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4. 既往歴の入力
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第 1 章 おくすり PASS の利用開始

CHAPTER I  おくすり PASS の利用開始

1. 新規登録
「おくすり PASS」をご利用になるためにはログイン ID が必要です。画面の案内に従って情報を入力し、送信してください。
ID の発行をいたします。既に ID をお持ちの方はこの操作は不要です。同じ ID とパスワードを使って操作を継続できます。

ロゴ表示 利用状況の選択 利用規約

① 利用状況の選択
アプリを起動するとロゴマークの後に
利用状況の確認画面が表示されます。
ID をお持ちでない方は「はじめて利用
する」を選択します。

② 利用規約
利用規約が表示されます。同意して進
むとユーザー情報の入力に移ります。

ID を既にお持ちの方は「アプリを以前使っている」を選択しログイン画面へ
進みます。

「おくすり PASS」ではご登録されたアドレスへ仮パスワードを発行いたします。
迷惑メール防止／メールの受信拒否設定をされている場合、
info-pass@aisei.co.jp からのパスワードメールを案内することができません。
お手数ですが、パスワードメールの受信ができるよう設定変更をお願いします。 
設定変更はアプリ内に表示されるリンク先をご参照ください。
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第 1 章 おくすり PASS の利用開始

CHAPTER I  おくすり PASS の利用開始

2. 基本情報、写真とテーマカラーの入力
アプリを利用される方（スマートフォンの所有者）の基本的な情報を登録します。
登録内容はアプリ利用開始後に変更することができます。

基本情報を登録

写真とテーマカラー

① お名前
アプリを利用される方（スマートフォンの所有者）の姓名と読み（カナ）を
入力します。読みは全角のカタカナで入力してください。

②生年月日
タップして生年月日を選択します。

③性別
シンボルをタップして性別を選択します。

→「次へ」で次の画面へ進みます。

④ 写真
利用者のアイコンに写真を追加することができます。カメラを使って撮影す
ることも、既に撮影済みの写真から選択することもできます。写真の追加は
必須ではありませんが識別を容易にするために登録することをお勧めします。

⑤ テーマカラー
テーマカラーは利用者のシンボルとしてホーム画面の背景やアイコンなどに
適用されます。色による機能の違いはありませんのでお好みで選択してくだ
さい。

→「次へ」で次の画面へ進みます。

ポイント
持病をもたれている小さなお子様や、介護が必要なご両親など１台の
スマートフォンで最大８名まで服薬管理できます。写真やテーマカ
ラーはそれぞれの利用者を識別するためのシンボルとなるものです。
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第 1 章 おくすり PASS の利用開始

CHAPTER I  おくすり PASS の利用開始

3. 詳細情報、ライフサイクルの設定
住所や電話番号などの連絡先の詳細情報、服薬リマインダーの基準となるライフサイクルの設定を行います。
登録内容はアプリ利用開始後に変更することができます。

詳細情報

ライフサイクルを設定

① 郵便番号、住所検索
郵便番号を 7 桁で入力します。「住所検索」で郵便番号から自動で住所を設
定できます。

② 住所
都道府県、群／市区町村と町名、番地、建物名などを入力します。

③ 電話番号
電話番号を入力します。ハイフンは入力不要です。

⑤ ライフサイクル
服薬リマインダーの基準となるライフサイクル（起床や就寝、食事の時刻）
を設定します。服薬時刻の通知はここで設定したライフサイクルに基づいて
行われます。

④ メールアドレス
スマートフォンのメールアドレスを入力してください。

→「次へ」で次の画面へ進みます。

①時刻の選択
＊各ライフサイクルの時刻をタップす
ると時刻の変更が可能です。時刻を変
更して「設定」で反映されます。「キャ
ンセル」で変更を取り消します。

→「次へ」で次の画面へ進みます。
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第 1 章 おくすり PASS の利用開始

CHAPTER I  おくすり PASS の利用開始

4. 既往歴の入力
これまでかかった病気（既往歴）を登録することができます。
医師や薬剤師が確認することで、治療効果の向上へつなげることができます。
登録内容はアプリ利用開始後に変更することができます。

病気の選択

その他の病気の追加

① 病気を選択
病気をタップすると病歴を設定することができます。

② その他の病気の追加
名称を入力して既往歴を追加することができます。その他の病気は最大で
20 まで追加することができます。

（1）その他の病気の追加画面

名称を入力し病歴にチェックをつけて、
完了ボタンで反映されます。

病歴にチェックをつけて、完了ボタン
で反映されます。

（2）その他の病気の編集画面

名称や病歴を変更できます。「設定した
病名を削除」で病歴の削除ができます。
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第 1 章 おくすり PASS の利用開始

CHAPTER I  おくすり PASS の利用開始

5. 登録内容の確認
ここまでの入力内容について確認し間違いがなければ「利用開始」で ID の発行を行います。
また、この画面ではアプリで受け取るお知らせの内容を設定することができます。
登録内容はアプリ利用開始後に変更することも可能です。

登録内容の確認 ① 登録内容の確認 ② ① 登録内容の確認
これまでの入力内容を確認します。
間違いがあった場合、直接内容を修
正することもできます。上下にスク
ロールすることですべての内容が確
認できます。

② お知らせ通知設定
アプリで受け取るお知らせの内容
を設定します。

利用開始の操作は電波状態のよい場所で行ってください。圏外ではエ
ラーとなり ID の発行ができません。

③ 利用開始
入力内容の登録を行い ID を発行し
ます。入力したメールアドレスに
ログインに使用するパスワードを
記載したメールが送信されます。

登録が終了すると発行された ID が表
示されます。

メールをご確認ください。
登録されたメールアドレス宛にログインに使用するためのパスワードが送信
されます。
迷惑メール防止設定／メールの受信拒否設定をされている場合、info-pass@
aisei.co.jp からのパスワードメールをご案内することができません。お手数
ですが、パスワードメールの受信ができるよう設定変更をお願いいたします。

（P5「新規登録」を参照ください）

ID は自動発番で、変更はできません。機種変更時や、アプリの削除・
再インストール後のログイン時に必要になりますので、メモを残され
ることをお勧めします。



第 2 章
＝ アプリの基本操作  ＝

1. ログイン／パスワードの再発行

2.  機種変更／アプリ再インストール後のログイン

3.  ヘッダー／メニュー／利用者選択

4.  新着情報を確認する

5.  アイセイ薬局店内での受付

6.  調剤明細、お知らせを受け取る／設定・服薬状況を送信する

7.  おくすり手帳情報を読み込む

8. 読み込んだおくすり手帳情報を削除する

9. お問合せ

10. 新規のお問合せ（お問合せ種別、ご利用薬局選択）

11. 新規のお問合せ（利用者、お問合せ内容入力）

12. 新規のお問合せ（お問合せ内容の確認）

13. お問合せの詳細を確認する
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第 2 章 アプリの基本操作

CHAPTER II    アプリの基本操作

1. ログイン／パスワードの再発行
パスワードを使ってアプリにログインを行います。自動ログインを有効にすると次回からのログインを省略することができます。
パスワードを忘れた場合は「 ？」マークからパスワードを再発行することができます。

ログイン

パスワード再発行

① パスワード
パスワードを入力して「ログイン」します。

② パスワードリマインダー
パスワードを忘れた場合、「 ? 」マークをタップしてパスワード再発行画面へ
進みます。

③ ID/ 生年月日
ID と生年月日を入力し完了ボタンを押すとパスワードを再発行します。登
録したメールアドレス宛てにパスワードを記載したメールが送信されます。
今までの PW は使用できなくなります。

実際の画面では ID 欄に発行された ID が初期表示されています。

（1）自動ログインの確認

自動ログインを有効にすると次回から
ログインを省略することができます。

パスワードの再発行は電波状態のよい場所で行ってください。圏外で
はエラーとなり ID の発行ができません。

「おくすり PASS」でご登録されたアドレスへ仮パスワードを発行いた
します。迷惑メール防止／メールの受信拒否設定をされている場合、
info-pass@aisei.co.jp からのパスワードメールをご案内することが
できません。お手数ですが、パスワードメールの受信ができるよう設定
変更をお願いします。
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第 2 章 アプリの基本操作

CHAPTER II    アプリの基本操作

2. 機種変更 / アプリ再インストール後のログイン
お使いのスマートフォンを機種変更した場合や、スマートフォンからアプリを一度削除した後で再度インストールした場合、
初回のログイン後に本人確認が表示されます。
機種変更をする前（アプリを削除する前）には「同期する」をタップし、スマートフォン内のデータをサーバーに送信しておくことを
お勧めします。（第 2 章アプリの基本操作「4. 新着情報を確認する」をご参照ください）

ログイン 本人確認

① 生年月日を入力
登録済みの生年月日を入力してくださ
い。

機種変更前のスマートフォンと２台で同時にアプリを使うことはできません。

② 電話番号/メールアドレス
を入力

電話番号とメールアドレスに変更があ
る場合は新内容を入力してください。
変更がない場合は登録済みの内容を入
力してください。

① 

② 

本人確認の入力は電波状態のよい場所で行ってください。圏外ではエラーと
なり ID の発行ができません。

ID・パスワードを入力
ID とパスワードを入力して「ログイン」
します。
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第 2 章 アプリの基本操作

CHAPTER II    アプリの基本操作

3. ヘッダー / メニュー / 利用者選択
アプリ上部のヘッダからメニューを開いて各画面へ移動したり、一覧を表示して利用者（ユーザー）の切り替えを行うことができます。

メニュー 利用者（ユーザー）選択

1 メニュー
ヘッダー左上のメニューボタンをタッ
プするとメニューを開く事が出来ます。
メニューからアプリの各画面へ移動す
ることができます。

2 利用者選択
ヘッダー右上の利用者（ユーザー）のア
イコン（写真を追加している場合は写
真）をタップするとアプリに登録した利
用者の一覧を表示します。一覧から選
択して服薬管理を行う利用者を切り替
えることができます。

1 2 
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第 2 章 アプリの基本操作

CHAPTER II    アプリの基本操作

4. 新着情報を確認する
服薬タイミングの到来したお薬、未読のお知らせ、服薬設定が未済の調剤明細がある場合、
メニューやヘッダにバッチで通知されます。

メニュー 利用者（ユーザー）選択

1 現在表示中の利用者の新着件数
ヘッダで選択されている利用者に対する新着件数の合計が
表示されます。

2 服用するお薬の数
ホーム画面に表示されている、服薬タイミングが到来した
お薬の件数を表示します。

ヘッダー

1 
2 

3 

4 

5 
6 

3 未読のお知らせ件数
未読のお知らせ件数を表示します。

4 未設定の調剤件数
服薬設定が完了していない調剤明細の件数を表示します。

5 新着有無の表示
アプリに登録された利用者に新着がある場合、「！」マーク
で通知します。

6 利用者ごとの新着件数
新着がある場合、利用者ごとに件数を表示します。
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第 2 章 アプリの基本操作

CHAPTER II    アプリの基本操作

5. アイセイ薬局店内での受付
アイセイ薬局の店頭ではリーダーに QR コードをかざすことでご来店の受付が可能です。
メニューから QR コードのイメージをタップして表示されたコード受付にある iPad 画面にかざしてください。

メニュー QR コード表示

① QR コード表示
QR コードのイメージをタップすると
全画面に表示します。

② QR コード
全画面表示された QR コードを店頭の
受付カウンターに設置されている iPad
画面にかざしてください。
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第 2 章 アプリの基本操作

CHAPTER II    アプリの基本操作

6. おくすり情報やお知らせを受け取る/設定・服薬状況を送信する

アイセイ薬局で調剤されたお薬の情報（おくすり手帳電子情報）や、配信されたお知らせは
アプリ起動時に自動でダウンロードされます。また、ライフサイクルの設定や服薬の状況をサーバーへ送信します。
サーバーに送信されたデータはアプリを削除したり、端末の機種変更を行っても引き継ぐことができるようになります。

「同期する」をタップすることにより任意のタイミングでダウンロードと送信を行うこともできます。

メニュー

① 同期ボタン
タップすることでお薬（調剤）明細・お知らせのダウンロードやライフサイクル
設定・服薬状況の送信を行います。処理中は矢印のアイコンが回転します。

サーバーに未送信のデータはアプリを端末から削除したり、機種変更
を行うと引き継ぐことができなくなります。

この操作は電波状態のよい場所で行ってください。圏外ではエラーと
なり処理ができません。
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第 2 章 アプリの基本操作

CHAPTER II    アプリの基本操作

7. おくすり手帳情報データを読み込む
「おくすり手帳情報」の QR コードを読み込んで処方されたお薬の情報を取り込むことができます。
読み込みを行うためにはメニューから「おくすり情報の読取り」を選択します。

処方内容の取り込み ① 利用者選択
おくすり情報を読み込む利用者を選択します。

QR コードが複数ある場合は QR コードを 1 つずつ取り込んでくださ
い。なお、読み込む順番は関係ありません。

この操作は電波状態のよい場所で行ってください。圏外ではエラーと
なり処理ができません。

② カメラ
QR コードを中心にしてピントがあうようにカメラを向けます。読み込みが
成功すると音がなります。読み込みは自動で行われるためシャッターボタン
を押す必要はありません。

③ 読み込み済 QR コード
QRコードが複数ある場合に、読み込み状態を表示します。チェックがつい
たものが取り込みを完了したものです。

④ 読み込み内容の確認
QR コード（おくすり情報）から読み込んだ生年月日と名前が表示されます。
表示された内容を確認し、間違いがなければ「はい」で取り込みを行います。
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第 2 章 アプリの基本操作

CHAPTER II    アプリの基本操作

8. 読み込んだおくすり手帳情報データを削除する
QR コードから読み込んだおくすり手帳情報データ（調剤データ）を削除することができます。
誤って読み込んでしまった時など、不要なおくすり手帳情報データを削除したい場合にこの操作を行ってください。
おくすり手帳情報を削除すると「お薬手帳」画面からも削除されます。また、それまでの服薬の実績やムダになったお薬代も削除
されます。QR コードから同じ情報を再度読み込むことはできますが、服薬の実績やムダになったお薬代を戻すことはできません。

メニュー

① 設定
メニューから「設定」を選択し、次に開いた画面から「服薬リマインダー設定」
を選択します。

（1）設定画面

「服薬リマインダー設定」を選択します。

（2）調剤の選択

削除するおくすり情報（調剤情報）を
選択します。

服薬リマインダー設定 ② 削除
削除をタップして該当のおくすり情報（調剤情報）を削除します。

確認に対して「はい」を選択すると調
剤の削除が実行されます。

薬局店舗から自動送信されたお薬手帳情報データは削除することがで
きません。
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CHAPTER II    アプリの基本操作

9. お問合せ
アプリの利用方法や医薬品に関するお問合せを送ることができます。
新たにお問合せを作成して送信したり、お問合せに対する返信を確認するためには、メニューから「お問合せ」を選択します。

メニュー

① お問合せ
メニューから「お問合せ」を選択するとお問合せ一覧へ遷移します。

お問合せ一覧
② 新規作成
タップするとお問合せの新規作成画面へ遷移します。

③ お問合せ一覧
これまでのお問合せの一覧が表示されます。タップすると詳細を確認するこ
とができます。

④ 未読マーク
お問合せに未読の返信がある場合に表示されます。未読マークは利用者のテー
マカラーで表示されます。
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CHAPTER II    アプリの基本操作

10. 新規のお問合せ（お問合せ種別、ご利用薬局選択）
新規のお問合せを行います。画面に従ってお問合せに必要な内容を入力していきます。

お問合せ種別を選択 ① お問合せ種別を選択
どの様な内容についてお問合せするかを 2 項目の中から選択してください。
選択すると、ご利用薬局の選択画面へ遷移します。

② 次へ
ご利用薬局の選択画面へ遷移します。お問合せ種別が選択されていないと次
へ遷移することができません。

ご利用薬局を選択 ③ ご利用薬局を選択
ご利用の薬局がアイセイ薬局グループか、または、それ以外の薬局かを選択
してください。

⑤ 次へ
利用者を選択画面へ遷移します。ご利用薬局が入力されていないと次へ遷移
する事ができません。画面下段の次へボタンでも同様の操作ができます。

④ 薬局名／店名を入力
ご利用の薬局の名前と店名を入力してください。
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CHAPTER II    アプリの基本操作

11. 新規のお問合せ（利用者、お問合せ内容入力）
新規のお問合せを行います。画面に従ってお問合せに必要な内容を入力していきます。

利用者を選択 ① 利用者を選択
どなたに関するお問合せかを選択してください。
選択するとお問合せ内容の入力画面へ遷移します。

② 次へ
お問合せ内容を入力画面へ遷移します。利用者が選択されていないと次へ遷
移することができません。

利用者を選択
③ お問合せ内容を入力
お問合せする内容を入力してください。

④ 確認
お問合せ内容の確認画面へ遷移します。お問合せ内容が入力されていないと
次へ遷移する事ができません。画面下段の確認ボタンでも同様の操作ができ
ます。
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CHAPTER II    アプリの基本操作

12. 新規のお問合せ（お問合せ内容の確認）
新規のお問合せを行います。画面に従ってお問合せに必要な内容を入力していきます。

お問合せ内容の確認 ① これまでの入力内容
お問合せについての入力内容が表示されています。内容に間違いが無いかを
確認してください。内容を変更したい場合、この画面で直接修正することが
できます。

② お問合せを送信
表示した内容でお問合せを送信します。画面右上の送信ボタンでも同様の操
作ができます。

お問合せの送信が完了すると以下のメッセージが表示され、お問合せ
一覧へ遷移します。

お問合せの送信は電波状態のよい場所で行ってください。圏外ではエ
ラーとなり処理ができません。
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CHAPTER II    アプリの基本操作

13. お問合せの詳細を確認する
お問合せ一覧を選択するとそれぞれの詳細を確認できます。
詳細を表示するとお問合せ一覧の未読マーク（青色の丸印）が非表示となり既読扱いとなります。

お問合せ一覧 ① お問合せ
お問合せの一覧から選択すると、お問合せ詳細画面へ遷移し、詳細な内容を
確認できます。

お問合せ詳細

② 送信したお問合せ
アプリから送信したお問合せの内容が青い吹き出しで表示されます。

③ お問合せに対する自動返信
お問合せに対する自動返信が緑の吹き出しで表示されます。

お問合せの送信は電波状態のよい場所で行ってください。圏外ではエ
ラーとなり処理ができません。
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CHAPTER III    服薬管理の設定

1. 服薬設定（調剤の選択）
ホーム画面で服薬通知を受け取ったり残薬数を管理するための設定（服薬設定）を行います。
服薬開始日、服薬期間（投薬日数）、間隔、1 日の中（ライフサイクル）での服薬タイミング、服薬数量の設定を行います。

メニュー

服薬リマインダー設定

① 設定
メニューから「設定」を選択し、次に開いた画面から「服薬リマインダー設定」
を選択します。

② 一覧の切り替え
サーバーからダウンロードもしくは QR コードから読み込んだ調剤の一覧を
表示します。「未設定の調剤」を選択すると服薬設定が完了していない調剤を
表示します。「設定済みの調剤」を選択すると服薬設定済みの調剤を表示します。

③ 調剤の一覧
調剤の一覧が表示されます。服薬設定を行う調剤をタップして選択します。

（1）設定画面

次項へ続きます。→
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CHAPTER III    服薬管理の設定

2. 服薬設定（薬剤選択 / 服薬開始日の選択）
調剤を選択すると次にお薬の一覧が表示されます。一覧からお薬を選択して服薬開始日を設定します。
本日以外の日付を指定する場合には「日付を指定」を選択し服薬開始日選択画面へ移動します。

薬剤選択

服薬開始日設定

① お薬の一覧
前項で選択した調剤に含まれるお薬の一覧が表示されます。設定対象のお薬
タップして選択します。

② カレンダー
カレンダーから日付をタップして服薬開始日を選択します。カレンダーは上下
にスクロールさせることができます。選択した日付には赤丸が表示されます。

（1）服薬開始日の選択

次項へ続きます。→

「はい」を選択すると服薬開始日を本日
に設定します。本日以外の日付を選ぶ
場合は「日付を指定」を選択します。

「今日から服薬を開始しますか？」の選択で「はい」を選んだ場合、この
画面は表示されません。

頓服薬は服薬設定する必要がな
いため、灰色で表示されます。
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CHAPTER III    服薬管理の設定

3. 服薬設定（服薬タイミングの設定①）
服薬開始日、投薬日数、繰り返し、調剤単位、服薬タイミングを設定します。
初期表示されている内容から変更がなければそのまま「完了」で設定を終了することができます。
前回と同じお薬の服薬設定を行う場合、設定した内容を引き継ぐことも可能です。

服薬設定 ① 服薬設定
服薬開始日から薬剤単位の各項目を設定します。

（1）投薬日数

次項へ続きます。→

お薬を服用する日数（期間ではありま
せん）を設定します。

（2）繰り返し

お薬を服用する間隔を設定します。

（3）不定期服薬日設定

繰り返しで「不定期」を選択した場合、
さらに服薬日の設定を行います。カレ
ンダーの日付をタップして服薬日を指
定します。青丸が服薬日として指定さ
れた日付、赤丸が服薬開始日を表して
います。

（4）薬剤単位

お薬手帳などに表示するお薬の単位名
を設定します。

前回と同じお薬を設定する場合、下
記の選択肢の「はい」を選ぶことで、
設定内容を引継ぐ事ができます。
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CHAPTER III    服薬管理の設定

3. 服薬設定（服薬タイミングの設定②）
服薬開始日、投薬日数、繰り返し、調剤単位、服薬タイミングを設定します。
初期表示されている内容から変更がなければそのまま「完了」で設定を終了することができます。

服薬設定 ② 服薬タイミング
服薬するライフサイクルのタイミングと服薬量を設定します。ここで設定し
たタイミング（時刻）にホーム画面に服薬通知が行われます。

（1）服薬タイミング設定

次項へ続きます。→

各服薬タイミングをタップすると、そ
のタイミングで服薬する数量を設定で
きます。またライフサイクルの時刻を
変更することも可能です。

ライフサイクルの時刻を変更した場合、同じタイミングで服用する全
てのお薬の通知時刻が変更されます。
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CHAPTER III    服薬管理の設定

4. 服薬設定（服薬設定の完了）
服薬の設定を完了します。設定を完了したお薬は服薬管理の対象となり、服薬タイミングの通知や服薬達成率、
お薬のムダ金額の計算が行われるようになります。

服薬設定 ① 完了 / 服薬タイミングを追加
「完了」または「服薬タイミングを追加」で該当のお薬の服薬設定を完了します。
ここで設定を完了したお薬は服薬管理の対象となり、服薬の通知や服薬達成率、
お薬のムダ金額の計算が行われるようになります。

薬剤選択

② 設定済みマーク
服薬設定を完了すると薬剤選択画面へ戻ります。設定した薬剤には設定済み
のマークが表示されます。

設定済みの薬剤を選択すると設定済の内容を変更することができます。
飲み終わったお薬は変更できません。



30

第 3 章 服薬管理の設定
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5. 一包化の設定
一包化されたお薬の服薬管理を行う場合、最初にお薬の組み合わせを指定して一包化の設定を行います。
一包化の設定を行った後は、通常のお薬と同様に服薬設定を行うことができます。

薬剤選択
① 一包化設定をする
一包化されたお薬の服薬管理を行う場合、薬剤選択画面から「一包化設定を
する」を選択します。

（1）一包化設定

一包化設定画面が開き、お薬が一覧表
示されます。

お薬を飲み始めている場合、解除できない場合があります。

表示された一覧から、一包化したお薬
の組み合わせを選択し青く反転させま
す。その状態で「完了」をタップする
と一包化の設定を完了します。

② 一包化した薬品
一包化の設定を完了すると薬剤選択画面に一包化した薬品が追加されます。
一包化した薬品も通常の薬品と同じように服薬設定を行うことができます。

設定はお薬ごとか一包化のどちらかで行います。

③ 一包化の解除
一包化を解除するときに選択します。
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CHAPTER IV    服薬を管理する

1. ホーム画面
ホーム画面には服用タイミングが到来したお薬が表示されます。実際に服用したお薬をホーム画面で操作することによって
服薬の実績を記録することができます。服薬達成率や飲み忘れによるお薬代のムダを確認することができます。
ホーム画面はログインした後、最初に表示される画面です。またメニューから「ホーム」を選択して移動することもできます。
※服薬設定が完了していないお薬はホーム画面での表示対象にはなりません。

ホーム
① 利用者の選択
ホーム画面にお薬を表示する利用者を選択します。

（1）服薬の記録

お薬を服薬したらタップして表示を小
さくします。アプリに服薬済みとして
記録されます。再度タップすると元の
状態（服薬未済）に戻すことができます。

② 服薬達成率／ムダになったお薬代
服薬達成率は現在までに服薬すべき回数に対して実際に服薬した回数の割合
を表示します。ムダになったお薬代は飲み忘れたお薬代の総額です。

お薬代ムダ見表画面の金額は
リセットされません。

③ お薬代のリセット
ムダになったお薬代をリセットし
￥0 にします。

② 服用するお薬
服用タイミングが到来したお薬が表示されます。お薬が複数の場合はお薬の
数だけ表示がならびます。

お薬がホーム画面に表示され
るのは服薬タイミングに指定
した時刻から 1 時間です。1
時間を超えたお薬の服薬状況
は服薬状況画面で確認・訂正
することができます。

④ テーマカラー
ホーム画面の背景は利用者のテーマカラーで表示されます。

薬品名横の「 i 」マークをタッ
プするとお薬のしおりが検索
されます。詳細は「お薬のし
おりを表示する」のページを
参照してください。
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CHAPTER IV    服薬を管理する

2. 服薬タイミング / 服薬期間終了の通知
アプリを表示していない場合でも、服薬タイミングの到来やお薬の服薬期間の終了が近づいた場合には
スマートフォンの画面に通知が行われます。

服薬タイミング到来の通知 服薬期間終了の通知

Android の場合、通知センターへのバナー型式での表示となります。

※画面は iPhone のものです
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CHAPTER IV    服薬を管理する

3. 服薬予定を確認する
服薬設定を完了したお薬はカレンダーから服薬予定を確認することができます。
服薬予定を確認するためには、メニューから服薬カレンダーを選択します。

服薬カレンダー（月）
① 日付選択／服薬予定一覧
青丸が選択されている日付です。選択されている日付の服薬予定が画面下部
に一覧で表示されます。日付、または、一覧をダブルタップするとカレンダー
を日付単位の表示に切り替えます。カレンダーは上下にスクロールする事が
できます。

③ 日付選択／服薬予定一覧
青丸が選択されている日付です。選択されている日付の服薬予定が画面下部
に一覧で表示されます。左右のスクロールで日の表示を切り替えられます。

② 服薬予定
日付の下に表示されている丸はその日付に服薬予定があることを示します。
丸の色は服薬する利用者をテーマカラーで表現しています。丸が複数ある日
付は複数の利用者に服薬予定があることを示しています。

一覧に表示している丸も同様にテーマカラーでお薬を服用する利用者を表し
ています。

服薬カレンダー（日）

④ 利用者選択
アプリに複数の利用者が登録されている場合、一覧から予定を表示する利用
者をタップして切り替えます。

服薬カレンダー（日）画面の一覧に表示される予定は選択された利用者
のもののみとなります。アプリに複数の利用者が登録されている場合
はそれぞれの利用者ごとに服薬予定を確認してください。
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CHAPTER IV    服薬を管理する

4. お薬手帳を確認する / 服薬メモを追加する
調剤されたお薬の内容はお薬手帳画面で確認することができます。
またお薬の飲み合わせなどで気になることを服用メモとして文章や写真で追加することができます。
お薬手帳を開くためにはメニューから「お薬手帳」を選択します。

お薬手帳
① 利用者の選択
お薬手帳を表示する利用者を選択します。

④ 服薬メモを追加
お薬の飲み合わせなど気になることをメモとして追加することができます。

② お薬手帳
お薬の名称、写真、用法、注意事項などが表示されます。

表示されるお薬のイメージは実際のお薬と異なる場合があります。

③ 薬剤情報
「 i 」マークへをタップすると薬剤情報のページへ遷移し、お薬の詳細情報
が確認できます。

（1）服薬メモを追加

メモや写真をお薬手帳に添付できま
す。カメラを起動して写真を撮ったり、
撮影済みの写真から選択することもで
きます。

一つのお薬手帳に添付できるメモの数は 10 までです。また一つのメ
モに添付できる写真の数は 10 までです。
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CHAPTER IV    服薬を管理する

5. 服薬メモを編集・削除する
お薬手帳に添付した服薬メモの内容を編集したり、削除することができます。

お薬手帳 ① 服薬メモの編集
タップすると添付された服薬メモの編集画面が開きます。

（1）服薬メモの編集

メモの修正や写真の追加ができます。
「メモを削除」でメモ自体を削除するこ
とが可能です。

（2）写真の削除

添付済みの写真はタップすることで削
除できます。赤丸をタップすると削除
が行われます。赤丸をタップする前に

「キャンセル」をタップすれば削除を取
り消します。（赤丸で削除した後は取
り消せません）
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6. 服薬状況を確認・訂正する
過去の服薬状況を確認したり、訂正することができます。服薬状況を確認・訂正するためにはお薬手帳の画面から

「服薬状況」を選択します。なお未来の服薬状況を訂正することはできません。屯服薬は表示されません。
また、未来の服薬状況を訂正することはできません。

服薬状況 ① 利用者の選択
「服薬状況」を表示する利用者を選択します。

服薬状況の編集

② お薬手帳からの切り替え
「服薬状況」を選択すると、服薬状況の画面に切り替わります。

③ 服薬状況の詳細表示
タップすると各お薬の服薬状況の詳細画面へ移動します。

④ 飲み忘れ、残約数
飲み忘れ数と残約数を表示します。

⑤ 服薬状況
服薬タイミングごとの服薬状況をグラフで表示します。グラフは現在までに
服薬すべき回数に対して実際に服薬した回数の割合を示し、右に伸びるほど
服薬状況が良い（100% に近い）事を表します。服薬タイミングが 1 度も到
来していない場合 0% で表示されます。

服薬状況詳細

⑥ 編集
⑦の服薬状況を訂正する場合に使用します。編集をタップすると服薬状況の
訂正が可能になります。服薬タイミングごとにチェックをオン／オフし保存
で訂正した内容を反映します。

⑦ 服薬状況
服薬タイミングごとの服薬状況
を表示します。チェックがつい
ているものが実際に服薬したこ
とを示します。

⑧ 保存
服薬状況の訂正を保存します。

内滴、注射、外用、材料、また、一包化された薬品は飲み忘れ、残薬数を
設定された服薬タイミング（起床時、朝食前等）の回数をもとに表示します。
飲み忘れは現在までに服薬すべきであったが服薬されなかったタイミング
の回数、残薬数は服薬タイミングの総回数から服薬された回数を引いた数
を表示します。
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CHAPTER IV    服薬を管理する

7. 医師・薬剤師へレポートする（メール送信をする）
お薬手帳や服薬状況の画面をメールに添付して任意の宛先に送信することができます。
お薬手帳・服薬状況をメールに添付するためには、お薬手帳、または、服薬状況の画面で

「医師・薬剤師へレポートする」をタップします。

お薬手帳／服薬状況 調剤の選択 メール作成対象の選択

メールアプリの画面

1 

1    医師・薬剤師へレポートボタン
タップすると調剤の選択画面に切り替わります。

2    調剤選択
メールに添付したい調剤にチェックをつけます。お薬手帳と服薬状況はいず
れか片方にチェックを付ければ両方が添付対象となります。

3   選択完了
選択完了ボタンでメールの作成対象の選択画面を表示します。

4   メール作成対象の選択
メールに添付する内容を選択します。服薬状況をオンにすると選択したお薬
手帳・服薬状況が画像としてメールに添付されます。健診データ、既往歴を
同じメール内に添付する事もできます。

5   メールを送信する
メール送信ボタンでメールアプリが立ち上がります。宛先を設定してメール
の送信ができます。

2 

3 

4

5
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8. くすりのしおり®を表示する
くすりのしおり®を検索してお薬の情報を確認することができます。
くすりのしおり®を検索するためにはホーム画面またはお薬手帳に表示される青丸の「 ⓘ 」マークをタップします。
くすりのしおり®画面は通常のブラウザと同じように操作することができます。

ホーム くすりのしおり®お薬手帳

2    戻る、進む
表示したページの履歴を戻ったり、反
対に進んだりできます。

1    インフォメーションボタン
薬品名の横に表示されている「 i 」ボタンをタップすると、くすりのしおり®
を表示します。

1 

2 

3 

3   更新
表示中のページを更新します。

くすりのしおり® とは

薬剤名の右にある「インフォメーションボタン」を押すと、薬剤名に
「くすりのしおり」のキーワードを追加して、Google 検索を行います。
「くすりのしおり®」とは、くすりの適正使用協議会が運営する、
病院で処方される薬の情報です。

http://www.rad-ar.or.jp/siori/about/index.html
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CHAPTER IV    服薬を管理する

9. お薬代のムダを確認する
飲み忘れによってムダになったお薬代を確認することができます。金額は月別、年度別に切り替えて確認することができます。
ムダになったお薬代を確認するためにはメニューから「お薬代ムダ見表」を選択します。

お薬代ムダ見表（月） ① 利用者の選択
ムダ見表を確認する利用者を選択します。

② 月別／年度別切り替え
ムダになったお薬代の表示を月別、年度別に切り替えます。最大でそれぞれ
過去 5 カ月（5 年度）分の金額を確認することができます。

③ 今年度にムダになったお薬代
ムダになったお薬代の今年度（4 月〜翌年 3 月）の累計額を表示します。

④ 月別のムダになったお薬代
ムダになったお薬代を月別に表示します。最大で過去 5 カ月分までを表示し
ます。

お薬代ムダ見表（年）

⑤ これまでにムダになったお薬代
これまでムダになったお薬代の総額を表示します。

⑥ 年度別のムダになったお薬代
ムダになったお薬代を年度別に表示します。最大で過去 5 カ年度分までを表
示します。

ホーム画面でムダになったお薬代を「リセット」しても当画面に表示
する金額はリセットできません。
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CHAPTER IV    服薬を管理する

10. 服薬を停止する
服薬管理が不要となった調剤は服薬停止することで、服薬通知の対象から外れます。同時に服薬達成率の計算や飲み忘れによって
ムダになったお薬代の計算も行われなくなります。
一度服薬を停止した調剤の服薬管理（リマインダー機能）を再開することはできません。

メニュー

服薬リマインダー設定

① 設定
メニューから「設定」を選択し、次に開いた画面から「服薬リマインダー設定」
を選択します。

② 服薬中止
調剤の一覧が表示されます。服薬を中止する調剤の「服薬中止」をタップして
服薬を中止します。

（1）設定画面

「服薬リマインダー設定」を選択します。

確認に対して「はい」を選択すると実
行されます。

服薬を中止しても過去の服薬実績は削除されません。
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2. 健診データの項目

3. 健診データを確認する

4. 健診データを削除する

5. 医師・薬剤師へレポートする（メール送信をする）



43

第 5 章 健診データを管理する

CHAPTER V    健診データを管理する

1. 健康診断の結果（健診データ）を登録する
健康診断の結果（健診データ）を登録したり登録済みのデータを後から確認することができます。
健診データは最大で 5 つまで登録することができます。健診データを登録したり確認したりするためには、
メニューから「健診データ」を選択します。

健診データ画面

健診データの登録

① 登録の確認
登録が 1 件もない場合、新たに登録を行うかどうかの確認が表示されます。

③ 編集
健診データはグループごとに登録することができます。「編集」を押すと該当
のグループの編集が可能となります。

（1）新たな健診データを登録

「新たな健診データを登録」で最大 5
つまで健診データを登録できます。

健診データの各項目の入力は任意です。
必要な項目に入力を行います。

② 利用者の選択
健診データを登録する利用
者を選択します。

（2）健診データの編集

④ 完了
「完了」で健診データの登録
を完了します。
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CHAPTER V    健診データを管理する

2. 健診データの項目
健康診断の結果（健診データ）として下記の画面イメージにある健診日から尿酸値までの各項目を登録して管理することができます。
健診日を除くその他の項目の入力は任意です。

健診データの項目① 健診データの項目② 健診データの項目③
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CHAPTER V    健診データを管理する

3. 健診データを確認する
登録した健診データを確認する事ができます。メニューから「健診データ」を選択します。

健診データ画面

② 健診データの切り替え
健診データの表示を切り替えます。健診データは健診日順に表示されます。
左右のフリックまたは「>」ボタンで異なる健診日の健診データに切り替え
ることができます。

③ 現在表示している健診データ
登録されている健診データの数を○、現在表示している健診データの位置を
●で表します。

① 利用者の選択
健診データを表示する利用者を選択します。
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CHAPTER V    健診データを管理する

4. 健診データを削除する
不要となった健診データは削除することができます。メニューから「健診データ」を選択します。

健診データ画面 ① 健診日の編集
健診データの削除を行うためにはまず健診日の編集を押します。

（1）登録データを削除

「登録データを削除」で該当の健診デー
タを削除することができます。
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CHAPTER V    健診データを管理する

5. 医師・薬剤師へレポートする（メール送信をする）
登録した健診データをメールで医師や薬剤師へレポートすることができます。

健診データ画面 ① 医師・薬剤師へレポートする
タップするとメール作成対象の選択画面が表示されます。

メール作成対象選択
② メール作成対象の選択
健診データのほかに既往歴の情報をメールに追加する事ができます。

メール送信ボタンでメールアプリが立
ち上がります。宛先を設定してメール
の送信ができます。

服薬状況をレポートするためにはお薬手帳・服薬状況画面の「医師・
薬剤師へレポートする」ボタンをタップしてください。
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＝ 処方せんを FAX 送信する  ＝

1. 処方せんを撮影する

2.  写真の添付と削除

3. FAX の送信先を選択する

4. 直近の送信履歴から選択して送信する

5. お近くのアイセイ薬局から選択して送信する

6. FAX 番号を入力して送信する

7. FAX の送信結果を確認する
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CHAPTER VI    処方せんを FAX 送信する

1. 処方せんを撮影する
処方せんをカメラで撮影して薬局へ FAX することができます。
処方せんを FAX するためにはメニューから「処方せんの FAX 送信」を選択します。

次項へ続きます。→

処方せんの撮影

① 処方せんの撮影
メニューから「処方せんの FAX 送信」
を選択します。「処方せんを撮影」を選
択しカメラアプリを立ち上げます。
既に処方せんを撮影済みの場合は次頁
の④に進んでください。

アプリを確認 写真の撮影

② アプリケーションを選択
カメラアプリを選択します。

③ 写真の撮影
処方せんが画面いっぱいになるように
調整して写真を撮影します。（背景が画
面に入ると処方せんの文字情報が判別
しにくくなります）。
撮影が終了したら端末のバックボタン
でおくすり PASS の画面に戻ります。

次項へ続きます。→

お使いの機種により画面が異な
ることがあります。

お使いの機種により画面が異な
ることがあります。
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CHAPTER VI    処方せんを FAX 送信する

2. 写真の添付と削除

添付した写真の削除 ① 写真をタップ
添付した写真を削除するためには写真をタップすることで削除ボタンを表示し
ます。

③ キャンセル
写真の削除を取りやめます。ただし、削除後に「キャンセル」をしても画像を戻
すことはできません。

次項へ続きます。→

② 削除ボタン
写真右上の赤丸（削除ボタン）を押すと写真を削除することができます。

（1）削除の確認
「はい」を選択すると写真を削除
することができます。

④ カメラロールから選択
「カメラロールから画像を取得」を選択
し撮影した画像を選択します。

⑤ 写真の確認
撮影した写真を確認します。文字がき
れていたりピンボケしていないことを
確認してください。問題がなければ「保
存」をタップし次の画面へ。
撮り直す場合は「破棄」をタップして
前画面へ。

写真の選択 写真の確認 写真の添付

⑥ 写真の添付
撮影した写真が添付されています。処
方せんが複数ある場合は「処方せんを
撮影」をタップして①〜⑥を繰り返し
ます。「カメラロールから画像を選択」
を選ぶと既に撮影済みの写真を添付す
ることもできます。
すべて撮影／添付が終了したら「次へ」
をタップし次画面へ。

写真は最大で 10 枚まで添付でき
ます。
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CHAPTER VI    処方せんを FAX 送信する

3.FAX の送信先を選択する
処方せんの写真を全て添付したら「次へ」をタップし、FAX の送信先を選択します。

写真の添付 送信先を選択
1 

2 

1    写真の添付の完了
FAX したい処方せんの写真を全て添付
した後「次へ」をタップします。

2   FAX 送信先を選択
FAX の送信先を選択します。それぞれ
の選択方法については次項から説明し
ます。
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CHAPTER VI    処方せんを FAX 送信する

4. 直近の送信履歴から選択して送信する
送信履歴から宛て先を選択して FAX を送信することができます。
送信履歴から FAX を送るためには送信先の選択画面で「直近の送信履歴から選択」を選びます。

直近の送信履歴 送信履歴の詳細

1 
1    直近の送信履歴

表示された履歴から FAX を送信する
先を選択します。送信履歴は最大で過
去 10 件分まで表示されます。

2 2    FAX を送信
送信先の番号に間違いがないことを確
認したら「FAX を送信」をタップします。

ア プ リ か ら 送 信 し た 時 点 で は
FAX の受付のみが完了していま
す。実際に FAX が送信されたか
どうかは登録のアドレス宛てに
届くメールを確認してください。

FAX の送信は電波状態のよい場
所で行ってください。圏外では
エラーとなり送信ができません。

3    受取希望日時を選択
お薬の受取を希望する日時を選択して
ください。処方せんは発行日から 4 日
以内に必ず原本をお持ちください。
※処方せんに使用期間が別途明記され
ている場合は、その期間内にお持ちく
ださい。
※お受取希望店舗の営業日時内をご指
定ください。

3 

受取希望日時の選択 送信画面
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CHAPTER VI    処方せんを FAX 送信する

5. お近くのアイセイ薬局から選択して送信する
お近くにあるアイセイ薬局を検索して FAX を送信することができます。
お近くのアイセイ薬局へ FAX を送るためには送信先の選択画面で「お近くのアイセイ薬局から選択」を選びます。
※この機能を有効にするためには、端末の位置情報の取得を許可するよう設定してください。
位置情報の取得が有効にされていない場合（現在地の取得ができない場合）、東京駅周辺のアイセイ薬局の店舗が表示されます。

お近くのアイセイ薬局

店舗詳細

② お近くのアイセイ薬局
現在地から 5Km 以内にあるアイセイ薬局の店舗を表示します。一覧を選択
すると店舗詳細画面を表示します。

③ 受付中マーク
現在 FAX を受付中の店舗に表示されます。
受付中マークが表示されていない店舗（受付時間外）には FAX を送ること
ができません。

① 一覧表示の切り替え
一覧に表示する店舗を「全て」、「受付中のみ」、「時間外」のそれぞれに切り
替えます。

④ 電話番号
一覧または詳細画面の電話番号をタップすると、店舗へ電話をかけることが
できます。

⑤ 店舗の地図
店舗の位置がピンで表示されます。現在地が Android はオレンジのピンマー
クで表示されます。

アプリから送信した時点では FAX の受付のみが完了しています。実
際に FAX が送信されたかどうかは登録のアドレス宛てに届くメール
を確認してください。

FAX の送信は電波状態のよい場所で行ってください。圏外ではエラー
となり送信ができません。

⑥ FAX を送信
この店舗へ FAX を送信します。お薬の受取希望を選択する画面が表示され
ますので、日時設定をし送信してください。（P52 を参照ください）
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第 6 章 処方せんを FAX 送信する

CHAPTER VI    処方せんを FAX 送信する

6.FAX 番号を入力して送信する
FAX 番号を直接入力して FAX を送信できます。
FAX 番号を直接入力するためには送信先の選択画面で「FAX 番号を入力」を選びます。

FAX 番号を入力 ① FAX 番号を入力
送信先の FAX 番号を市外局番から入力します。ハイフンの入力は不要です。
以前に FAX を送信している場合は前回の番号が初期表示されます。

（1）送信先の確認

アプリから送信した時点では FAX の受付のみが完了しています。実
際に FAX が送信されたかどうかは登録のアドレス宛てに届くメール
にて確認してください。

FAX の送信は電波状態のよい場所で行ってください。圏外ではエラー
となり送信ができません。

② FAX を送信
送信先の番号に間違いがないことを確認したら「FAX を送信」で FAX を送
ります。お薬の受取希望を選択する画面が表示されますので、日時設定をし
送信してください。（P52 を参照ください）
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第 6 章 処方せんを FAX 送信する

CHAPTER VI    処方せんを FAX 送信する

7.FAX の送信結果を確認する
FAX の送信結果はメールにて通知されます。
ご登録のアドレス宛てに届くメールにて送信結果をご確認ください。

FAX が送信できた場合

FAX が送信できなかった場合

① FAX 送信成功時
FAX が送信できた場合、上記の文面のメールが配信されます。文中のリン
クから店舗の地図を表示することができます。

② FAX 送信失敗時
何らかの理由で FAX が送信できなかった場合、上記の文面のメールが配
信されます。このメールを受信した場合は再度おくすり PASS アプリより
FAX を送信してください。

FAX の送信失敗が繰り返される場合はサポート窓口へお問合せください。



第 7 章
＝ ライフサイクルの設定   ＝

1. ライフサイクルを変更する
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第 7 章 ライフサイクルを変更する

CHAPTER VII    ライフサイクルを変更する

1. ライフサイクルを変更する①
服薬通知の基準となるライフサイクルの時刻を変更できます。
ライフサイクルはアプリに登録された利用者別に設定することができます。
また休日の曜日を指定して平日とは別の時刻を設定することもできます。

メニュー ① 設定
メニューから「設定」を選択し、次に開いた画面から「ライフサイクル設定」
を選択します。

② 利用者の選択
ライフサイクルを変更する利用者を選択します。

③ 休日設定
休日の曜日を指定して平日とは別のライフサイクルを設定することができます。

（1）設定画面

「ライフサイクルを変更」を選択します。

休日の曜日にチェックをつけます。

（1）休日設定

休日を設定するとライフサイクルの設
定画面に平日と休日の切り替えボタン
が追加されます。

④ 管理者の設定と合わせる
登録された利用者のライフサイクルを管理者に合わせる場合に使用します。

次項へ続きます。→
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第 7 章 ライフサイクルを変更する

CHAPTER VII    ライフサイクルを変更する

1. ライフサイクルを変更する②
服薬通知の基準となるライフサイクルの時刻を変更できます。
ライフサイクルはアプリに登録された利用者別に設定することができます。
また休日の曜日を指定して平日とは別の時刻を設定することもできます。

メニュー ① 平日 / 休日の選択
休日の設定がある場合のみ表示されます。平日、休日どちらのライフサイク
ルを変更するかを選択します。

② ライフサイクル
各ライフサイクルをタップして時刻を変更することができます。

② アラームを追加
初めから登録されているものに加え、独自のライフサイクルのアラームを追
加することができます。

時刻を変更し「設定」で反映します。

「アラーム名称」と「アラーム時刻」
を入力して「完了」で追加します。

追加したアラームはスイッチによって
服薬管理画面に服薬タイミングとして
表示するかしないかを選択することが
できます。



第 8 章
＝ お知らせを確認する ＝

1. お知らせを確認する
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第 8 章 お知らせを確認する

CHAPTER VIII    お知らせを確認する

1. お知らせを確認する
アプリに登録された利用者向けにお知らせが配信される場合があります。
お知らせを確認するためには、メニューから「お知らせ」を選択します。

お知らせ一覧 お知らせ詳細

ユーザー設定で受け取るお知ら
せの種類を変更することができ
ます。
未読のお知らせはホーム画面で
も確認することができます。

メニュー

1    お知らせ
メニューから「お知らせ」を選択します。

1 

2 3 

4 

2  未読マーク
未読のお知らせに付くマークです。

3  宛先
どなたに配信されたお知らせかを表示
します。

4  お知らせ本文
タップすることでお知らせの詳細を表
示します。詳細を表示したお知らせは
既読として扱われます。



第 9 章
＝ 利用者の設定 ＝

1. アプリに利用者を追加する

2. アプリから利用者を削除する

3. 登録内容を確認・変更する／ 
　 パスワードを変更する／

4. 登録内容を変更する／退会する
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第 9 章 利用者の設定

CHAPTER IX    利用者の設定

1. アプリに利用者を追加する
アプリにログインしている利用者（管理者）を含めで 8 人までアプリに利用者を登録し服薬管理を行うことができます。
既に ID をお持ちの方を追加することも、新規に利用者登録して追加することも可能です。

追加する利用者が既に ID を持ってい
る場合は ID/ パスワード / 生年月日を
入力して「完了」します。

メニュー ① 設定
メニューから「設定」を選択し、次に開いた画面から「ユーザー設定」を選択
します。

② ID の有無の確認
登録する利用者が既に ID を持っているかどうかの確認が表示されます。

（1）設定画面

「ユーザー設定」を選択します。

（2）ユーザー設定

「利用者の追加」を選択します。

（1）本人確認
既に ID をお持ちの方を利用者
に追加すると服薬管理のデー
タが引き継がれます。また追
加された利用者が以前お使い
のスマートフォンからはアプ
リが利用できなくなります。

利用者の追加は電波状態のよ
い場所で行ってください。圏
外ではエラーとなり処理がで
きません。

ID をお持ちでない方を追加する場合は「いいえ」を選択し新規登録を行
います。新規登録の操作方法は第 1 章の新規登録を参照してください。
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第 9 章 利用者の設定

CHAPTER IX    利用者の設定

2. アプリから利用者を削除する
被管理者として登録した利用者をアプリから削除できます。既にサーバーに送信済みの設定や服薬実績の情報は削除されません。
アプリから削除された利用者はこれまでの情報を引き継いで別のスマートフォンからアプリの利用を開始することができます。
※サーバーに送信されていない情報は引き継ぐことができません。削除を行う前にメニューの「同期する」をタップし同期（送信）
処理を行ってください。（矢印の回転が停止しエラーが表示されなければ処理が終了しています）

確認に対して「はい」を選択すると削除
が実行されます。

メニュー
① 設定
メニューから「設定」を選択し、次に開いた画面から「ユーザー設定」を選択
します。

② 削除処理の完了
タップすると削除処理を終了します。

（1）設定画面

「ユーザー設定」を選択します。

（2）ユーザー設定

「編集」をタップします。

利用者の削除は電波状態のよい場所で行ってください。圏外ではエ
ラーとなり処理ができません。

管理者 ( アプリにログインしている利用者 ) を削除することはできま
せん。管理者の削除は「退会する」に該当しますので「4. 登録内容を
変更する／退会する」をご参照ください

③ 利用者の削除
削除する利用者の赤丸をタップして削除を実行します。
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第 9 章 利用者の設定

CHAPTER IX    利用者の設定

3. 登録内容を確認・変更する / パスワードを変更する
アプリに登録された利用者（ユーザー）の設定内容を確認したり、変更することができます。
またログインに使用するパスワードの変更ができます。
パスワードの変更を行った場合、自動ログインが無効となり自動的にログイン画面へ遷移します。

変更前の旧パスワードと変更後の新パ
スワードを入力します。

メニュー ① 設定
メニューから「設定」を選択し、次に開いた画面から「ユーザー設定」を選
択します。

② 編集
登録内容の編集や退会を行います。（詳細次項）

（1）設定画面

「ユーザー設定」を選択します。

（2）ユーザー設定

一覧から目的の利用者を選択します。

パスワードの変更は電波状態のよい場所で行ってください。圏外では
エラーとなり処理ができません。

③ 登録内容の表示
選択された利用者の登録内容が表示されます。

④ パスワードの変更
パスワードの変更を行います。



65

第 9 章 利用者の設定

CHAPTER IX    利用者の設定

4. 登録内容を変更する / 退会する
アプリに登録した内容を編集することができます。また退会処理もこの画面から行います。

設定内容の編集①

① 完了
設定内容の変更を反映します。

② 退会
該当の利用者についての退会処理を行いアプリの利用を停止します。退会す
ると登録された服薬実績などの情報がサーバーに送信済みのものも含め全て
削除され復元できなくなります。

確認に対して「はい」を選択すると退
会が実行されます。

管理者が退会するとアプリに登録されている全ての利用者の退会処理
が行われます。
設定の変更、退会処理は電波状態のよい場所で行ってください。圏外
ではエラーとなり処理ができません。

設定内容の編集② 設定内容の編集③



第 10 章
＝ アプリの設定 ＝

1. 自動ログインを設定する／バージョン・利用規約を確認する
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第 10 章 アプリの設定

CHAPTER X    アプリの設定

1. 自動ログインを設定する/バージョン・利用規約を確認する
アプリ設定画面では自動ログインの ON/OFF や、アプリバージョン・利用規約の確認を行うことができます。

メニュー ① 設定
メニューから「設定」を選択し、次に開いた画面から「アプリ設定」を選択します。

② アプリバージョン
お使いのアプリのバージョンを確認することができます。

（1）設定画面

「アプリ設定」を選択します。

③ 自動ログインの設定
自動ログインの ON/OFF を切り替えます。OFF にするとアプリ起動時に
ログイン画面が表示されパスワードの入力が必要になります。

④ 利用規約の表示
利用規約の内容を確認することができます。



第 11 章
＝ その他 ＝

1. おくすり PASS をアイセイ薬局以外の薬局で見せる時
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第 11 章 その他

CHAPTER Ⅺ    その他

1. おくすり PASS をアイセイ薬局以外の薬局で見せる時

おくすり PASS に保存されているお薬の情報を、「e 薬 LINK」という仕組みを活用することで、アイセイ薬局以外の薬局※にも共有
できます。お薬情報を共有することで、紙のお薬手帳と同じように「お薬が重複していないか」「飲み合わせに問題がないか」など
を薬剤師が確認し、より安全にお薬を使用することができます。
※お薬情報を共有できる薬局は、「e 薬 LINK」に対応している薬局に限ります。詳しくはご利用の各薬局までおたずねください。

メニュー

① メニューから「e 薬 Link」を選択

② ワンタイムコードを見せる
表示されたワンタイムパスコードを薬剤師に見せてください。店舗側の端末
でこのパスコードを照会することで、患者様の調剤情報を確認することがで
きます。

※アプリにログインしている利用者（管理者）のワンタイムコードの下に、
追加された利用者のワンタイムコードが順番に表示されます。

「e 薬 Link」とは？

「e 薬Link（イークスリンク）」は、（公社）日本薬剤師会が提供する、
異なる電子お薬手帳サービス間の情報を相互閲覧できるようにす
る仕組みです。このロゴマークの表示された製品・薬局は、電子お薬
手帳の相互閲覧サービスに対応しています。




