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メニューボタンの構成
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メニューボタンの構成
画面の下部にはメニューボタンが5つ並んでいます。
それぞれの使い方は以下のとおりです(PCでは画面の左側に表示されます)。

❶ クライアント
 登録しているクライアント一覧の閲覧、各クライアントへの
 操作を行う画面

❷ プログラム・パッケージ
 利用できるプログラムの検索、オリジナルパッケージの
 作成・編集などを行う画面

❸ 新規作成
 クライアント、カルテ、オリジナルパッケージなどを新たに
 追加登録する画面

❹ お知らせ
 クライアントや事務局からの通知を見る画面

❺ アカウント設定
 プロフィールの確認・変更、プラン変更、メールアドレス変更、
 退会などができる画面❶ ❷ ❸ ❹ ❺
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サービスの仕組み
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サービスの仕組み
AZCARE TRACKSでは「クライアント」「カルテ」「パッケージ」「プログラム」が
以下のような階層構造になっています。

パッケージ ❶

プログラム（エクササイズ）

プログラム（レッスン）

プログラム（栄養）

プログラム（生活習慣）

プログラム（記録）

パッケージ ❷カルテ ❷

・主訴、目的
・過去の介入履歴など

・基本情報
・身体データなど

カルテ ❶

クライアント

1対1で
対応
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クライアントに関する操作
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クライアントを新規登録する
以下のいずれかのボタンから登録いただけます。以下のいずれかのボタンから登録いただけます。

招待画面では、基本情報の登録を
「あなた（トレーナー・セラピスト）」
「クライアント自身」のどちらが行うか
を選ぶことができます。

招待画面では、基本情報の登録を
「あなた（トレーナー・セラピスト）」
「クライアント自身」のどちらが行うか
を選ぶことができます。

クライアント ＞ クライアント新規登録 新規作成 ＞ クライアント新規登録

基本情報項目(＊は必須項目)
生年月日*／性別*／身長*／体重*／体脂肪率
／筋肉量／栄養状態アンケート*／胃酸分泌
タイプチェック*／血液検査データ

基本情報項目(＊は必須項目)
生年月日*／性別*／身長*／体重*／体脂肪率
／筋肉量／栄養状態アンケート*／胃酸分泌
タイプチェック*／血液検査データ
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クライアントの基本情報を更新する ①
以下の手順で更新いただけます。以下の手順で更新いただけます。

❶ 該当クライアントを選択 ❷ 「設定」タブ ＞ 基本情報編集
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クライアントの基本情報を編集する ②
以下の項目が更新いただけます。BMI算出に用いられる「身長」「体重」を更新すると、
栄養プログラムの「再提案」が発生する場合があります。（再提案について、詳しくはp.14-15をご覧ください）

更新できる項目
 ・氏名

 ・フリガナ

 ・生年月日

 ・身長

 ・体重

 ・体脂肪率

 ・筋肉量

更新すると栄養プログラムの
「再提案」が発生する場合があります。
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血液検査結果を追加登録する
以下の手順で追加登録いただけます。追加登録すると、栄養プログラムの「再提案」が
発生する場合があります。（再提案について、詳しくはp.14-15をご覧ください）
以下の手順で追加登録いただけます。追加登録すると、栄養プログラムの「再提案」が
発生する場合があります。（再提案について、詳しくはp.14-15をご覧ください）

❶ 「設定」タブ ＞ 血液検査 ❷ 血液検査を登録する

過去の検査結果も
ご覧いただけます
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栄養状態アンケートを追加登録する
以下の手順で追加登録いただけます。追加登録すると、栄養プログラムの「再提案」が
発生する場合があります。（再提案について、詳しくはp.14-15をご覧ください）
以下の手順で追加登録いただけます。追加登録すると、栄養プログラムの「再提案」が
発生する場合があります。（再提案について、詳しくはp.14-15をご覧ください）

❶ 「設定」タブ ＞ 栄養状態アンケート ❷ 栄養状態アンケートを登録する

過去の検査結果も
ご覧いただけます
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胃酸分泌チェックを追加登録する
以下の手順で追加登録いただけます。追加登録すると、栄養プログラムの「再提案」が
発生する場合があります。（再提案について、詳しくはp.14-15をご覧ください）
以下の手順で追加登録いただけます。追加登録すると、栄養プログラムの「再提案」が
発生する場合があります。（再提案について、詳しくはp.14-15をご覧ください）

❶ 「設定」タブ ＞ 胃酸分泌チェック ❷ 胃酸分泌タイプを登録する

過去の検査結果も
ご覧いただけます
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栄養プログラムの「再提案」 ①
栄養状態に関するデータを更新すると、現在提供している栄養プログラムに対し
「再提案」が発生する場合があります。再提案が発生すると、再提案された内容を採用
するか、現在提供している内容を引き続き採用するか選択いただけます。

 ・身長

 ・体重

 ・血液検査

 ・栄養状態アンケート

 ・胃酸分泌タイプ

更新

再提案は、更新されたデータ、現在提供され
ているプログラムなどを考慮し、特定の条件
を満たした場合にのみ発生します。
データの更新を行うと必ず再提案が発生する
わけではありませんのでご注意ください。

再提案内容の確認・採用再提案に関連するデータ
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栄養プログラムの「再提案」 ②
クライアントに「体重」の記録プログラムを提供している場合、クライアントの記録に
よってBMIが閾値を超えると再提案が発生する場合があります。クライアントの記録に
よる再提案は「お知らせ」画面に届きます。

クライアントが体重を記録 再提案の通知が届く

通知をクリックすると
再提案内容の確認・採用が
できる画面に移動します
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クライアントを削除する
以下の手順で削除いただけます。削除したクライアントの情報、カルテ、パッケージは
全て削除され復元できませんので注意してください。

❶ 削除するクライアントを選択 ❷ 「設定」タブ ＞ クライアントの削除
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クライアントをアーカイブする
現在は介入を行っていないものの、今後再開の可能性があるクライアントを
一時的に一覧から非表示（アーカイブ）することが可能です。該当クライアントの
カルテが全て停止中（または削除）でなければアーカイブは行えません。
※アーカイブを行っても、プランのクライアント登録数の空き枠は増えませんのでご注意ください。

クライアント一覧には
表示されなくなります

アーカイブしたクライアント
一覧はこちらから確認できます。
アーカイブの解除もここから
該当のクライアントを選択する
ことで可能です。
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カルテに関する操作

18



カルテとは？
主訴、目的、過去に行った介入履歴などを登録して作成する診療記録です。
カルテは「主訴」ごとに作成し、1人のクライアントに最大99件まで登録することが
できます。

・主訴（カルテ名）
 クライアントの悩みや目標を自由入力します。
 クライアントに提供するプログラムにも
 表示されますので、わかりやすく入力してください。
 例）疲れがとれない

・目的
 4カテゴリ、200以上の項目から選択いただけます。
 この選択をもとに、推奨プログラムが出力されます。
 選べる項目については利用ガイド別紙「目的一覧」をご参照ください。
 例）慢性疲労

・受傷機点・所感など
 カルテの内容はクライアントにも共有されますが、「受傷起点・所感など」は
 クライアントには表示されません。率直に入力いただけます。

・発症時期

・画像、ファイル

・過去に行った介入履歴

必須

必須

カルテに登録できる項目
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カルテを新規作成する
以下のいずれかのボタンから登録いただけます。以下のいずれかのボタンから登録いただけます。

該当クライアント選択 
＞ 「カルテ」タブ ＞ カルテ新規作成

該当クライアント選択 
＞ 「カルテ」タブ ＞ カルテ新規作成

新規作成 ＞ カルテ作成
(次の画面で作成するクライアントを選択)
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カルテを下書きする
作成途中のカルテは「下書き保存」することも可能です。
下書き保存中のカルテはクライアントに公開されず、パッケージの提供はできません。
作成途中のカルテは「下書き保存」することも可能です。
下書き保存中のカルテはクライアントに公開されず、パッケージの提供はできません。
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カルテを編集する
作成済み（または下書き）のカルテは以下のボタンから編集いただけます。
カルテ作成後は、目的の変更はできません。別の目的を選択したい場合は
カルテを新しく作成してください。

カルテ作成後は
目的の変更はできません
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カルテを停止する
カルテ一覧から「停止ボタン」を押すことでカルテを停止することができます。
カルテを停止すると、カルテに対して提供されているパッケージも停止されます。

カルテのステータスが
「停止中」に

提供していたパッケージも
「停止中」に停止ボタン
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カルテを再開する
カルテ一覧から「再開ボタン」を押すことでカルテを再開することができます。カルテを
再開しても、カルテに対して提供されているパッケージは自動で再開されません。

カルテのステータスが
「進行中」に

提供していたパッケージは
「停止中」のまま再開ボタン

※カルテの停止は「主訴に対する介入がいったん終了した」ときに行いますので、再開する際に停止中パッケージの内容が
　クライアントの現状にあった内容となっているか確認のうえ、手動で再開していただくために、自動再開を行わない仕様としています。
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カルテを削除する
停止中のカルテは一覧から削除することが可能です。

クライアントへの介入履歴の保存の観点から、カルテの削除は推奨しておりません。クライアントに同じ主訴が
再度発生した場合、「カルテを再開」することで履歴を持ったまま再度介入できますが、削除するとデータの復元、
再開はできません。基本的には「カルテの停止」機能の使用をおすすめします。
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パッケージに関する操作
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パッケージとは？
カルテ（＝主訴）に対して提供する、エクササイズ・レッスン・栄養・生活習慣・
記録プログラムの一式をパッケージと呼びます。

提供

エクササイズ

レッスン

栄養

生活習慣

記録

パッケージ（プログラム一式）

カルテ
＝主訴
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パッケージを新規作成する ①
以下のいずれかのボタンから作成いただけます。以下のいずれかのボタンから作成いただけます。

該当クライアント選択 
＞ 「カルテ」タブ ＞ パッケージ「作成する」

該当クライアント選択 
＞ 「カルテ」タブ ＞ カルテ新規作成

新規作成 ＞ パッケージ作成・提供
(次の画面で作成するクライアント・カルテを選択)
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パッケージを新規作成する ②
パッケージの作成方法は「AZCARE提供パッケージ」「オリジナルパッケージ」
から選択いただけます。

AZCARE提供パッケージ
身体データ、栄養状態データ、目的をもとに、
AZCAREが推奨するパッケージが出力されます。
推奨パッケージをクライアントに合わせカスタマイズし
提供いただけます。

作成済みのオリジナルパッケージ
ご自身でプログラムを組み合わせ作成した、
オリジナルパッケージをベースに、カスタマイズして
提供いただけます。
（オリジナルパッケージについてはp.35-36参照）
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パッケージを下書きする
作成途中のパッケージは下書き保存が可能です。下書き中のパッケージは
クライアントに提供されません。
作成途中のパッケージは下書き保存が可能です。下書き中のパッケージは
クライアントに提供されません。
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パッケージを編集する
作成済（または下書き）のパッケージは以下のいずれかのボタンから編集可能です。作成済（または下書き）のパッケージは以下のいずれかのボタンから編集可能です。

「カルテ」タブ ＞ パッケージ「編集する」 「パッケージ」タブ ＞「編集する」
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パッケージを停止する
進行中のパッケージは、パッケージ一覧の「停止」ボタンから停止いただけます。
該当パッケージで提供中のプログラムは停止され、クライアントに表示されなくなります。
他のパッケージから提供しているプログラムは引き続き提供されます。

停止していないパッケージは
引き続き提供

停止したパッケージ

停止ボタン
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パッケージを再開する
停止中のパッケージは、パッケージ一覧の「再開」ボタンから再開いただけます。
再開ボタンを押すと、パッケージの内容を確認する画面に移動し、確認後
提供いただけます。

再開ボタン
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パッケージを削除する
停止中のパッケージは、以下のボタンから削除いただけます。パッケージを削除すると、その
パッケージに登録されていたプログラムは全て削除され、クライアントへの提供も停止されます。
該当カルテのパッケージは「提供前」の状態になり、再度作成し提供することも可能です。
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保存したオリジナルパッケージは
プログラム・パッケージ画面 ＞「オリジナルパッケージ一覧」から確認いただけます。

オリジナルパッケージとして保存する
カスタマイズを加えて提供したパッケージを「オリジナルパッケージ」として保存することが
できます。保存することで、他のクライアントやカルテに対してもカスタマイズ済みのパッケージを
流用できるようになります。提供完了画面に案内が表示されますので、わかりやすい名前をつけて
保存してください。
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オリジナルパッケージを作成する
全プログラムの一覧から、必要なプログラムを選んでオリジナルパッケージを新たに
作成することも可能です。
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プログラムに関する操作
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パッケージにプログラムを追加する
パッケージ編集画面の「＋（プログラム）を追加する」のボタンから追加いただけます。
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プログラムの詳細設定を変更する
各プログラムの「編集する」ボタンから詳細設定を変更いただけます。
実施頻度、エクササイズ負荷や栄養摂取量などに加え、プログラムに対して
クライアントに表示する「コメント」も設定いただけます。

コメントは必須ではありませんが、例外
や補足事項など、クライアントが迷わず
実施登録できるように入力することを
おすすめいたします。
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プログラムの実施頻度の設定について
エクササイズ、レッスン、生活習慣、記録プログラムは「3日に1回」のように間をあけて実施
するよう提供可能です。クライアントは、その日にプログラムを行わない（後日行う予定）の場合は、

「今日は行わない」をクリックして送信することで、その日はプログラムを消化したことになり、
達成率に反映されます。

3日に1回行うプログラムで、1日目、2日目に「今日は行わない」を
選択した場合、3日目は「今日は行わない」を選択できない
状態になります。

クリック

（なお、栄養プログラムは毎日実施が前提となっており、
頻度は「毎食」「毎食＋間食」から選択いただけます）
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プログラムの重複について
エクササイズ、栄養、記録プログラムは、複数のパッケージから重複して提供すること
ができません。すでに他パッケージで提供中のプログラムがある場合は、
どちらのパッケージから提供するか選択するよう案内されます。

以下のプログラムは、パッケージ間で重複して提供可能です。
①生活習慣プログラム

②記録プログラム「症状の度合い」

同時に提供可能
※レッスンプログラムはトレーナーが自由にプレイリスト、
　ビデオを組み合わせ可能なため、「重複」の確認はシステム上行われません。

他パッケージで、すでに「カテゴリー1の摂取」を
提供している状態で、新たなカルテに対して、
AZCARE提供パッケージを出力した場合

同時に提供可能

例外
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オリジナルプログラム
に関する操作
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オリジナルプログラムについて
オリジナルプログラムとは、AZCARE提供プログラムとは別に、
トレーナー・セラピスト様が自由にカスタマイズできるプログラムです。
設定できる項目は、各ジャンルによって異なります。

・エクササイズ名
・エクササイズ英語名
・動画埋込 / サムネイル画像
・ターゲット
・目的
・スタートポジション
・動作の手順
・注意点

・プログラム名
・画像
・概要・目的
・摂取タイミング
・主な効果、働き
・注意点

・プログラム名
・単位

・プログラム名
エクササイズ

・ビデオを自由に組み合わせた
「オリジナルプレイリスト」の作成

レッスン

栄養

記録

生活習慣

作成したオリジナルプログラムは
プログラム・パッケージ画面 ＞「オリジナルプログラム一覧」から確認いただけます。

オリジナルプログラムで設定できる項目
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オリジナルプログラムを作成する
以下のボタンから作成いただけます。
エクササイズ名を入力後、「動画を埋め込む」「画像のみを登録する」のいずれかを
選択してください。
動画を埋め込む場合、YouTubeもしくはVimeoの動画IDをご入力ください。

新規作成 ＞ オリジナルプログラム作成 ＞ エクササイズ

エクササイズ
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動画・サムネイル画像を登録後、
ターゲット、目的、スタートポジション、動作の手順、注意点を入力してください。

オリジナルプログラムを作成する エクササイズ

複数登録可能

複数登録可能

複数登録可能

複数登録可能
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オリジナルプログラムを作成する エクササイズ

新規作成 ＞ オリジナルプログラム作成 ＞ エクササイズ ＞ 入力内容確認

動画の埋め込みを確認

動画を埋め込む際は、入力内容確認画面でサムネイル画像
が正しく表示されているか必ずご確認ください。
表示されていない場合、YouTube / Vimeo側の公開設定
を下記の通りに変更する必要がございます。

YouTube
・動画の詳細ページで公開設定を
 「公開」もしくは「限定公開」で登録

Vimeo
・一般設定のプライバシー部分で、埋め込み許可を
 「すべてのサイト」で登録、もしくは「特定のドメイン」で
   登録し、「azcare-tracks.jp」を追加

サムネイル画像が
表示されているか
必ずご確認ください
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以下の手順で作成いただけます。

プログラム提供時に選択可能に

レッスンのオリジナルプログラムでは、AZCARE提供の700本以上のビデオを自由に
組み合わせ、オリジナルの「プレイリスト」を作成します。プログラム提供時、プレイ
リスト一覧を準備する際に選択可能となります。

新規作成 ＞ オリジナルプログラム作成 ＞ レッスン

オリジナルプログラムを作成する レッスン
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以下の手順で作成いただけます。

新規作成 ＞ オリジナルプログラム作成 ＞ 栄養

オリジナルプログラムを作成する 栄養
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プログラム名のみ登録可能 プログラム名と単位が登録可能
登録後に単位の変更はできません

新規作成
 ＞ オリジナルプログラム作成 ＞ 生活習慣

新規作成
 ＞ オリジナルプログラム作成 ＞ 記録

オリジナルプログラムを作成する 生活習慣 記録

以下の手順で作成いただけます。
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オリジナルプログラム編集・削除

削除時は、プログラムを採用している全てのパッケージから削除されます。
削除後にプログラムを戻すことはできませんので、ご注意ください。

プログラム・パッケージ ＞ オリジナルプログラム一覧

オリジナルプログラムも、AZCARE提供プログラムと同様に編集・削除が可能です。
「プログラム・パッケージ ＞ オリジナルプログラム一覧」から操作いただけます。
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オリジナルプログラム編集 

YouTubeやVimeoでサムネイル画像を変更した場合、
オリジナルエクササイズのサムネイル画像は自動で変更されません。

サムネイル画像を変更する際は、
YouTube/Vimeoで変更手続き後、
エクササイズ編集画面から、登録内容を変えずに保存してください。
（編集画面→入力内容確認→保存）

なお、変更反映まで時間がかかる場合がございます。
変更が反映されない場合、しばらく時間をおいてからご確認ください。

エクササイズのサムネイル画像を更新する
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印刷に関する操作
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印刷機能について
AZCARE TRACKSでは下記のページに印刷ボタンを設置しております。
必要に応じて印刷機能をご利用ください。
正常に印刷されない場合、ブラウザやご利用端末の印刷設定をご確認ください。

・クライアント詳細

・クライアント実施状況一覧

・カルテ詳細

・プログラム詳細

印刷時のブラウザはGoogle Chromeを推奨します。
Internet Explorerで印刷する場合は、
印刷設定画面で「背景の色とイメージを印刷する」にチェックを入れてください。

印刷できるページ
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印刷ページ - クライアント詳細
下記ボタンから印刷可能です。
クライアント氏名、基本情報、血液検査、胃酸分泌タイプ、栄養状態アンケート
が記載された状態で印刷できます。
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クライアント ＞ 設定タブ ＞ クライアント情報の印刷



印刷ページ - 実施状況一覧、カルテ詳細
クライアント詳細ページの設定から印刷可能です。
クライアント氏名、基本情報、血液検査、栄養状態アンケート、胃酸分泌チェック
がまとめて印刷可能です。　
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クライアント ＞ カルテ ＞ カルテ詳細クライアント ＞ 実施状況



印刷ページ - 各プログラム詳細
各プログラムの詳細ページ（別タブで開くページ）を開き、
ページ左上の「印刷用のページを表示」ボタンを押して印刷してください。
各プログラム詳細に加え、栄養の調味料ページと摂取量ページも印刷可能です。

エクササイズ詳細ページ 摂取量についてのページ
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その他の操作
（プラン変更・退会など）
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その他の操作
ご自身のアカウントに関する操作は「アカウント設定」ボタンより
行っていただけます。

主な注意事項

・ 氏名などのプロフィール情報を変更いただけます。
 クライアント向けに、氏名とは別の表示名（施設名や屋号など）を
 指定いただくことも可能です。

・ プランのダウングレード（料金が低いプランへの変更）は登録
 しているクライアントが、ダウングレード後のプランよりも多い
 時は受付できません。事前にクライアントを削除のうえ、申し込み
 してください。

・ 無料プランへのダウングレード、または退会すると、クライアント・
 カルテ・パッケージなど全ての情報が削除され、復元はできません
 のでご注意ください。
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