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1. はじめに 
本書は、バイタルリンクを利用するための注意事項とインストール方法について記載しています。 

バイタルリンクを利用するためには、電子証明書やアプリのインストール、Webブラウザの準備が必

要です。 

本書をよくお読みになって、正しく設定を行ってください。 

本書に示す操作方法や手順につきましては、ご利用になる端末のメーカ、OSやアプリのバージョン

により異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 
バイタルリンクのマニュアルは、以下の 4種類があります。 

マニュアルの種類 対象者 

スタートアップマニュアル（本書） 全利用者 

Webマニュアル ブラウザからの利用者 

アプリ マニュアル アプリからの利用者 

管理者向けマニュアル 管理者 

各操作につきましては、それぞれのマニュアルを参照してください。 

また、体験版として利用する場合は、「3体験版の利用」を参照してください。 

 
 
 
 

1.1 バイタルリンクとは 
バイタルリンクは、在宅で療養中の患者に関する様々な情報を医師、看護師、薬剤師、介護職などの

多職種間で共有することを目的としたクラウドサービス型のソフトウェアです。 

 
特徴 

 共有する情報は、すべてクラウド上に保存されますので、インターネットアクセスが可能な

場所であれば、常に最新の情報を参照し、登録することができます。 

 情報の更新があると、プッシュ通知やメールでお知らせします。 

 医師による基本情報だけでなく、療養における観察のポイント等も共有できますので、利用

者間で観察の基準を共有・統一できます。 

 ご契約の施設だけでなく、バイタルリンクの他の契約の利用者も患者の連携に加われます。 

 電子証明書を用いた二要素認証、暗号通信等セキュリティ技術を適用しておりますので、安

心してご利用いただけます。 
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1.2 利用上の注意 
 
 本サービスは、利用契約者による利用契約等に基づき提供されます。利用者は利用契約者の

指示のもと、ご利用ください。 

 本サービスは、情報共有の即時性を保証するサービスではないため、緊急時や急変時など速

やかに連絡を取る必要がある場合は、電話等を併用してください。 

 本サービスは、マニュアルをよくお読みのうえ、ご利用ください。 

 アカウント、パスワード、電子証明書ならびに電子証明書ダウンロード用認証コードの取り

扱いにはご注意ください。漏洩により第三者からのアクセスが可能になります。 

 端末の管理、セキュリティ、紛失、盗難等については十分に注意してご利用ください。 

 
 
 
 
 
 本サービスにおける個人情報は、利用規約の記載に従って取り扱います。利用規約に記載の

ない個人情報については、下記に掲載の弊社プライバシーポリシーに従って取り扱います。 

プライバシーポリシー https://www.teijin-pharma.co.jp/privacy/ 

 本仕様および外観等は改善のため、予告なく変更する場合があります。ご使用の際には、最

新情報についてご確認ください。 
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1.3 機能の概要 
バイタルリンクは次の機能を提供します。詳細は各マニュアルを参照してください。 

1) 担当者 

ひとりの患者に関わる多職種の利用者を「担当者」といいます。バイタルリンクに患者を登録した管

理者は担当者の設定を行います。設定方法は「管理者向けマニュアル」を参照してください。 

担当者は、バイタルリンクの別契約先へも連携の依頼が可能です。依頼を行って依頼先が受託すると

連携依頼先施設の職員もその患者の連携に加われます。 

2) 患者情報 

患者に関する基本情報、医療情報や ADLならびに保健福祉情報、家族情報等やバイタルリンクでの担

当者等の共有ができます。 

また、患者情報から、療養のポイント（医師から多職種に対し観察項目と観察内容の基準や指示を示

す）を利用することが可能です。 
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3) 連絡帳 

担当者間で、メッセージの交換が可能です。ファイルの添付や既読確認、検索等の機能がご利用でき

ます。 

また、患者情報の家族情報に登録した家族のメールアドレス宛に連絡帳に投稿したメッセージを送る

ことが可能です。家族はそのメールに返信することで連絡帳に書き込みができます。 

 

 
 

4) バイタル 

患者のバイタル・患者状態を登録・表示します。登録されたデータは、グラフ形式で表示されます。 

登録にあたっては、医師が指示した療養のポイントを参照しながら入力できます。 
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5) おくすり情報 

患者のお薬情報を登録し、共有できます。 

 

 
 

6) カレンダー 

患者に関する予定を登録、共有できます。 
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1.4 利用開始までの流れ 
以下に利用開始までのフローを示します。 

 
 

 

契約者は、利用申込書に必要事項を記載して、サービス提
供者に申し込みをします。 

 

 

サービス提供者は、利用申込書に従いサイトを開設します。
サイトの開設が完了すると、S管理者権限が付与された利
用者のアカウント名・初期パスワード、インストールに必
要な認証コードを契約者に送付します。 

 

 

契約者（S管理者※1)）は、スタートアップマニュアル（本
書）に従い、インストールを行います。 

 

 

S管理者は、バイタルリンクにログインし、各利用者の登
録を行います（管理者向けマニュアル「3.1利用者の新規登
録」参照）。 

 

 

登録した利用者に、認証コードと各利用者のアカウント
名・初期パスワードを伝えます。 

 

 

各利用者は、スタートアップマニュアル（本書）に従い、
インストールを行います。 

 

 

S管理者・管理者は、患者の登録を行います（管理者向け
マニュアル「3.2患者の新規登録」参照）。 

登録した患者を担当する利用者（＝担当者）を設定します。
（管理者向けマニュアル「3.2.2 担当者編集」参照。） 

 
※1) S管理者（サービス提供者が最初に発行する利用者アカウントに設定される管理権限で、

契約につき 1アカウントのみ設定可能。「1.6アカウントと権限」参照） 

  

契約（利用申込み） 

サイト開設・S管理者情報送付 

インストール 

利用者の登録 

利用者への通知 

インストール 

患者の登録 

■契約者 

■サービス提供者 

■利用者 
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1.5 動作環境 

1.5.1 利用端末 

バイタルリンクは、ブラウザからはWeb版を、スマートフォン等ではアプリ版で利用できます。 

1) 端末の推奨動作環境 

動作環境を以下に示します。これらの環境であっても動作しない場合があります。 

 
端末の種類 

推奨 OS 推奨ブラウザ 

名称 バージョン 名称 

Web版 
PC 

Windows 7 以降 Google Chrome※2) 

macOS 10.10 以降 Safari 

iPad ※1) iOS 8 以降 Safari 

アプリ版 
スマートフォン 

タブレット 

iOS 8 以降 
― 

Android 4.4 以降 

※1) iPadのみ推奨。iPhoneでは操作できない機能があります。 

※2) Google Chromeは、最新版を推奨。別途入手のうえ、インストールしてください。 

その他の環境 ・ 外部へのインターネットアクセスが可能であること。 

・ 電子証明書やアプリがインストール可能であること。 

2) Web版とアプリ版 

それぞれの違いを以下に示します。以下は最大の機能を記載していますが、利用権限・管理権限によ

って利用が制限されます。「1.6アカウントと権限」を参照してください。 

機能 Web版 アプリ版 

管理メニュー 

（管理権限） 
参照・編集・登録・削除 参照・編集・登録・削除 

患者情報 参照・編集・登録・削除 参照・編集・登録・削除 

連絡帳 参照・編集・登録・削除 参照・編集・登録・削除 

バイタル 参照・編集・登録・削除 
参照・編集・登録・削除 

（登録は NFC利用可） 

おくすり 参照・編集・登録・削除 
参照・編集・登録・削除 

（登録はファイル添付のみ） 

カレンダー 参照・編集・登録・削除 参照・編集・登録・削除 

その他 ー オフライン機能※1) 

※1) アプリマニュアル「8 オフラインでの利用」を参照 
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1.5.2 バイタル機器 

NFCインターフェース付きの Android OSのスマートフォン等でアプリ版を使用することにより、通

信機能を持つバイタル機器から測定データを取得することができます。詳しくはアプリマニュアルを

参照してください。 

 

1.5.3 NFCタグ 

同様に NFC機能で、患者を選択する代わりに、NFCタグで患者を選択できるように NFCタグに患者

特定の情報を書き込むことが可能です。「患者一覧」画面で、患者特定情報を埋め込んだ NFCタグを

スキャンすると自動的に読み取った患者の画面まで移動します。詳しくはアプリマニュアル「2.4.3 

NFCタグ」を参照してください。 

 
 

 NFC機能は、Android用アプリでのみで利用できます。 
 NFC機能とは、バイタル機器のデータ読み取り、NFCタグによる患者識別が該当しま
す。 

 スマートフォン等に NFCインターフェースが装備されている必要があります。 
 機種により動作しない場合があります。 
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1.6 アカウントと権限 
バイタルリンクを利用するには利用者ごとに各自のアカウントを発行する必要があります。 

 
アカウントには下記の種別があり、バイタルリンクを利用するには利用者アカウントが必要です。 

アカウント 説明 

利用者アカウント 
バイタルリンクの利用者。主に多職種である医師、看護師、薬
剤師、介護職など。 

患者アカウント 
バイタルリンクにより情報をやり取りされる対象。主に在宅療
養中の患者。 

 
利用者アカウントには、2種類の権限が付与されます。管理権限（S管理、管理、（権限なし））と 

利用権限（医師、医療、スタッフ、事務）です。それぞれの機能概略は下記のとおりです。 

権限 説明 

管理権限 各種アカウントの発行・変更、契約内容・施設管理等の設定 

 S管理者 

・利用者アカウントの発行・管理 

・患者アカウントの発行・管理 

・利用状況・施設管理の管理 

契約につき 1アカウントのみ。 

サイト開設時に、サービス提供者
が発行するアカウントに付与。 

 管理者 

・利用者アカウントの発行・管理 

 （管理権限なしのみ） 

・患者アカウントの発行・管理 

・自身に関連する利用状況の管理 

S管理者が利用者アカウントに
付与。 

 （権限なし） アカウントや施設管理の権限なし ― 
  

利用権限 患者の情報への参照、変更 

 医師 全機能の参照、編集・削除 契約団体における医師を想定。 

 医療 

医師権限から次の機能を制限 

・療養のポイントの編集 

・情報の削除を自身の登録分に制限 

契約団体における看護師、薬剤
師、連携先の医師、看護師、薬剤
師を想定。 

 スタッフ 

医療権限から次の機能を制限 

・医療情報・おくすりの参照 

・その他患者情報の編集 

介護職等を想定。 

 事務 

スタッフ権限から次の機能を制限 

・療養のポイントの参照 

・各種情報の登録 

各職種における事務員を想定。 

 
利用権限による制限はWebマニュアルまたはアプリマニュアルの「1.2.1 利用者アカウントの種類」

を、管理権限による制限は、管理者向けマニュアル「1.2.2 管理権限」を参照してください。 
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2. 利用の準備 

2.1 利用開始にあたって 
以下に利用開始のためのインストールが必要な手順や、そのために必要な情報の入手方法について、

説明します。 

1) インストール 

「1.5.1利用端末」で、ご利用の環境を確認してください。利用する端末の種類や OSによりインスト

ール方法が異なります。 

またバイタルリンクでは、セキュリティ対策のため、電子証明書のインストールが必須になります。 

 電子証明書 
 ブラウザからご利用の場合でも、アプリからご利用の場合でも、手順に従って電子証
明書のインストールを必ず行ってください。 

 

2) アカウント名とパスワード 

インストールには、次の各項目が必要です。 

 各項目は、管理者から入手し

てください。 

※ S管理者はサービス提供者

より通知されます。 

項目名 内容 

認証コード バイタルリンクの契約単位で共通。 

アカウント名 管理者が登録した利用者のアカウント名 

パスワード 管理者が登録した利用者の初期パスワード 
 

 

 新しいアカウントで初めてログインする場合 
 初めてログインするとパスワードの変更が必要になります。画面の指示に従ってパス
ワードを変更してください。 

 

 アカウント名・パスワード忘れてしまった場合 
 管理者に確認してください。パスワードの再発行も、管理者にご依頼ください。 

 

 パスワードを連続で間違えるとアカウントがロックされます。 
 アカウントがロック状態になると正しいパスワードを入力してもログインできなく
なりますので、その場合はロックの解除を管理者にご依頼ください。 

 

 画面のロック 
 パソコンやタブレット、スマートフォン端末には、あらかじめ画面ロックを設定して
ください。（紛失や置き忘れ時に、情報を見られないようにするためです。） 
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2.2 Windows ブラウザでの利用 

2.2.1 電子証明書のインストール 

はじめに、「電子証明書」をダウンロードしインストールする必要があります。 

手順1. Chrome  を起動します。 

（※Chromeがインストールされていない場合、Chromeをインストールしてご使用ください） 

手順2. Chromeのアドレスバーに以

下の URLを入力し、証明書ダ

ウンロードサイトにアクセス

してください。   
 

手順3. 証明書ダウンロード画面が表

示されます。 

手順4. 画面に各項目を入力してくだ

さい。 

 各項目は、管理者から入手し

てください。 
 

手順5.  ボタンをクリックしてください。 

手順6. 証明書のダウンロードが完了すると次の画面が表示され、証明書が画面左下に表示されます。 

青文字は後の手順で必要となる秘密キーとなります。 

手順7. 証明書の右にある  をクリックします 

 
 

https://ca.tjhomecare.jp 

入力 

クリック 

秘密キー 

https://ca.tjhomecare.jp/
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手順8. プルダウンメニューから［フ

ォルダを開く］を選択します。 

 

手順9. ダウンロードした証明書をダ

ブルクリックします。 

 

手順10. ［次へ］をクリックします。 

 

手順11. インポートする証明書が選択

されていることを確認し、［次

へ］をクリックします。 

 

手順12. 画面に表示された青文字の秘

密キーをパスワード内に入力

し、［次へ］をクリックします。 

 

ダブルクリック 

クリック 

① 確認 

② クリック 

① 入力 

② クリック 
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手順13. ［証明書の種類に基づいて、

自動的に証明書ストアを選択

する］を選択し、［次へ］をク

リックします。 

 

手順14. ［完了］をクリックして証明

書をインポートします。 

 

手順15. インポート完了のダイアログ

が表示されますので、［OK］

をクリックして完了です。 

 

手順16. ダウンロードした証明書ファ

イルを完全に削除します。 

セキュリティ上、問題が起こ

る可能性がありますので必ず

削除をしてください。 

ファイルエクスプローラで証

明書を選択して右クリックす

るとメニューが表示されます

ので、「Shift」キーを押しなが

ら「削除」をクリックします。  

① クリック 

② クリック 

クリック 

クリック 

① 右クリック 

② ［Shift］キーを押し
ながら右クリック 
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手順17. ファイルを完全に削除するか

聞かれますので、［はい］をク

リックします。これで電子証

明書のインストールが完了し

ました。 

 

手順18. 証明書インストール後、Chromeの画面で、［こちらから］をクリックすると、ログイン画面

に移動します。 

 
 
 

 複数の電子証明書 
 異なる契約のバイタルリンクに接続する場合は、本手順を繰り返して、別の電子証明
書をインストールしてください。 

 
 
  

クリック 

クリック 
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2.2.2 ログイン方法 

手順1. Chrome  を起動します。  

手順2. Chromeのアドレスバーに以

下の URLを入力し、バイタル

リンクサイトにアクセスして

ください。 
 

手順3. 証明書の選択を求められます

ので、証明書を選択し、［OK］

をクリックしてください 

 
 

 複数証明書の選択 
 証明書を複数インストールした場合は、ログインする先の証明書を選択してくださ
い。 

 ログインする先を変更する場合は、Chromeの再起動が必要です。 

 

 「証明書の選択」画面 
 証明書の選択画面が表示されない場合は、証明書が正しくインストールされていない
可能性があります。「2.2.1電子証明書のインストール」を参照して、証明書を正しく
インストールしてください。 

 証明書をインストールしているにもかかわらず、証明書の選択画面が表示されない場
合は、常駐型の機能拡張等により Chromeが完全に終了していない可能性があります。
Chromeの右上の設定ボタン から、「終了」を選択して Chromeを再起動してくだ
さい。 

 

手順4. 証明書の選択後、「ログイン」

画面が表示されます。 

手順5. アカウント名とパスワードを

入力し、［ログイン］ボタンを

クリックしてください。  

  

https://tjhomecare.jp 

クリック 

https://tjhomecare.jp/
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2.2.3 証明書削除 

バイタルリンクを利用しなくなった端末からは、セキュリティのため電子証明書を削除します。 

手順1. Chromeの設定画面を開きま

す。 

 

手順2. 一番下の「詳細設定」を選択

します。 

 

① クリック 

② クリック 

クリック 
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手順3. 証明書の管理を選択します。 

 

手順4. 証明書の管理画面から発行先

が「VitalLink-nnnnnn–xxx」の

証明書を選択し、［削除］ボタ

ンをクリックします。 

 
 
  

クリック 

クリック 
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2.3 macOS ブラウザでの利用 

2.3.1 電子証明書のインストール 

はじめに、「電子証明書」をダウンロードしインストールする必要があります。 

手順1. Safari  を起動します。 

手順2. Safariのアドレスバーに以下

の URLを入力し、証明書ダウ

ンロードサイトにアクセスし

てください。 

 
 

手順3. 証明書ダウンロード画面が表

示されます。 

 

手順4. 画面に各項目を入力してくだ

さい。 

 各項目は、管理者から入手し

てください。 

 

手順5.  ボタンをクリックしてください。 

手順6. このダイアログが出た場合は

［今はしない］をクリックし

てください。 
 

https://ca.tjhomecare.jp 

入力 

クリック 

https://ca.tjhomecare.jp/
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手順7. 証明書のダウンロードが完了すると次の画面が表示されます。青文字は後の手順で必要となる

秘密キーとなります。 

 

手順8. 「Finder」を起動し①ダウンロ

ードを開き、②ダウンロード

したファイルをダブルクリッ

クしてください。 

 

手順9. 「証明書の追加」ダイアログ

が出ます。［追加］ボタンをク

リックします。 

 

手順10. 画面に表示された青文字の秘

密キーをパスワードにタイプ

して［OK］をクリックしてく

ださい。 

 クリップボードからのペース

トができません。 

 ［パスワードを表示］をオン

にすると文字列を表示しなが

らの入力が可能です。 

 

秘密キー 

① クリック 

② ダブルクリック 

クリック 

②クリック 

①パスワード入力 
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手順11. キーチェーンアクセス画面が

開きます。①［自分の証明書］

を選択、②VitalLink-nnnnnn–

xxxの証明書を選択しダブル

クリックしてください。 

 自動で開かない場合は、

「Finder」＞「移動」＞「ユー

ティリティ」フォルダを表示

し、「キーチェーンアクセス」

をダブルクリックして起動し

てください。 

 

手順12. 信頼の左の［▶］をクリック

してください。 

 

手順13. 「この証明書を使用すると

き」の「システムデフォルト

を使用」を「常に信頼」に変

更してください。 

 

手順14. 証明書情報画面を閉じてくだ

さい。 

 

① クリック 

② ダブルクリック 

クリック 

クリック 

クリック 
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手順15. このコンピュータのユーザ名

とパスワードを入力し、［設定

をアップデート］をクリック

してください。 

 

手順16. 電子証明書の登録に成功する

と「キーチェーンアクセス」

画面のアイコンに「＋」が追

加されます。 

 

手順17. Controlキーを押しながら証

明書をクリックし、［新規識別

プリファレンス］をクリック

してください。 

 

手順18. 「場所またはメールアドレ

ス」に以下のアドレスを入力

し、［追加］をクリックしてく

ださい。 

h t t p s : / / t j h o m e c a re . j p /  
 

手順19. 「キーチェーンアクセス」画

面を閉じます。 

 

① 入力 

② クリック 

［＋］表示 

［＋］表示 

クリック 

入力 

クリック 

https://tjhomecare.jp/
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手順20. ダウンロードした証明書ファ

イルを完全に削除します。セ

キュリティ上、問題が起こる

可能性がありますので必ず削

除をしてください。「Finder」

で［option］キー＋

［command］キー＋［delete］

キーを同時に押すと完全に削

除することができます。  

手順21. 確認メッセージが表示されま

すので、［削除］をクリックし

ます。これで電子証明書のイ

ンストールが完了しました。 

 

手順22. 証明書インストール後、Safariの画面で［こちらから］をクリックすると、ログイン画面に移

動します。 

 
 
 

 複数の電子証明書 
 macOSの Safariでは、複数の証明書をインストールすると正常に動作しない場合があ
ります。 
新しい証明書をダウンロードする場合は、現在の証明書を削除してから行ってくださ
い。 

 
  

① クリック ② 削除するファイルを選択して 
 ［option］＋［command］＋
［delete］ を同時に押す。 
 

クリック 

クリック 
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2.3.2 ログイン方法 

手順1. Safari  を起動します。 

手順2. Safari のアドレスバーに以下

の URLを入力し、バイタルリ

ンクサイトにアクセスしてく

ださい。 

 
 

手順3. 証明書の選択を求められます

ので、証明書を選択し、［続け

る］をクリックしてください 

 
 

 「証明書の選択」画面 
 証明書の選択画面が表示されない場合は、証明書が正しくインストールされていない
可能性があります。「2.3.1電子証明書のインストール」を参照して、証明書を正しく
インストールしてください。 

 
 

手順4. 証明書の選択後、「ログイン」

画面が表示されます。 

手順5. アカウント名とパスワードを

入力し、［ログイン］ボタンを

クリックしてください。  

 
  

https://tjhomecare.jp 

クリック 

https://tjhomecare.jp/
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2.3.3 証明書削除 

バイタルリンクを利用しなくなった端末からは、セキュリティのため電子証明書を削除します。 

手順1. Finder  を起動します。 

手順2. 画面左上のメニューより、①

［移動］をクリック、②［ユ

ーティリティ］をクリックし

てください。 

 

手順3. Finderが「ユーティリティ」

画面になります。 

手順4. キーチェーンアクセス

をダブルクリックして起動し

てください。 

 

手順5. キーチェーンアクセス画面が

開きます。①［自分の証明書］

を選択、②削除したい証明書

（VitalLink-nnnnnn–xxx）を右

クリックしてください。 

 

① クリック 

② クリック 

ダブルクリック 

① クリック 

② 右クリック 
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手順6. VitalLink-nnnnnn–xxxの証明

書を選択し、右クリックし、

「VitalLink-nnnnnn–xxxの削

除」を選択します。 

 

手順7. 確認メッセージが表示されま

すので、［削除］をクリックし

ます。 

 

手順8. このコンピュータのユーザ名

とパスワードを入力し、［設定

をアップデート］をクリック

してください。 

 
 
  

クリック 

クリック 

① 入力 

② クリック 
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2.4 iOS ブラウザでの利用 

 iOS端末のブラウザでの利用 
 iPadが推奨環境です。iPhoneでは操作できない機能があります。 

2.4.1 電子証明書のインストール 

はじめに、「電子証明書」をダウンロードしインストールする必要があります。 

 手順を間違えた場合には最初からやり直してください。 
 手順を途中で間違えた場合には、一旦「2.4.3 証明書削除」の手順で「電子証明書」
を削除した後に、この手順の最初からやり直してください。 

 

手順1. Safari  を起動します。 

手順2. Safariのアドレスバーに以下

の URLを入力し、証明書ダウ

ンロードサイトにアクセスし

てください。 
 

手順3. 証明書ダウンロード画面が表

示されます。 

手順4. 画面に各項目を入力してくだ

さい。 

 各項目は、管理者から入手し

てください。 

 

手順5.  ボタンをタップしてください。 

手順6. 右のダイアログが出た場合

は、［今はしない］をタップ。 

  

https://ca.tjhomecare.jp 

入力 

タップ 

https://ca.tjhomecare.jp/
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手順7. ダウンロードが終了すると右

の画面が表示され、さらにダ

イアログメッセージが表示さ

れます。 

 

手順8. ［許可］をタップ。 

  

手順9. 自動的に設定の「プロファイ

ルをインストール」画面に切

り替わります。 

 何もせず次の手順へ進んでく

ださい。 

 

手順10. iPadの［ホーム］ボタンをダ

ブルクリックして最近使った 

App を表示します。 

 画面の下部から 1本指で上に

スワイプすることでも、最近

使った Appを表示できます。 
 

ここでは何も操作しないでください。 

ダブルクリック 

タップ 
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手順11. 起動しているアプリのサムネ

イルが表示されます。「Safari」

を探しタップし「Safari」に切

り替えてください。 

 

手順12. Safariの画面中央に後の手順

で必要となる「電子証明書」

の「秘密キー」が青字で表示

されています。以下の要領で

クリップボードにコピーして

ください。①長押しして範囲

指定、②編集メニューが表示

されるので［コピー］をタッ

プ。  

手順13. 再び iPadの［ホーム］ボタン

をダブルクリックして最近使

った App を表示します。 

 画面の下部から 1本指で上に

スワイプすることでも、最近

使った Appを表示できます。 

 

タップ 

② タップ 

①「秘密キー」を長押し範囲を指定 

ダブルクリック 
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手順14. 起動しているアプリのサムネ

イルが表示されます。「設定」

を探しタップし「設定」に切

り替えます。 

 

手順15. 「プロファイルをインストー

ル」のダイアログボックスが

残っています。［インストー

ル］をタップし、ダウンロー

ドした「電子証明書」（プロフ

ァイル）のインストールをし

てください。 
 

手順16. 「パスコードを入力」ダイア

ログが表示されます。iPadに

設定しているパスコードを入

力してください。正しいパス

コードを入力すると、自動的

に次の画面に移ります。 

 

タップ 

タップ 
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手順17. 「警告」ダイアログが出た場

合は［インストール］をタッ

プ。 

 

手順18. 「プロファイル」ダイアログ

が出ます。［インストール］を

タップしてください。   

手順19. 「電子証明書」のパスワード

の入力を求められます。コピ

ーした「秘密キー」を以下の

要領でペーストしてくださ

い。①パスワード入力項目を

長押し。②編集メニュー［ペ

ースト］が表示されるのでタ

ップ。 

 

手順20. ［次へ］をタップ 

 

手順21. 「電子証明書」のインストー

ルが正常に終了すると「イン

ストール完了」画面になりま

す。［完了］ボタンをタップし

てください。これで電子証明

書のインストールが完了しま

した。  

タップ 

① 長押し 

② タップ 

タップ 

タップ 

タップ 
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手順22. 自動的に Safariに切り替わり

ます。［こちらから］リンクを

タップしてください。 

 

手順23. 「"tjhomecare.jp"にはクライ

アント証明書が必要です」の

ダイアログが出た場合は［続

ける］をタップしてください。 
 

手順24. ログイン画面が表示されま

す。 

 
 
 

 ログイン画面 
 「ログイン」画面が表示されない場合は、Safariの再起動を行った後、再度手順 22か
らお試しください。 

 

 複数の電子証明書 
 iOSの Safariでは、複数の証明書をインストールすると正常に動作しない場合があり
ます。 
新しい証明書をダウンロードする場合は、現在の証明書を削除してから行ってくださ
い。 

 
 
 
  

タップ 

タップ 
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2.4.2 ログイン方法 

手順1. Safari  を起動します。 

手順2. Safariのアドレスバーに以下

の URLを入力し、バイタルリ

ンクサイトにアクセスしてく

ださい。 

 

手順3. 証明書の選択を求められます

ので、証明書を選択してくだ

さい。 

 

手順4. 証明書の選択後、「ログイン」

画面が表示されます。 

手順5. アカウント名とパスワードを

入力し、［ログイン］ボタンを

タップしてください。 
 

 
  

https://tjhomecare.jp 

https://tjhomecare.jp/
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2.4.3 証明書削除 

バイタルリンクを利用しなくなった端末からは、セキュリティのため電子証明書を削除します。 

手順1. ［設定］＞［一般］＞［プロ

ファイルとデバイス管理］を

選択し、「プロファイルとデバ

イス管理」画面を起動します。 

 

手順2. 削除するプロファイル(証明

書) VitalLink-nnnnnn–xxxを選

択してください。 
 

手順3. ［プロファイルを削除］をタ

ップしてください。 

 

手順4. 「パスコード入力」ダイアロ

グが表示されますので、端末

に設定されているパスコード

を入力してください。正しい

パスコードを入力すると、自

動的に次の画面に移ります。 

 

手順5. 確認メッセージが表示されま

すので［削除］をタップして

ください。 

 
  

タップ 

タップ 

タップ 

タップ 

タップ 
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2.5 スマートフォン・タブレット用アプリでの利用 

2.5.1 アプリのインストール 

1) iOS アプリ 

 

 前提条件 
 App Storeから「バイタルリンク」をインストールするには、Appleのサービスにア
クセスするためのアカウント（Apple ID）が必要です。 

 

手順1. App Store  を起動します。 

手順2. アプリを探すために、画面下

のメニューバーにある［検索］

 をタップしてください。 

 
 
 
手順3. 画面上に検索ボックスが現れ

るのでタップしてください。 

 

手順4. 検索ボックスに“バイタルリ

ンク”と入力してください。 

 

 

② タップ 

① タップ 

入力 
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手順5. キーボードの  ボタ

ンをタップしてください。 

 
 入力中に順次表示されるアプ

リの候補をタップしても良い

です。 
 

手順6. 検索結果画面に「バイタルリ

ンク」アプリが表示されるの

で、  ボタンをタッ

プしてください。 

 
 以前、インストールしたこと

がある場合は  が表示さ

れるのでタップしてくださ

い。 

 

手順7. 認証のダイアログ画面が表示

されます。登録した指でホー

ムボタンに触れ認証をしてく

ださい。 

 
 Touch ID をご利用でない場合

は  ボタンが表

示されますのでタップしてく

ださい。 

 
 

 

 Touch ID 
 Touch IDを利用するには iPhone/iPadに Touch IDの設定（指紋の登録）が必要です。 

 
  

タップ 

タップ 
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手順8. インストールが始まります。 

手順9. アプリのインストールが終了

すると  ボタンが

表示されます。 

 
 
 ここから  ボタン

をタップして「バイタルリン

ク」を起動することができま

す。 
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2) Android アプリ 

 

 前提条件 
 Google Playストアでアプリをダウンロードするには、Googleアカウントが必要です。
事前にご利用のデバイスに Googleアカウントを登録し、アクティベートを完了して
ください。 

 

 画面のロック 
 Android端末では、画面ロックが必須です。端末に画面ロックを設定していない場合
は、「認証ストレージを使用できません。画面ロックを設定の上、アプリを再起動し
てください。」とメッセージが表示されますので、設定を行ってからインストールを
進めてください。 

 

手順1. Google Playストア  を起動します。 

 アイコン表示は「Playストア」と表示されます。 

手順2. 画面最上部の検索窓をタップ

してください。 

 

手順3. アプリを探すため、検索窓に

“バイタルリンク”と入力して

ください。 
 

 

手順4. キーボードの  ボタンを

タップしてください。 

 
 ご利用のデバイスによっ

てキーボードの配置、ボ

タンの表記が異なる場合

があります。 

 
 

タップ 

入力 

タップ 
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手順5. 検索結果画面に「バイタルリ

ンク」アプリが表示されるの

で、  ボタンをタ

ップしてください。 

 

 

手順6. インストールが始まります。 

手順7. アプリのインストールが終了

すると  ボタンが表示

されます。 

 
 
 ここから  ボタンをタ

ップして「バイタルリンク」

を起動することができます。 

 
 

手順8. 右の確認が表示された場合

は、内容を確認の上、

 ボタンをタップ

してください。 

 
 
 
  

タップ 

タップ 

タップ 
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2.5.2 電子証明書のインストール 

本手順は、iOS アプリ、Androidアプリで共通です。 

1) 電子証明書のインストール 

手順1. バイタルリンク  をタップしアプリを起動します。 

手順2. 右のダイアログメッセージが

表示された場合は［許可］ボ

タンをタップしてください。 

 

手順3. アプリを初めて起動すると、

自動的に右のダイアログメッ

セージが表示されます。［設定

を行う］をタップします。 
 

 初めての起動以外の場合や前

画面が表示されない場合は、

ログイン画面の右上の  

ギアアイコンをタップし、プ

ルダウンメニューから［設定］

をタップします。 

 

手順4. 「設定」画面が表示されます。

［証明書のインストール］を

選択してください。 

 

タップ 

② タップ 

① タップ 

タップ 

タップ 
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手順5. 証明書インストール画面が表

示されます。 

手順6. 各項目を入力します。 

 認証コード、アカウント、パ

スワードの各項目の情報は管

理者から入手してください。 

手入力の場合は、手順 7に進

んでください。 
 

 これらの情報を 2次元コードでも入力できます。 

 2次元コード 
 2次元コードは、管理者が参照できる管理者ページの利用者アカウント参照に表示さ
れます。（S管理者の設定によっては管理者には表示されない場合があります。） 

 

(1)  をタップしま

す。 

 

(2) 右のダイアログメッセージが

表示された場合は［OK］ボタ

ンをタップしてください。 
 

(3) スマートフォンのカメラが立

上りますので、管理者から入手

した 2次元コードを読み取り

ます。 

・ 管理者のパソコン等の

画面から直接読み取る

ことも可能です。 

 
(4) 2次元コードを読み取ると自動

的に次の画面に遷移します。 
 

タップ 

タップ 
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(5) 認証コード、アカウント、パスワードが自動的に入力されます。 

なお、2次元コードにより自動的に入力される情報は、以下のケースがあります。 

・ 認証コードのみ 

・ 認証コード、アカウント 

・ 認証コード、アカウント、パスワード（初期パスワード） 

自動で入力されない項目は、手入力してください。 

すべてが入力されていることを確認します。 

手順7. 完了したら、ボタンをタップしてください。 

 
「電子証明書」のインストールを行います。 

 
「ログイン」画面に戻ります。 

 

手順8. 証明書がインストールされ、

「証明書のインストールに成

功しました。」のメッセージが

表示されます。 

手順9. ［OK］ボタンをタップしてく

ださい。 

 

手順10. 証明書が正常にインストール

されると、自動的に「ログイ

ン」画面が表示されます。 

 
 
 
  

タップ 
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2) 複数の電子証明書をインストール 

複数の電子証明書をインストールするには以下の手順で行います。 

手順1. バイタルリンク  をタップしアプリを起動します。 

手順2. 右のダイアログメッセージが

表示された場合は［キャンセ

ル］をタップしてください。 

 
 iPhone / iPadで TouchIDを利

用しているときに表示されま

す。 

 

 

手順3. ログイン画面の右上の  

ギアアイコンをタップし、プ

ルダウンメニューから［設定］

をタップします。 

 

手順4. 「2.5.2 1)電子証明書のインストール」手順 4～9の手順に従い証明書をインストールします。 

手順5. 右のダイアログが表示されま

す。［はい］をタップしてくだ

さい。 

 

手順6. アプリが終了するので、改めてバイタルリンク  をタップしアプリを起動します。 

タップ 

② タップ 

① タップ 

タップ 
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手順7. インストールされている電子

証明書の一覧が表示されま

す。使用する証明証を選択し、

［接続］ボタンをタップして

ください。 

 

手順8. ログイン画面が表示されま

す。選択した証明書に適した

アカウント情報を入力してロ

グインしてください。 

 
 
 

 複数の電子証明書 
 複数の電子証明書を使い分ける場合は、アプリマニュアル「2.2.4ログイン画面の各種
機能」を参照してください。 

 
 
  

 

② タップ 

① 選択 

② タップ 

① 入力 
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2.5.3 ログイン方法 

本手順は、iOS アプリ、Androidアプリで共通です。 

 

手順1. バイタルリンク  をタップしアプリを起動します。 

手順2. 右のダイアログメッセージが

表示された場合は［許可］ボ

タンをタップしてください。 

 

手順3. 「ログイン」画面が表示され

ます。 

手順4. ［アカウント］と［パスワー

ド］を入力し、［ログイン］ボ

タンをタップしてください。 

 Touch IDのオプションは、 

iPhone / iPadのみ表示されま

す。 

ログインのオプションについ

ては、アプリマニュアル「2.2.3 

ログインオプション」を参照

してください。 

 
 

② タップ 

① 入力 

タップ 
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 有効な証明書 
 有効な証明書については、管理者に確認してください。 

 
  

 右の画面になる場合は、通信

状態が悪い可能性がありま

す。通信状態が悪い場合は、

通信状態が良好なところで

「再試行」ボタンをタップし

てください。 

 連絡帳メッセージとバイタル

のオフライン機能を利用する

場合は、右上のギアアイコン

から選択してください。アプ

リマニュアル「8.4 オフライン

登録」を参照してください。 

 体験版をご利用の場合は、「3.3

体験版のスマートフォン・タ

ブレット用アプリでの利用」

を参照し、体験版サイト組織

名が正しく設定されるかご確

認ください。 

 

 右の画面になる場合は、証明

書が失効しています。 

[はい]ボタンをタップすると、

前項の画面になりますので、

別の電子証明書をインストー

ルするか、証明書選択画面よ

り有効な証明書を選択してく

ださい。「2.5.2電子証明書のイ

ンストール」を参照してくだ

さい。 

 



スタートアップマニュアル 2.5 スマートフォン・タブレット用アプリでの利用 

 

46 

2.5.4 アプリの更新 

 更新時の入力データについて 
 ログイン中にアプリの更新を行った場合、バイタルを除き、入力中のデータは消えま
すので、データを送信してから、更新してください。 

1) iOS アプリ 

手順1. 2.5.1アプリのインストール 1) iOSアプリ の手順 1～手順 5に従い、App Storeで「バイタル

リンク」アプリを表示します。 

手順2. 検索結果画面の「バイタルリンク」アプリが表示され、ボタンが  と表示され

ている場合、更新がありますので、 ボタンをタップしてください。 

 更新が存在しない場合 

 ボタンが  の場合は更新がありません。以降の手順は不要です。 

 

手順3. アプリの更新が始まります。 

手順4. アプリの更新が終了するとボタンが  に変わります。 

 

2) Android アプリ 

手順1. 2.5.1アプリのインストール 2) Androidアプリ の手順 1～手順 4に従い、App Storeで「バイ

タルリンク」アプリを表示します。 

手順2. 検索結果画面に「バイタルリンク」アプリが表示され、ボタンが  と表示されている場

合、更新がありますので、  ボタンをタップしてください。 

 更新が存在しない場合 

 ボタンが  の場合は更新がありません。以降の手順は不要です。 

 

手順3. アプリの更新が始まります。 

手順4. アプリの更新が終了するとボタンが  に変わります。 
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2.5.5 電子証明書削除 

電子証明書を削除する場合は、アプリのアンインストールを行ってください。 

アプリのアンインストールを行うことで、インストールした電子証明書も削除されます。 

 

 バイタルリンクアプリの削除 
 アプリの削除は、各 OSの取扱説明書等を参照してください。 
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3. 体験版の利用 
バイタルリンクでは、電子証明書のインストールが不要な体験版を用意しています。 

本章では、体験版を利用するための手順を示します。本章に記載している手順以外は、通常の手順と

同様です。各項目の記載を参照してください。 

 
 

3.1 利用開始までの流れ 
「1.4利用開始までの流れ」のサイト開設・S管理者情報の送付の際に、認証コードの代りに体験版サ

イト組織名がサービス提供者から送付されます。 

 電子証明書 
 体験版では電子証明書は不要です。このため個人情報や機密情報は体験版では送信し
ないようにしてください。 

 

 各項目は、管理者から入手し

てください。 

※ S管理者はサービス提供者

より通知されます。 

項目名 内容 

組織名 体験版のサイトを区別するための組織名 

アカウント名 管理者が登録した利用者のアカウント名 

パスワード 管理者が登録した利用者の初期パスワード 
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3.2 体験版のブラウザでの利用 

3.2.1 ログイン方法 

手順1. Windowsでは、Chrome  を起動します。Google Chromeがインストールされていない

場合は、インストールしてください。 

macOS、iOSでは、Safari  を起動します。 

手順2. 各ブラウザのアドレスバーに

以下の URLを入力してくださ

い。 

 XXXには、サービス提供者か

ら提示された体験版サイト組

織名が入ります。 
 

手順3. 体験版の利用規約が表示され

ますので、同意いただければ、

アカウント名とパスワードを

入力し、［利用規約に同意して

体験版を使用する］ボタンを

クリックしてください。 
 

 

3.2.2 ログアウト 

手順1. ギアアイコンから「ログアウ

ト」をクリックし、ログアウ

トをします。 

 

手順2. ログアウトが完了すると、右

のような画面でエラーとなり

ます。 

再度ログインする場合は、手

順 2.の URLからログインして

ください。  

h t t p s : / / t r y . t j h o m e c a r e . j p / f a c i l i t y /  
l o g i n ? o = X X X  

クリック 
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3.3 体験版のスマートフォン・タブレット用アプリでの利用 

3.3.1 アプリのインストール 

アプリのインストールは、「2.5.1アプリのインストール」を参照してください。 

3.3.2 初期設定 

本手順は、iOS アプリ、Androidアプリで共通です。 

手順1. バイタルリンク  をタップしアプリを起動します。 

手順2. 右のダイアログメッセージが

表示された場合は［許可］ボ

タンをタップしてください。 

 

手順3. アプリを初めて起動すると、

自動的に右のダイアログメッ

セージが表示されます。［設定

を行う］をタップします。  

 初めての起動以外の場合や前

画面が表示されない場合は、

ログイン画面の右上の  

ギアアイコンをタップし、プ

ルダウンメニューから［設定］

をタップします。 
 

手順4. 「設定」画面が表示されます。

①［体験版として利用する］

にチェックを入れ、②組織名

欄にサービス提供者から提示

された体験版サイト組織名を

入力してください。③［保存］

ボタンをタップしてくださ

い。 

 
手順5. ［閉じる］ボタンで、ダイア

ログボックスを閉じます。 

 

タップ 

② タップ 

① タップ 

③ タップ ② 入力 

① 選択 

タップ 
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3.3.3 ログイン方法 

本手順は、iOS アプリ、Androidアプリで共通です。 

 

 
 
  

手順1. バイタルリンク  をタップしアプリを起動します。 

手順2. 右のダイアログメッセージが

表示された場合は［許可］ボ

タンをタップしてください。 

 

手順3. 「ログイン」画面が表示され

ます。 

手順4. 利用規約を確認します。 

手順5. ［アカウント］と［パスワー

ド］を入力し、［利用規約に同

意して体験版を使用する］ボ

タンをタップしてください。 

 体験版の場合は Touch IDを利

用したログインオプションは

利用できません。 

 
 

 

② タップ 

① 入力 

タップ 



スタートアップマニュアル 4.1 改訂履歴 

 

52 

4. 付録 

4.1 改訂履歴 
 
版 改訂内容 

2018年 8月 1日版 以下の機能の追加・変更に伴う修正 

・ 証明書インストールの際の QRコードの提供内容の変更 

その他文言の見直し 

2018年 5月 1日版 初版 
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