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ログイン 
IDとパスワードを入力してログインします。 
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登録端末での簡易ログイン 
管理者が端末を登録することで、登録された端末からはIDとパスワードの入力無しで簡易ロ

グインが可能になります。 
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メニュー 
PC版では左側に、スマホ版では右上のボタンを開くとメニューが表示されます。 
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ケア会議トップ 
ケア会議のトップページです。ケア会議を地域で検索する機能と、利用者全員への連絡メー

ル送信機能、管理者への問い合わせ機能があります。 
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ケア会議 地域検索 
ケア会議トップで地域を選択すると、ケア会議の地域検索ページに遷移します。 
選択した地域で、未解決の会議がある要援護者が一覧として表示され、要援護者を選択する

ことで会議情報に遷移することができます。また同一地域のタイムライン一覧への遷移が可

能です。 
名前、カナでの検索機能は右上の検索欄を利用することで可能です。 
日付での絞り込み機能日付は更新日の日付を選択することで可能です。 
ここに表示されるのは会議の地域であり、要援護者の居住地ではないことに注意が必要で

す。 
 

 

 
  

8 



ケア会議 地図で確認する 
ケア会議の地域検索から「地図で確認する」ボタンを押下すると、選択している地域の要援

護者の住所にピンが立っている地図のページが表示されます。 
ピンを選択することで、選択された要援護者のケア会議に遷移することが可能です。 
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ケア会議 要援護者名検索 
ケア会議を要援護者名で検索した結果のページです。検索条件に該当する要援護者が存在す

る場合、地域検索ページと同じく会議が一覧で表示され、該当する要援護者が存在しない場

合は下記のような表示になります。 
この画面からは要援護者の追加ページへ遷移することも可能です。 
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ケア会議 要援護者の追加 
要援護者を追加するためのページです。氏名や居住地域や生年月日のような常に必要な情報

(基本情報レベル1)と、住所や家族構成などの個人情報(基本情報レベル2)があります。 
レベル1は誰でもアクセスできる情報ですが、レベル2は特定の権限がないとアクセスする

ことが出来ません。 
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要援護者の居住地の設定 
要援護者の居住地は要援護者の追加、基本情報の編集時に設定することができます。基本情

報レベル2に含まれるので、基本情報レベル2が閲覧できる利用者のみが閲覧、編集するこ

とができます。 
 

 
 

住所から設定する 
住所1、住所2、住所3に要援護者の住んでいる住所を入力している状態で、地図の上に表示

されている「住所から選択」を押下することで、入力されている住所情報から分かる位置に

ピンが立ちます。 
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現在地から設定する 
「現在地から設定」を選択すると、操作している端末から大体の位置を特定し、そこにピン

が立ちます。 
 
 

地図で選択して設定する 
地図から任意の位置を選択することで、「ここをセットする」というボタンが表示されま

す。このボタンを押下することで、その位置にピンが立ちます。 
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要援護者を変えずにメニュー移動 
要援護者を選択している状態のメニューでは、要援護者の名前の部分がグレーのボタンにな

ります。このボタンを押すことで、その要援護者を選択した状態で別のメニューに遷移する

ことが可能です。 
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ケア会議 詳細 
ケア会議の詳細情報を見るためのページで、会議内容と要援護者の基本的な情報を見ること

ができます。 
未解決の会議がある場合、画面右上に地域名が表示されます。複数地域で未解決の場合は、

複数表示されます。 
この画面では会議を解決にすることや、管理者は削除することもできます。 
また編集ページへの遷移や、過去の会議を閲覧することもできます。 
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ケア会議 追加・変更 
ケア会議の内容を更新するためのページです。全ての更新は履歴として残ります。 
更新中の要援護者のタイムラインをその場で開き閲覧することができます。 
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ケア会議 地域検索 タイムライン 
ケア会議の地域検索画面から遷移でき、検索中の地域のタイムラインを閲覧することが出来

ます。表示される要援護者はその地域に居住している要援護者とそれまでにその地域で会議

が開催された要援護者のうち、直近30日以内に更新のあった要援護者です。 
表示される要援護者を選択することで、その要援護者のタイムライン(コメントの一覧)ペー

ジに遷移することができます。 

ケア会議 追加・変更のタイムライン 
ケア会議の更新ページからタイムラインを開き、コメントを追加することが出来ます。機能

は全てタイムラインと一致していますが、ここのタイムラインからは他の検索ページへの遷

移はできず、必ず更新ページに戻ります。 
 

ケア会議 履歴 
ケア会議詳細ページで新旧を順番にみていくには時間がかかる場合があります、そういう場

合のためにケア会議の履歴ページがあります。要援護者のケア会議の更新履歴を辿ることが

出来ます。 
 

全員への共有 
同一システム内の全員へメールを送信する機能です。特定の要援護者についてではなく、全

員に共有したいことがある場合に利用します。 
 

管理者への連絡 
システムの管理者へメールを送信する機能です。 
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タイムライン トップ 
 
タイムラインのトップページです。地域での検索が出来るのと同時に、直近30日以内にコ

メントが追加された要援護者の一覧が表示されます。要援護者を選択することで、選択した

要援護者に関するコメントだけの一覧が表示されます。 
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タイムライン 地域検索 
ケア会議の地域検索と同じく、タイムラインも地域検索が可能です。表示される要援護者は

ケア会議のタイムラインと同じく、その地域に居住している要援護者とそれまでにその地域

で会議が開催された要援護者のうち、直近30日以内に更新のあった要援護者です。 
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タイムライン コメント一覧 
要援護者に対するコメントの一覧です。これまでのコメントをすべて見ることができ、新た

にコメントを追加することもできます。追加する際には、通知相手を地域単位で指定するこ

ともできます。またコメントの追加と同時に要援護者の情報を更新することもできます。 
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閲覧履歴 
要援護者の基本情報を閲覧した履歴です。一度閲覧した要援護者を再び閲覧するために使う

機能です。 
要援護者の基本情報以外に、ケア会議やタイムラインへの遷移も可能です。 
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口腔ケアアセスメント 
要援護者の口腔状態を管理・共有するための機能です。介護士やヘルパーやケアマネジャー

のように要援護者に関わる方が評価を入力し、歯科医師などの有識者が追加の評価をするた

めに利用します。 
要援護者の基本情報以外に口腔ケアに必要な基本情報の管理ページ、評価履歴の閲覧ペー

ジ、評価のページへ遷移できます。 
またアセスメント結果はタイムラインに表示されるため、その閲覧のためにタイムラインへ

の遷移も可能となっています。 
実施者の一覧には最近口腔ケアアセスメントの評価を実施した要援護者30名が並び、地域

検索で評価対象の要援護者としてあがるのは、未解決の会議がある要援護者のみです。 
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口腔ケアアセスメント 基本情報 
要援護者の基本情報以外に、口腔ケアアセスメントで利用する基本情報を管理します。 
身長や体重、握力なども対象のデータとなっています。 
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口腔ケアアセスメント 履歴 
評価の履歴を閲覧するページです。評価結果は集計された形で表示され、その結果のグラフ

も表示されます。 
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口腔ケアアセスメント 評価入力 
口腔ケアアセスメントの評価を追加します。基本的に図解付きの選択形式で進んでいくの

で、歯科の知識がない方やシステムに詳しくない方でも評価できるようになっています。 
 

 

 
  

25 



口腔ケアアセスメント タイムライン 
口腔ケアアセスメントの評価を入力した場合、タイムラインへの登録が可能です。入力され

た評価を確認するためにも、口腔ケアアセスメント用のタイムラインを用意しています。 
表示される内容は普通のタイムラインですが、口腔ケアアセスメントのページにすぐに戻れ

るようになっています。 
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口腔モニタリング トップ 
口腔モニタリングの対象になっている要援護者が表示されます。 
要援護者を選択し、基本情報を変更するページに遷移したり、モニタリング履歴の閲覧ペー

ジに遷移することができます。 
 

口腔モニタリング 基本情報 
基本情報は口腔ケアアセスメントと同様の内容です。データも口腔ケアアセスメントと共有

されています。詳しくは「口腔ケアアセスメント 基本情報」を参照してください。 

口腔モニタリング 履歴 
対象となった要援護者の入力を日別に閲覧することが出来ます。 
また食前後の画像から水分量かカロリーなどを算出し、それを対象の要援護者に返す機能も

あります。 
その際には、管理栄養士・歯科衛生士の立場からコメントを送ることもでき、要援護者に食

についての認識や改善を促すこともできます。 
 
  

27 



AWA-i コンサル 
AWA-i コンサルタントはタイムラインで頻繁に情報交換している項目”に着目し、これを

「コンテンツ」というカテゴリで「定型フォーム」入力しようとするものです。 
それらを入力するため、メニューからAWA-iコンサルを選択します。 

 
※ スマホ版は別途スマホ用マニュアルをご覧ください。 
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AWA-i コンサル トップ 
トップ画面では要援護者の検索を行います。 
地域を選択することで、その地域に居住している要援護者が一覧で表示され、ケア会議の

チェックボックスにチェックを入れていただくことで、ケア会議対象の要援護者のみに絞り

込みができます。 
表示された要援護者を選択することで、タイムラインページやテンプレート選択ページへ遷

移することが可能です。 
 

 
 

 

29 



AWA-i コンサル タイムライン 
ケア会議のタイムラインと基本的な操作は一致していますので、本項では割愛させていただ

きます。 
 

AWA-i コンサル テンプレート選択 
AWA-iコンサルトップページで要援護者のテンプレートを選択すると、その要援護者のテン

プレート選択ページに遷移します。 
テンプレート選択ページでは入力したいテンプレートを選択します。 
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AWA-i コンサル テンプレート入力 
テンプレート選択ページでテンプレートを選択すると、テンプレート入力ページに遷移しま

す。 
各項目に沿った入力を行ってください。 
 

 
 
入力が終わると登録ボタンを押下してください。 
その際に、関係各位にメールで通知を行いたい場合、通知メール送信のチェックボックスに

チェックを入れて下さい。 
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災害時用トップ 
災害時用に使われるメニューとして、要援護者を名前だけで検索したり、要援護者の状態で

検索するための機能です。 
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災害時用 名前・状態検索 
検索内容に一致する要援護者の一覧が表示されます。このページからは基本情報のほかに、

ケア会議、タイムラインのページに遷移することが可能です。また要援護者の追加ページへ

の遷移も可能です。 
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災害時用 要援護者の追加 
災害時用から検索を行なうと、一覧ページに要援護者追加のボタンが表示されます。そのボ

タンを押下することで要援護者追加のページに遷移できます。 
要援護者追加のページはケア会議から遷移する要援護者追加と同じ機能なので、そちらを参

照ください。 
 

ユーザーメニュー トップ 
ユーザーが自身の情報を変更するためのメニューです。 
 

ユーザーメニュー ユーザー情報変更 
ユーザーのメールアドレスやログインIDとパスワード等、自身の設定を変更するための機能

です。タイムラインに表示されるアイコンもここで変更することが可能です。 
 

ユーザーメニュー 閲覧履歴変更 
閲覧履歴メニューに表示される要援護者を変更できます。誤って閲覧した要援護者が閲覧履

歴に出続け、本来確認したい要援護者が埋もれてしまうことの対策のために利用します。 
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管理者メニュー トップ 
管理者のみが閲覧できるメニューで、システムの設定やユーザーの管理、地域や職業の管理

が可能です。 
 

管理者メニュー ユーザー管理 
システムを利用するユーザの追加や削除、また権限の変更が可能です。 
管理のために検索機能や、CSVでの出力と印刷用ページの表示もあります。 
 
ユーザーには下記の権限があります。 

● 管理者権限 
管理者メニューが使える権限です。またケア会議やコメントを削除することもでき

ます。 
● 災害権限 

災害用メニューが使える権限です。この権限がなければ居住地域や状態での検索が

できません。 
● 要援護者基本情報権限(レベル1, レベル2) 

レベル1では要援護者の名前や要介護度等は閲覧できますが、住所などの個人情報の

閲覧ができません。レベル2では住所などの個人情報も閲覧できます。 
● 地域権限(全域, 一部地域) 

閲覧できる要援護者を居住地域で制限する機能です。 
ユーザーは権限のある地域の要援護者やケア会議しか見れず、権限外に地域の情報

は閲覧することができません。 
● 要援護者閲覧制限 

閲覧できる要援護者を制限する機能です。閲覧できる要援護者を個別に設定するこ

とができます。 
● アカウント利用可否 

利用不可になれば利用者はそのアカウントでログインすることができません。 
 

管理者メニュー 地域管理 
地域の追加や削除、地域名の変更ができる機能です。 
 

管理者メニュー 職業管理 
利用する職業を追加や削除、名前の変更ができる機能です。 
 
複数の職業で一つのグループとしてまとめて管理することができます。 
例: 管理者と事務を運営者というグループ職業に登録する 等 
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管理者メニュー 状態管理 
状態の追加や削除、名前の変更ができる機能です。 
状態は要援護者の状態のことで、「独居」や「高齢夫婦世帯」などの居住状況や、「身体障

碍」などの留意すべき点などを状態として追加し、要援護者に登録しておくことで管理する

ことができます。 
 

管理者メニュー IP管理 
登録されているIPアドレスからのアクセスの場合に、要援護者名を伏せずにそのまま表示す

るという機能です。 
要援護者名の名前を伏せる機能は那賀町の依頼により無効になっています。 
 

管理者メニュー 端末管理 
ここで登録されている端末からであれば、ログイン時のIDとパスワードの入力をスキップさ

せることができます。 
またアプリの利用登録に使い、登録されている端末であれば要援護者名を伏せずにそのまま

表示するという機能もあります。 
要援護者名の名前を伏せる機能は那賀町の依頼により無効になっています。 
 

管理者メニュー 端末管理 登録 
端末の登録には、どのユーザーに対して、どういった端末を登録するのかを管理者が管理し

ます。 
登録が完了すると、端末の有効化のURLと二次元コードが発行されますので、それを端末で

読み取って有効化を行ないます。 
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管理者メニュー 端末管理 有効化 
有効化したい端末で、端末管理で新たに端末を追加すると発行されるURLへアクセスする

か、二次元コードを読み取ることで有効化ページに遷移することができます。 
有効化されると、管理メニューで該当の端末の登録状況が登録済みに変わります。 
一度有効化した端末情報で再度有効化を行なうことはできないので、端末が変わったり何ら

かの理由でアクセスできなくなった場合は、再度端末管理を行なう必要があります。 
90日間みまもるくんへアクセスがなかった場合、端末側の設定が外れることがあります。 
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管理者メニュー 要援護者統合 
誤って既に登録されている要援護者を登録してしまった場合に、それぞれの要援護者データ

を統合するための機能です。 
統合時にはケア会議の内容や、タイムライン、口腔アセスメントのデータも統合されます。 
 
誤った要援護者を統合した場合、元の状態に戻すのは難しいので、十分注意したうえでご利

用ください。 
 

管理者メニュー システム管理 
管理者のメールアドレスを設定することができます。 
ケア会議メニューにある「管理者に問い合わせる」機能からの問い合わせは、ここで登録さ

れている管理者のメールアドレスに送信されます。 
 

管理者メニュー 要援護者登録同意有無 
システムへの登録同意があるかを調べるための機能です。 
那賀町からの要望により他の検索機能はこのページにつけられないため、類似する検索機能

を追加する場合でも、新たにメニューを追加する必要があります。 
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管理者メニュー 集計 
利用者、要援護者、ケア会議、タイムラインのコメントを集計する機能と、それに付随する

集計対象から外したい要援護者を指定する機能がまとめられたメニューです。 
 

管理者メニュー 集計 集計除外要援護者管理 
集計の対象から除外する要援護者を管理するための機能です。この機能で登録された要援護

者は、集計から除外することが可能になります。 

 
 
追加時は除外したい要援護者を検索し、検索結果として表示されるプルダウンから選択して

登録することで追加することができます。 

 
  

39 



管理メニュー 集計 利用者集計 
利用者の集計のための機能です。 
検索条件として、登録された日時で検索することができます。 
出力はすべての利用者の情報を一覧で出力する「一覧」と、職業で集計した結果を出力する

「集計」があります。 
 
項目詳細 
利用者ID：利用者のIDで、ユニークな値 
登録日時：利用者がシステムに登録された日時 
地域：利用者の地域 ※閲覧できる地域等とは無関係 
職業：利用者の職業 
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管理メニュー 集計 要援護者集計 
要援護者の集計のための機能です。 
検索条件として、登録された日時、除外要援護者を含めるかどうか、会議が解決しているか

どうかで検索することができます。 
出力はすべての要援護者の情報を一覧で出力する「一覧」があります。 
 
項目詳細 
要援護者ID：要援護者のIDで、ユニークな値 
要介護度：要援護者の要介護度 
ねたきり度：要援護者のねたきり度 
認知症度：要援護者の認知症度 
居住地域：要援護者の居住している地域 
年齢：要援護者の年齢。集計日時点で何歳かというものではなく、その年に何歳になるか

(なったか)が表示されている 
死亡フラグ：死亡しているかどうか。1が死亡 
登録日時：要援護者がシステムに登録された日時 
更新日時：要援護者が最後に更新された日時 
最新会議登録日時：要援護者に関わるケア会議のうち最新のケア会議が登録された日時 
最新コメント登録日時：要援護者に関わるタイムラインのコメントのうち最新のコメントが

登録された日時 
解決(最新の会議)：要援護者に関わる最新の会議が解決しているかどうか。1なら解決 
会議開催地域数：要援護者がこれまでケア会議で取り上げられたことのある地域の数 
開催地域(カンマ区切り)：要援護者がこれまでケア会議で取り上げられたことのある地域の

一覧 
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管理メニュー 集計 ケア会議集計 
ケア会議の集計のための機能です。 
検索条件として、登録された日時、除外要援護者を含めるかどうか、会議が解決しているか

どうかで検索することができます。 
出力はすべてのケア会議の情報を一覧で出力する「一覧」と、地域で集計した結果を出力す

る「集計」があります。 
 
項目詳細 
要援護者ID：ケア会議の対象となっている要援護者のIDで、ユニークな値 
登録日時：ケア会議がシステムに登録された日時 
解決：ケア会議が解決しているかどうか。1なら解決 
開催地域：会議が開催された地域 
利用者ID：会議の情報を追加・更新した利用者のID 
利用者職業：会議の情報を追加・更新した利用者の職業 
要援護者居住地：ケア会議の対象となっている要援護者の居住している地域 
当面の問題：ケア会議の内容(当面の問題) 
希望：ケア会議の内容(希望) 
課題分析：ケア会議の内容(課題分析) 
当面の計画：ケア会議の内容(当面の計画) 
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管理メニュー 集計 コメント集計 
タイムラインのコメントの集計のための機能です。 
検索条件として、登録された日時、除外要援護者を含めるかどうかで検索することができま

す。 
出力はすべてのコメントの情報を一覧で出力する「一覧」と、地域で集計した結果を出力す

る「集計」があります。 
 
項目詳細 
要援護者ID：ケア会議の対象となっている要援護者のIDで、ユニークな値 
利用者ID：コメントの情報を追加・更新した利用者のID 
登録日時：コメントがシステムに登録された日時 
内容：コメントの内容 
利用者職業：コメントの情報を追加・更新した利用者の職業 
要援護者居住地：コメントの対象となっている要援護者の居住している地域 
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