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パソコンで被災状況入力（管理者）

①東京都透析医会公式サイト（https://tokyo-touseki-ikai.com）

お問合せ：support@tokyo-touseki-ikai.com

１．公式サイトのメニュー「DIEMAS」をクリックします。（赤矢印）
２．施設マイページクリックします。（赤枠）
３．マイページログインが開きます。

〇マイページのショートカット
https://tokyo-touseki-ikai.com/network/mypage/login

3



パソコンで被災状況入力（管理者）

②管理者としてログイン

お問合せ：support@tokyo-touseki-ikai.com

１．必要事項を入力して下さい。（赤枠）
２．ログインをクリックして下さい。（赤矢印）
３．マイページが開きます。

管理者とは施設の代表者として登録されている、
医師、臨床工学技士、看護師、事務のそれぞれ1人を指します。
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パソコンで被災状況入力（管理者）

③被災状況の入力

お問合せ：support@tokyo-touseki-ikai.com

１．「被災状況入力」をクリックして下さい。（青矢印）
２．下図の入力画面が開きます。（図２）
３．必要事項を入力して「送信」を押して下さい。（赤矢印）
４．送信が完了するとメッセージが表示されます。（図３）

図３

図２

図１

災害時には被災状況の入力を必ずして下さい。
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入力項目、
入力内容について
ご不明な場合は
１４ページ以降を
ご確認下さい。



パソコンで被災状況入力（LINE）

①東京都透析医会公式サイト（https://tokyo-touseki-ikai.com）

お問合せ：support@tokyo-touseki-ikai.com

１．公式サイトのメニュー「DIEMAS」をクリックします。（赤矢印）
２．施設マイページクリックします。（赤枠）
３．マイページログインが開きます。

〇マイページのショートカット
https://tokyo-touseki-ikai.com/network/mypage/login
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パソコンで被災状況入力（LINE）

②ＬＩＮＥでログイン

お問合せ：support@tokyo-touseki-ikai.com

１．ログインをクリックして下さい。（赤枠）
２．LINEログイン画面に切り替わります。
３．再度、ログインをクリックします。
４．LINEの情報入力画面に切り替わります。
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パソコンで被災状況入力（LINE）

お問合せ：support@tokyo-touseki-ikai.com

③ＬＩＮＥログイン認証

１．図１もしくは図２の画面が表示されます。
必要に応じて情報を入力して「ログイン」をクリックして下さい。

※ここでの入力はLINEに登録されたメールアドレスとパスワードとなります。

２．場合によっては個人情報取得に関する同意画面（図3）が表示されますので
その際は「承諾」をクリックして下さい。

３．LINE連携登録画面が開きます。（初回のみ）
４．必要事項と「施設認証コード」を入力して「LINE連携登録」をクリックして下さい。
５．マイページが開きます。
※２回目以降は２~４の手順は省略されます。

図１ 図２
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パソコンで被災状況入力（LINE）

③被災状況の入力

お問合せ：support@tokyo-touseki-ikai.com

１．「被災状況入力」をクリックして下さい。（青矢印）
２．下図の入力画面が開きます。（図２）
３．必要事項を入力して「送信」を押して下さい。（赤矢印）
４．送信が完了するとメッセージが表示されます。（図３）

図３

図２

図１

災害時には被災状況の入力を必ずして下さい。
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入力項目、
入力内容について
ご不明な場合は
１４ページ以降を
ご確認下さい。



スマートフォンで被災状況入力（LINE）

お問合せ：support@tokyo-touseki-ikai.com

①ＬＩＮＥで友達追加

１．あらかじめLINEで、QRコード（図1）を読み込み
「東京都透析医会災害対策委員会」を追加して下さい。

２．「友だち」＞「公式アカウント」＞「東京都透析医会災害対策委員会」をタップします。
３．「DIEMASログイン」をタップして下さい。（図３）

図１

図３

LINEアプリのバージョンにより
画面レイアウト、名称が異なる場合があります。
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スマートフォンで被災状況入力（LINE）

お問合せ：support@tokyo-touseki-ikai.com

②ＬＩＮＥでログイン

図１ 図２ 図３

認証コードは施設にあらかじめ郵送配布された
施設ごとの固有の認証コードです。

ご不明な場合は下記までお問合せ下さい。

１．ログインボタンをタップして下さい。（図１）

２．場合によっては個人情報取得に関する同意画面が表示されますので
その際は「承諾」をクリックして下さい。

３．LINE連携登録画面が開きます。（初回のみ）（図２）
４．必要事項と「施設認証コード」を入力して「LINE連携登録」をタップして下さい。
５．マイページが開きます。（図３）
※２回目以降は２~４の手順は省略されます。
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スマートフォンで被災状況入力（LINE）

お問合せ：support@tokyo-touseki-ikai.com

③被災状況の入力

図２

災害時には被災状況の入力を必ずして下さい。

１．メニューから「被災状況入力」をタップすると画面が切り替わります。（図１）
２．必要事項を入力して「送信」を押して下さい。
３．送信が完了するとメッセージが表示されます。（図２）

図１
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スマートフォンでの入力（LINE）

お問合せ：support@tokyo-touseki-ikai.com

④支援要請、患者受入、ボランティアの入力

図１ 図２ 図３

１．支援要請入力（図１）
２．患者受入入力（図２）
３．ボランティア入力（図３）
※各入力画面で必要事項を入力後、「送信」を押して下さい。

入力項目、入力内容についてご不明な場合は
１４ページ以降をご確認下さい。
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被災状況入力詳細

お問合せ：support@tokyo-touseki-ikai.com
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項目名 内容 入力

透析可否 透析治療が可能かお答え下さい。 必須

被災有無 被災の有無をお答え下さい。 必須

被災状況
（建物）

被災がある場合、詳細をお答え下さい。この項目で被災
が無い場合は「被災なし」をご選択下さい。 必須

被災状況
（ライフライン）

被災がある場合、詳細をお答え下さい。この項目で被災
が無い場合は「被災なし」をご選択下さい。 必須

被災状況
（装置）

被災がある場合、詳細をお答え下さい。この項目で被災
が無い場合は「被災なし」をご選択下さい。 必須

CAPDの可否 CAPD患者受入可能かお答え下さい。 必須

CAPD対応装置 CAPD対応装置をお答え下さい。 任意

災害時には被災状況の入力を必ずして下さい。



支援要請入力詳細

お問合せ：support@tokyo-touseki-ikai.com
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項目名 内容 入力

日付 透析を依頼したい日付を入力して下さい。 必須

①患者数（総数） 依頼する患者数（総数）をお答え下さい。 必須

②担送 ①に入力した数のうち担送対象となる人数をお答え下さい。 必須

③護送 ①に入力した数のうち護送対象となる人数をお答え下さい。 必須

患者移動 依頼する患者の移動方法をお答え下さい。 必須

患者移動方法 移動方法の詳細についてお答え下さい。 任意

支援要請が必要でない場合は入力の必要はありません。

複数日の依頼をする場合は日付ごとに入力をお願いします。



患者受入入力詳細

お問合せ：support@tokyo-touseki-ikai.com
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項目名 内容 入力

受入日（日付） 透析患者受入可能な日を入力して下さい。 必須

患者数 受入可能な患者数をお答え下さい。
ゼロの場合は「０」と入力して下さい。 必須

貸出可能日（日付） ベッドと装置のみ貸出可能な日を入力して下さい。 必須

貸出ベッド数（床） ベッドと装置のみ貸出可能な数をお答え下さい。
ゼロの場合は「０」と入力して下さい。 必須

患者受入が不可能な場合は入力の必要はありません。

複数日の受入可能な場合は日付ごとに入力をお願いします。



ボランティア入力詳細

お問合せ：support@tokyo-touseki-ikai.com
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項目名 内容 入力

日付 ボランティアに行ける日付を入力して下さい。 必須

医師（人） 参加可能な人数をお答え下さい。 必須

臨床工学技士（人） 参加可能な人数をお答え下さい。 必須

看護師（人） 参加可能な人数をお答え下さい。 必須

移動方法 参加する医療スタッフの移動手段をお答え下さい。 必須

ボランティア参加が不可能な場合は入力の必要はありません。

複数日の参加が可能な場合は日付ごとに入力をお願いします。



連携入力方法（事前準備）

お問合せ：support@tokyo-touseki-ikai.com
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①入力支援ブックマークの作成
「Google Chromeの場合」

１．「施設マイページ」を開きます。
２．キーボード「Ctrl+Shift+B」を押してブックマークバーを表示して下さい
３．入力支援1のボタンをブックマークバーにドラッグ＆ドロップして下さい。
４．入力支援2も同様の操作（手順3）をして下さい。

一度、ブックマーク登録していただくと
次回以降、この操作は必要ありません。

【日本透析医会災害時情報ネットワークへの連携方法】



連携入力方法

お問合せ：support@tokyo-touseki-ikai.com
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②連携入力を使った医会ネットワークへの書き込み

１．「連携データ出力」をクリックして連携データを作成して下さい。
２．データ作成完了のダイアログが表示されます。
※DIEMASへ被災状況入力がされていない場合はデータは作成されません。

３．「ネットワーク」をクリックして日本透析医会災害時情報ネットワークを開いて下さい。

【日本透析医会災害時情報ネットワークへの連携方法】



連携入力支援

お問合せ：support@tokyo-touseki-ikai.com
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③ネットワークへの書き込み
１．ページが開いたら事前に準備したブックマークの「入力支援1」を

クリックして下さい。（図1・赤矢印）
２．自動で次のページに切り替わります（図２）。

ブックマークの「入力支援2」をクリックして下さい。
３．最終確認画面に切り替わりますので、「登録」をクリックして下さい。

【日本透析医会災害時情報ネットワークとの連携方法】

図２図１

図３


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20

