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１． はじめに

１．１． 日時入力について

※日時の入力領域で直接入力することも可能です。

例１：

例２：

１．２． 日付入力について

１．３． 各画面の項目について

・ 各画面の項目については用語集を参照してください。

１．４． 各画面のコメント入力について

・

2012年7月24日、0時0分の時

各登録画面にはコメントがついています。コメントについては400字以内で入力が可能となっています。

入力ダイアログの日付、時刻を利用せずに入力領域に戻ります。

入力ダイアログの日付、時刻を入力領域の日時に登録します。

日時の入力領域をクリックする

日時の入力領域から移動する

日時の入力領域から移動する

日付の入力領域をクリックする

入力ダイアログの日付を利用せずに入力領域に戻ります。

入力ダイアログの日付を入力領域の日時に登録します。
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２． マイデータ登録

２．１． 血糖値・注入量

２．１．１． 血糖値・注入量登録

● 「糖尿病の方」で、会員情報設定でインスリンを「使用していない」を選択している方

● 「糖尿病の方」で、会員情報設定でインスリンを「使用している(注射)」を選択している方

入力した内容を登録します。
※照会画面から移動してきた場合は、更新します。

表示した内容を削除します。
※照会画面から移動してきた場合のみ

入力した内容を登録します。
※照会画面から移動してきた場合は、更新します。

表示した内容を削除します。
※照会画面から移動してきた場合のみ
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●

２．１．２． 血糖値・注入量照会

「糖尿病の方」で、会員情報設定でインスリンを「使用している(ポンプ)」を選択している方

入力した内容を登録します。
※照会画面から移動してきた場合は、更新します。

表示した内容を削除します。
※照会画面から移動してきた場合のみ

指定した日付の情報を一覧表示します。

選択した明細を表示した登録画面へ移動します。

登録画面へ移動します。

現在表示している日付の前日/翌日の内容を表示します。
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２．２． 基礎インスリン量

※ 会員情報設定で”インスリンを使用している（ポンプ）”を選択している方のみ

２．２．１． 基礎インスリン量登録

※ 開始の入力について

例１：

例２：

午前5時の時

入力した内容を登録します。
※照会画面から移動してきた場合は、更新します。

登録した設定の中で最新情報を表示します。

登録行が足りなくなった場合、最下行に行を追加します。

表示した内容を削除します。
※照会画面から移動してきた場合のみ
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２．２．２． 基礎インスリン量照会

２．３． 摂取量上限・目標設定

２．３．１． 摂取量上限・目標設定登録

２．３．２． 摂取量上限・目標設定照会

登録画面へ移動します。

選択した明細を表示した登録画面へ移動します。

表示した内容を削除します。
※照会画面から移動してきた場合のみ

入力した内容を登録します。
※照会画面から移動してきた場合は、更新します。

登録画面へ移動します。

選択した明細を表示した登録画面へ移動します。
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２．４． 食事

２．４．１． 食事登録の流れ

食事内容をすべて入力するまで３．と４．を繰り返す

２．４．２． 食事登録

１．日時を入力する

２．食事区分を選択する

３．食事内容を入力する方法を選択する ５．食事内容を登録する
　　(食事登録にある「登録」ボタンを押す)

4．食事内容を入力する
　　(各食事内容を選択した後で、
　　　食品名(メニュー名)、摂取量を
　　　入力する画面で「登録」ボタンを押す)

(A) (B) (C) (D) (E)

食事を登録します。
※照会画面から移動してきた場合は、更新します。

食事登録した内容を削除します。
※照会画面から移動してきた場合のみ

選択した食品(メニュー)の修正を行います。
選択した明細を表示した登録画面へ移動します。
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(A) マイメニューから食事登録を行う

(A-1)

(A-2)

マイメニューから食品(メニュー)を検索する

マイメニューから食品(メニュー)を食事内容に追加する

食事登録画面に戻ります。（４．２．２．へ）

マイメニューから指定した食品名(メニュー名)が含まれる情報を
絞り込んで、一覧表示します。

選択したマイメニューから食事内容を追加する画面に移動します。
（Ａ－２へ）

食事登録画面に戻ります。（２．４．２．へ）

マイメニューから指定した食品名(メニュー名)が含まれる情報を
絞り込んで、一覧表示します。

マイメニューの内容をもとに入力した量(変更)、摂取割合で
食事内容に追加し、食事内容を登録する画面に戻ります。
（２．４．２．へ）

マイメニューの選択画面に戻ります。
（Ａ－１へ）
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(B) 外食・市販食品から食事登録を行う

(B-1)

(B-2)

外食・市販食品の食品(メニュー)を検索する

外食・市販食品から食品(メニュー)を食事内容に追加する

食事登録画面に戻ります。（２．４．２．へ）

指定したお店の食品名(メニュー名)を一覧表示します。
食品名(メニュー名)に入力があれば、その文字が含まれる
メニューを一覧表示します。

選択した外食・市販食品の食品(メニュー)から食事内容を追加する画面
に移動します。
（Ｂ－２へ）

外食・市販食品の内容をもとに、摂取割合で食事内容
に追加し、食事内容を登録する画面に戻ります。
（２．４．２．へ）

外食・市販食品の選択画面に戻ります。
（Ｂ－１へ）
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(C) 履歴から食事登録を行う

(C-1)

※ 履歴は次のように表示されます。

日時 食事区分 ←

日時 食事区分

日時 食事区分 ←

(C-2)

履歴から食品(メニュー)を検索する

日時、食事区分毎に個別の食品(メニュー)を表示

食品名(メニュー名)

食品名(メニュー名)
日時、食事区分毎のすべての食品(メニュー)の

(xx品) 食品(メニュー)数を表示

履歴から食品(メニュー)を食事内容に追加する

食事登録画面に戻ります。（２．４．２．へ）

履歴を一覧表示します。
食品名(メニュー名)に入力があれば、その文字が含まれる
メニューを一覧表示します。

選択した外食・市販食品の食品(メニュー)から食事内容を追加する画面
に移動します。
（Ｃ－２へ）

履歴の内容をもとに入力した量(変更)、摂取割合で食事内
容に追加し、食事内容を登録する画面に戻ります。
（２．４．２．へ）

履歴の選択画面に戻ります。
（Ｃ－１へ）

～
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(D) 食品成分表から食事登録を行う

(D-1) 食品(メニュー)の確定を行う

食品成分表の内容をもとに入力した量、摂取割合で食事
内容に追加し、食事内容を登録する画面に戻ります。
（２．４．２．へ）

食事登録画面に戻ります。
（２．４．２．へ）

食事登録で登録した食品(メニュー)を削除し、
食事登録の画面に戻ります。
（２．４．２．へ）
※食事登録画面から番号を選択して移動して
きた場合のみ

選択した番号の食材(成分)の量の変更、削除を
行う画面に移動します。
（Ｄ－３へ）

食品成分表から食材(成分)の選択画面に移動します。
（Ｄ－２へ）

マイメニューへ登録します。
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(D-2)

●

●

食材(成分)を選択する

食材名(成分名)で検索に探したい食材名を入力する

食材名(成分名)を分類から検索する

食品(メニュー)を確定する画面に戻ります。
（Ｄ－１へ）

選択した食材(メニュー)を入力した使用量で成分値を計算し、食品(メニュー)
に追加して、食品(メニュー)を確定する画面に戻ります。（Ｄ－１へ）

食品(メニュー)に登録する食材(成分)を選択します。

選択した食材(メニュー)を入力した使用量で成分値を計算し、食品(メニュー)
に追加して、食品(メニュー)を確定する画面に戻ります。（Ｄ－１へ）

食品(メニュー)に登録する食材(成分)を選択します。

食品(メニュー)を確定する画面に戻ります。
（Ｄ－１へ）

食品成分表から指定した内容が含まれる食材(成分)を
一覧表示します。

食品成分表から指定した分類の食材(成分)を一覧表示
します。
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(D-3)

(E) 直接入力で食事登録を行う

追加した食材(成分)の量を変更する

食品(メニュー)を確定する画面に戻ります。（Ｄ－１へ）

食材(成分)を食品(メニュー)から削除し、食品(メニュー)
を確定する画面に戻ります。（Ｄ－１へ）

入力した使用量で成分値を計算し、食品(メニュー)の成分値を変更して、食
品(メニュー)を確定する画面に戻ります。（Ｄ－１へ）

入力した成分値で食事内容に追加し、食事内容を登録する画面に戻ります。
（２．４．２．へ）

食事登録で登録した食品(メニュー)を削除し、食事登録
の画面に戻ります。
（２．４．２．へ）
※食事登録画面から番号を選択して移動してきた場合
のみ

マイメニューへ登録します。
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２．４．３． 食事照会

指定した日付の情報を一覧表示します。

登録画面へ移動します。

選択した明細を表示した登録画面へ移動します。

現在表示している日付の前日/翌日の内容を表示します。
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２．４．４． 内容量について

基準量が入っている場合、内容量を入力すると、その比率によって摂取量を自動的に計算します。

例：食品成分表から食事登録する場合

基準量に対して、入力された内容量をもとに、摂取量の再計
算を行う

入力した内容量で登録される

入力した内容量で各食材(成分)の量が按分され、摂取量が
計算される
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例：直接入力で食事登録する場合

※

（使用例）

・

・ 内容量には食べた個数を入力する

・

・

基準量は単位を持っていませんので、入力する食品(メニュー)によって使い分けてください。

箱入りのお菓子で、1個当たりの成分が記載されている場合、

量は1.0として、箱に記載されている成分値を入力する

袋入りのお菓子で、36g当たりの成分が記載されている場合

量は36.0として、袋に記載されている成分値を入力する

内容量には食べた量(g)を入力する

基準量に対して、入力された内容量をもとに、摂取量の再計
算を行う
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２．５． 行動・出来事

２．５．１． 行動・出来事登録

２．５．２． 行動・出来事照会

入力した内容を登録します。
※照会画面から移動してきた場合は、更新します。

表示した内容を削除します。
※照会画面から移動してきた場合のみ

指定した日付の情報を一覧表示します。

登録画面へ移動します。

選択した明細を表示した登録画面へ移動します。

現在表示している日付の前日/翌日の内容を表示します。
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２．６． ケトン体

２．６．１． ケトン体登録

２．６．２． ケトン体照会

指定した日付の情報を一覧表示します。

現在表示している日付の前日/翌日の内容を表示します。

登録画面へ移動します。

表示した内容を削除します。
※照会画面から移動してきた場合のみ

入力した内容を登録します。
※照会画面から移動してきた場合は、更新します

選択した明細を表示した登録画面へ移動します。
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２．７． 体重・体温・血圧等

２．７．１． 体重・体温・血圧等登録

２．７．２． 体重・体温・血圧等照会

入力した内容を登録します。
※照会画面から移動してきた場合は、更新します

表示した内容を削除します。
※照会画面から移動してきた場合のみ

指定した日付の情報を一覧表示します。

現在表示している日付の前日/翌日の内容を表示します。

登録画面へ移動します。

選択した明細を表示した登録画面へ移動します。
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２．８． 排泄回数

２．８．１． 排泄回数登録

２．８．２． 排泄回数照会

入力した内容を登録します。
※照会画面から移動してきた場合は、更新します

表示した内容を削除します。
※照会画面から移動してきた場合のみ

指定した月の情報を一覧表示します。

登録画面へ移動します。

選択した明細を表示した登録画面へ移動します。

現在表示している月の前月/翌月の内容を表示します。
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２．９． 健康診断

２．９．１． 健康診断登録

２．９．２． 健康診断照会

入力する検査項目を表示します。

入力する検査項目を
非表示にします。

表示した内容を削除します。
※照会画面から移動してきた場合のみ

入力した内容を登録します。
※照会画面から移動してきた場合は、更新します

指定した月の情報を一覧表示します。
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３． マイデータチェック

３．１．１．

● 「一般の方」

●

●

例えば、「食塩相当量」のチェックボックスのチェックを外して、印刷画面を選択すると食塩相当量は

表示されません。

なお、チェックボックスの状態は前回印刷画面を選択した時の内容で表示されます。

1日の記録(A表)

「糖尿病の方」で、会員情報設定でインスリンを「使用していない」、「使用している(注射)」を選択している方 

「糖尿病の方」で、会員情報設定でインスリンを「使用している(ポンプ)」を選択している方 

(注) 一覧にチェックボックスのある項目は、印刷画面での表示/非表示を切り替えることができます。

印刷用の画面（メニュー、バナーの無い画面）へ移動します。

現在表示している日付の前日/翌日の内容を表示します。

指定した日付の情報を一覧表示します。

印刷用の画面（メニュー、バナーの無い画面）へ移動します。

現在表示している日付の前日/翌日の内容を表示します。

指定した日付の情報を一覧表示します。
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● 「一般の方」

「表示」ボタンを押した時、表示される内容

「印刷画面」ボタンを押した時、表示される内容
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● 「糖尿病の方」で、会員情報設定でインスリンを「使用していない」を選択している方

「表示」ボタンを押した時、表示される内容

「印刷画面」ボタンを押した時、表示される内容

※カーボカウントを使用している方は、一覧にカーボ量が表示されます
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●

「表示」ボタンを押した時、表示される内容

「印刷画面」ボタンを押した時、表示される内容

※カーボカウントを使用していない方には、一覧にカーボ量が表示されません

「糖尿病の方」で、会員情報設定でインスリンを「使用している(注射)」を選択している方
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●

「表示」ボタンを押した時、表示される内容

「糖尿病の方」で、会員情報設定でインスリンを「使用している(ポンプ)」を選択している方
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「印刷画面」ボタンを押した時、表示される内容

※カーボカウントを使用していない方には、一覧にカーボ量が表示されません
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３．１．２．

● 「一般の方」

●

●

例えば、「食塩相当量」のチェックボックスのチェックを外して、印刷画面を選択すると食塩相当量は

表示されません。

なお、チェックボックスの状態は前回印刷画面を選択した時の内容で表示されます。

1日の記録(B表)

「糖尿病の方」で、会員情報設定でインスリンを「使用していない」、「使用している(注射)」を選択している方 

「糖尿病の方」で、会員情報設定でインスリンを「使用している(ポンプ)」を選択している方 

(注) 一覧にチェックボックスのある項目は、印刷画面での表示/非表示を切り替えることができます。

印刷用の画面（メニュー、バナーの無い画面）へ移動します。

現在表示している日付の前日/翌日の内容を表示します。

指定した日付の情報を一覧表示します。

指定した日付の情報を一覧表示します。

印刷用の画面（メニュー、バナーの無い画面）へ移動します。

現在表示している日付の前日/翌日の内容を表示します。
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● 「一般の方」

「表示」ボタンを押した時、表示される内容

「印刷画面」ボタンを押した時、表示される内容
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● 「糖尿病の方」で、会員情報設定でインスリンを「使用していない」を選択している方

「表示」ボタンを押した時、表示される内容

「印刷画面」ボタンを押した時、表示される内容

※カーボカウントを使用している方は、一覧にカーボ量が表示されます
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●

「表示」ボタンを押した時、表示される内容

「印刷画面」ボタンを押した時、表示される内容

※カーボカウントを使用していない方には、一覧にカーボ量が表示されません

「糖尿病の方」で、会員情報設定でインスリンを「使用している(注射)」を選択している方
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●

「表示」ボタンを押した時、表示される内容

「糖尿病の方」で、会員情報設定でインスリンを「使用している(ポンプ)」を選択している方
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「印刷画面」ボタンを押した時、表示される内容

※カーボカウントを使用していない方には、一覧にカーボ量が表示されません
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３．１．３．

● 「一般の方」

●

●

1日の記録(日毎集計)

「糖尿病の方」で、会員情報設定で1カーボ単位の設定をしていない方 

「糖尿病の方」で、会員情報設定で1カーボ単位の設定をしている方 

指定した日付の範囲で血糖値の指定があれば、
その条件に一致する情報を一覧表示します。

「一日の記録（A表）」を表示します。

指定した日付の範囲で血糖値の指定があれば、
その条件に一致する情報を一覧表示します。

「一日の記録（A表）」を表示します。
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３．１．４． グラフ

各グラフの日付指定の範囲について

血糖値推移表

身長・体重推移表

正：

誤：

身長推移表 身長・体重推移表と同じ

体重推移表 身長・体重推移表と同じ

血圧推移表 身長・体重推移表と同じ

体温推移表 身長・体重推移表と同じ

脈拍推移表 身長・体重推移表と同じ

グラフの表示例

最大7日間

最大1カ月で月またがりは不可

2012年07月01日～2012年07月31日

2012年07月31日～2012年08月01日

指定した日付範囲の指定されたグラフを表示
します。

右記より表示したいグラフを選択
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３．１．５． 健康診断表

表示例

※最新の健康診断の結果から表示します。

指定した日付範囲の健康診断表を表示しま
す。
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４． マイメニュー

４．１． マイメニュー照会

４．２． 食品成分表から

４．２．１． 食品(メニュー)の確定を行う

食品成分表からマイメニューの登録を行う画面に移動します。

エネルギー等の成分値を直接入力して、マイメニューの登録を行う画面に移動します。

選択した明細を表示した登録画面へ移動します。

入力した内容をマイメニューに登録します。
※照会画面から移動してきた場合は、更新します。

表示した内容を削除します。
※照会画面から移動してきた場合のみ

選択した番号の食材(成分)の量の変更、削除を行う画面に移動します。

食品成分表から食材(成分)の選択画面に移動します。（４．２．２．へ）

マイメニューから指定した食品名(メニュー名)が含まれる情報を一覧表示します。



ページ 39

４．２．２．

●

●

食材(成分)を選択する

食材名(成分名)で検索に探したい食材名を入力する

食材名(成分名)を分類から検索する

食品(メニュー)を確定する画面に戻ります。
（４．２．１．へ）

選択した食材(メニュー)を入力した使用量で成分値を計算し、マイメニューに
追加して、食品(メニュー)を確定する画面に戻ります。（４．２．１．へ）

マイメニューに登録する食材(成分)を選択します。

選択した食材(メニュー)を入力した使用量で成分値を計算し、マイメニューに
追加して、食品(メニュー)を確定する画面に戻ります。（４．２．１．へ）

マイメニューに登録する食材(成分)を選択します。

食品成分表で選択した内容をマイメニューに追加する
画面に戻ります。（４．２．１．へ）

食品成分表から指定した分類の食材(成分)を一覧表示
します。

食品成分表から指定した内容が含まれる食材(成分)を
一覧表示します。
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４．２．３．

４．３． 直接入力

追加した食材(成分)の量を変更する

食品(メニュー)を確定する画面に戻ります。（４．２．１．へ）

食材(成分)をマイメニューから削除し、食品(メニュー)を
確定する画面に戻ります。（４．２．１．へ）

入力した使用量で成分値を計算し、マイメニューの成分値を変更して、食品
(メニュー)を確定する画面に戻ります。（４．２．１．へ）

入力した成分値で、マイメニューに登録します。
※照会画面から移動してきた場合は、更新します。

マイメニューから削除します。
※照会画面から移動してきた場合のみ
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