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2018年 7月 28日 機能更新のお知らせ 

1. ホーム画面のデザイン変更 

2. 手技/動画講義閲覧の機能改善 

 一覧ページの追加 

 診療科の追加 

 手技 IDの追加 

3. お気に入り機能の追加 

4. 利用者ツールを「マイメニュー」に再設計 

5. プロファイル機能の追加 

6. チェックリスト機能の改善 

7. 課題管理機能の改善 

8. PDF作成機能の改善 

9. 検索機能の改善 

 

＜詳細＞ 

1. ホーム画面のデザイン変更 

ホーム画面のデザインを全体的に見直します。また、一部の機能へのアクセス方法が変更になるため、メ

ニュー構造も一部変更します。 

 
主な変更点は次のとおりです。 
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① 手技/動画講義の一覧表示方法の変更 
ホーム画面では、カテゴリー、診療科、レベルなど分類項目の目次のみを表示します。すべての手

技/動画講義は、項目をクリックすると表示される手技/動画講義一覧ページでご確認いただけま

す。 

   

 

② お知らせの折りたたみ 

お知らせ項目をデフォルトでは 3つまで表示し、4つ以上あ

る場合は表示を折りたたんで表示します。「全て表示」をク

リックするとすべての項目へのリンクを表示できます。 

③ 「よくある質問」の追加 
よくお寄せいただく質問に関する情報へのリンクを表示しま

す。このエリアにはエルゼビアが提供する項目のみが表示さ

れ、ご利用施設でカスタマイズすることはできません。な

お、このエリアは指導者以上の権限を持つユーザーのみに表

示されます。 
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④ 「マイメニュー」エリアの追加 
未完了の課題などアクションが必要な項目や、マイページへ

のリンク、お気に入りなど、よく使う項目へのリンクを表示

します。 

 課題/動画講義課題の一覧 

進行中の課題のうち、未完了のものが表示されます。課

題名の右側に、課題の必須項目がアイコンで表示されま

す。 

 お気に入り 

新しく提供される「お気に入り」機能で「お気に入り」

に追加した手技と動画講義の一覧を表示します。「お気

に入りの管理」をクリックすると「マイページ」に移動

し、一覧から手技や動画講義の削除などができます。 

 マイページに移動 

以前のバージョンの「利用者ツール」を再設計し、「マ

イページ」に情報を集約します。マイページでは、進行

中の課題、最近の学習履歴、お気に入り、などを一覧で

表示します。 

使用方法についての詳細は、利用ガイド「利用者編」をご参照ください。 

2. 手技/動画講義閲覧の機能改善 

① 一覧ページの追加 

手技および動画講義の一覧ページを新たに提供します。一覧ページには、次のどれかの方法でアク

セスできます。 

 ホーム画面のコンテンツ目次でカテゴリー、診療科、レベルなどの分類項目をクリックする 

 ホーム画面でコンテンツ検索を実行する 

 「手技」または「動画講義」メニューの「検索」から分類項目を選択する 
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一覧ページでは、次のような操作ができます。 

 タブを切り替え、分類項目から手技や動画講義を探す 

 検索ボックスを使用し、キーワードで手技や動画講義を探す 

 手技および動画講義の IDを参照する 

 ノートがある手技をアイコンで見つける 

 手技や動画講義をお気に入りに入れたり、お気に入りから外したりする 

 

使用方法についての詳細は、利用ガイド「利用者編」をご参照ください。 

 

② 診療科の追加 
手技の分類項目に「診療科」を追加します。従来の「分野」や「カテゴリー」と同様、エルゼビア

手技にはあらかじめ診療科が割り当てられています。また、施設で独自の診療科を追加したり、診

療科内での手技の並び順を変更したりできます。 
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診療科のカスタマイズや手技の並び順変更の方法について詳細は、利用ガイド「コンテンツ管理

編」をご参照ください。 

③ 手技 ID、動画講義 IDの追加 

ホーム画面で表示していた従来の手技番号を廃止し、一意の IDを手技と動画講義に割り当てます。

これにより、手技や動画講義の並び順が変更されたり、カスタマイズやバージョンアップで名前が

変わった場合でも、確実に手技を特定できるようになります。また、手技や動画講義バージョンが

更新されても、IDは変更されません。（エルゼビアによる変更の場合を除きます。） 

IDは手技・動画講義の一覧ページと手技・動画講義のページに表示されます。また、手技の PDF

作成時にはヘッダーに手技 IDが含まれます。 

IDの割り当て方法は手技のタイプによって異なります。いずれの IDも施設では変更できません。 

タイプ 例 説明 

エルゼビア手技 GEN-0012 エルゼビアによって割り当てられます。 

カスタマイズ手技 GEN-0012-C 基になるエルゼビア手技の IDの末尾に「-C」

を追加した IDが割り当てられます。 

施設作成手技 5011-S0027 手技の作成時に自動的に割り当てられます。 

動画講義 CPDAAA013 エルゼビアによって割り当てられます。 

バージョン更新と手技 IDについて詳細は、利用ガイド「コンテンツ管理編」をご参照ください。 
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3. お気に入り機能の追加 

よくアクセスする手技と動画講義を、個人用のリストに登録する機能です。お気に入りリストに登

録しておくと、ホーム画面または「マイページ」からすばやくアクセスできます。 

① お気に入りリストに入れる 
次のどちらかの場所で☆アイコンをクリックします。 

お気に入りリストに追加されると、☆アイコンの色がオレンジ色に変わります。 

手技・動画講義一覧ページ 

手技・動画講義詳細画面 

② お気に入りリストから削除する 
上記の画面でオレンジ色の☆アイコンをクリックするか、マイページのお気に入り一覧で「✕」を

クリックします。 
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使用方法について詳細は、利用ガイド「利用者編」も併せてご参照ください。 

4. 利用者ツールを「マイページ」に再設計 

「利用者ツール」を「マイページ」に再設計し、必要なアクションを分かりやすく表示します。 

マイページでは、課題の実施状況や最近の学習状況を一覧で確認したり、お気に入りの管理ができます。

また、それぞれのセクションにあるリンクから、課題や学習状況、手技や動画講義の利用状況の詳細にア

クセスできます。 

    

使用方法について詳細は、利用ガイド「利用者編」をご参照ください。 

  

課題進行状況の概要を色で表示 

緑: 完了 

オレンジ: 実施中 

赤: 未着手 

 

課題名をクリックすると課題の

詳細に移動し、課題項目の実施に

進めます。 

 

 

 
最近の学習履歴を表示 

「すべての学習履歴を見る」

をクリックすると、全履歴の

確認画面に移動します。 

 

お気に入りの管理 

お気に入りに登録した手技、

動画講義を一覧表示します。 

また、手技と動画講義の検索

画面、検索履歴、アクセス利益

へのリンクがあります。 
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5. プロファイル機能の追加 

プロファイルは、施設のユーザーが自身の資格や経歴情報などを管理するユーザー入力型のツールです。 

 資格の名称と取得日を記録し、関連する証明書、書類、写真、レポートなどを添付書類として保管で

きます。 

 入力した資格/経歴情報は、入力したユーザー自身以外には、施設の管理者と責任者に公開されます。 

 施設の管理者と責任者は、「施設管理」メニューの「プロファイル検索」から、施設ユーザーの資格や

経歴を検索できます。また、証明書やレポートなどの添付ファイルをダウンロードできます 

 

① 資格/経歴の入力方法 
1. 「マイメニュー」から「プロファイル」を選択し、表示される画面で、「資格/経歴を追加す

る」をクリックします。 

 

2. 表示される入力画面に資格や経歴の名称、取得日などを入力し、「ファイル選択」から証明書や

レポートなどのファイルをアップロードして「追加」をクリックします。 
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 複数のファイルをアップロードできます。アップロードしたファイルを削除する場合は、右

側の「×」アイコンをクリックします。 

 アップロードできるファイルの種類は、PNG、JPG、JPEG、GIF、PDF、DOC、DOCX、

XLS、XLSX、PPT、PPTX、TXTです。 

② 資格/経歴の検索方法（管理者、責任者） 
1. 「施設管理」から「プロファイル検索」をクリックします。 

2. 探したい資格や経歴、ユーザーの名前などを「キーワード」に入力し、「検索」をクリックしま

す。 

「添付ファイル有のみ」をチェックすると、添付ファイルが登録されている情報のみを検索しま

す。 

 

3. ユーザー名をクリックすると、詳細を表示します。 

クリップの形のアイコンをクリックすると、登録されている添付ファイルをダウンロードできま

す。 
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ユーザーのプロファイル入力方法について詳細は、利用ガイド「利用者編」をご参照ください。 

管理者、責任者によるプロファイル検索の方法について詳細は、利用ガイド「施設管理編」をご参照くだ

さい。 

6. チェックリスト機能の改善 

① 課題のチェックリスト自己評価の状況をより詳しく表示 

課題のチェックリストで自己評価を入力する際、「記入中」と「記入済み」の状況を区別できるよう

になります。 

課題の受講者がチェックリスト入力画面で「状況」から「記入中」と「記入済み」のどちらかを選

択して「保存」をクリックすると、入力内容とともに状況が保存されます。 
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評価者の画面では、「自己評価」のドロップダウンボックスで「記入済み」「記入中」「未記入」の状

況を選択して絞り込みができます。 

 

 今回の機能改善の日付（2018年 7月 28日）より前に入力された自己評価の状況は、「記入済

み」のまま変更ありません。 

 今回の機能改善の日付より前に開始し、現在も進行中の課題では、入力済みの自己評価の状況は

「記入中」に変わります。現在進行中の課題があり、チェックリストが項目に含まれている場合

は、受講者にチェックリストの状況を確認および更新するようご連絡ください。 

② エクスポートするファイルを分かりやすいフォーマットに改善 
課題名、手技、ユーザー、評価内容を 1行ずつに収め、データベースのような集計しやすいフォー

マットに変更します。 
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③ チェックリストまとめの改善 
「チェックリストまとめ」を作成する際、「SummaryReport」という名前の全体要約ファイルを追

加で作成します。手技ごとに、各項目のレベルごとの人数を一覧で確認できます。 

 

また、ユーザー別のレポートも、確認と集計がしやすい形式に変更します。 
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7. 課題管理機能の改善 

手技課題、動画講義課題で次の機能を改善します。 

① フォルダ機能の追加 

フォルダを作成して課題を整理できます。フォルダ内で課題の並べ替えも可能です。課題の数が多

い場合に便利な機能です。 

フォルダの作成、編集、削除と、課題のフォルダへの移動、課題をフォルダから戻す操作は施設管

理者、責任者（有）および責任者の権限で利用できる機能です。使用方法についての詳細は、利用

ガイド「管理ツール編」をご参照ください。 

② 折りたたみ表示 

課題管理部門やチェックリスト評価者の数が多い場合、折りたたんで表示します。「すべて表示」を

クリックすると、すべての課題管理部門やチェックリスト評価者を表示できます。 

 

8. PDF作成機能の改善 

次の機能を追加します。 

 オリジナルカテゴリーと診療科による手技の絞り込み 

 PDF作成履歴ページに、連続して PDFを作成するためのボタンを追加 

 ページのヘッダーに手技名と手技 IDを表示 
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また、次の部分で表示をわかりやすく改善します。 

 ダウンロード済みの PDFを一目で判断判断できるよう、リンクの色を変更 

 生成される PDF内でテキストの斜体属性を使用しない 

 ノートを各手技の先頭に配置する 

9. 検索機能の改善 

① ノートの検索 

コンテンツ検索で、「ノート」タブに入力したテキストデータを検索対象に含めます。ただし、画像

や添付ファイルの内容は検索対象にはなりません。 

② 手技管理画面 
「手技名」のあいまい検索が可能になります。指定したキーワードに完全に一致しないパターンも

検出されるため、名称を正確に覚えていない場合などに便利な機能です。 
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