能
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■ 「コメント確認」タブを選択すると、フリー記入欄に利用者が気になることを記入した内容をタイムライン形式に確認ができます。

■ 気になるコメントをクリックすると、さらに詳細を表示できます。

３．健康観察管理画面 操作手順

（３）コメント確認 基本操作

肩から首にかけて痛みが有り、そこからの頭痛みたいです。

肩こりがある

酷いだるさは無いが、急に熱が上がった

咳が落ち着いてきた

喘息持ちです

偏頭痛を持っており、最近症状がひどいです。

家族にコロナ濃厚接触者が出ました。

元気です。

施設・利用者IDで
絞込検索可能です

該当の利用者IDの
コメント一覧を表示する

該当の利用者IDの
入力履歴(推移)を表示する


