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PATIENT2 アプリの使用についてサポート
が必要な場合は、医療従事者または販売
元にお問い合わせください。 

iCare PATIENT2 を使用する前に、このク
イックガイドをお読みください。ステップ
ごとに手順を実行します。



3

Android 用 PATIENT2  
クイックガイド

iCare PATIENT2 がインストールされたモバイ
ル機器の時間と日付が正しく設定されている
か確認してください。

測定する前に、眼圧計の時刻を眼圧計の設定
から手動で、または眼圧計を iCare PATIENT2 
または iCare EXPORT に接続して自動で更新

してください。

患者は、iCare PATIENT2 を使用して各自の眼圧測定値を閲覧、およ
び結果を iCare CLINIC または iCare CLOUD に転送することができま
す。医療従事者は、iCare PATIENT2をiCare CLINICに眼圧測定値を転
送するために使用できます。

Android 用  |



43 4iCare PATIENT2 の使用を開始する Android 用  |1

2 53 4

iCare PATIENT2 を Google Play から
ダウンロードします。

［アプリの使用を開始する］ START 
USING THE APP ボタンを押します。

お住まいの地域を選択してください。
眼圧データの保存先を選択します。

下にスクロールして利用規約を読み、
同意します。

眼圧計のモデルを選択してください。

1

2

3

4

5
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ペアリング方法を選択してください。

お使いのスマートフォンで［設定］に移
動し、Bluetooth をオンに切り替えます。

眼圧計のBluetoothはデフォルトでオ
ンです。そうでない場合は、「眼圧計の
Bluetoothをオンにする」の章を参照し
てください。ペアリングを続行するため
に、モバイル機器のプロンプトによる要
求を許可します。

眼圧計のシリアル番号のある眼圧計を
タップします。PAIR TONOMETER （眼圧
計のペアリング）をタップします。

1

2

4

3

Android 用  |2 Bluetoothで眼圧計をペアリングし、測定値を転送する

41 3

注記!以前にUSB ケーブルで眼圧計
をペアリングしていて、Bluetoothを
使用したい場合は、再度ペアリング
する必要があります。
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眼圧計に表示される PIN コードを
入力します。OK をタップします。  

これで、眼圧計はペアリングを完了
しました。CONTINUE （継続）をタッ
プします。 

これで、アプリ の使用を開始する
準備が整いました。眼圧を測定し
た後、 ［同期］ SYNC をタップする
と、測定結果をクラウドに転送で 
きます。

5

6

7

5

Android 用  |

5 6 7



7

USBケーブル をタップします。

測定後、お使いの眼圧計を付属の 
USB ケーブルを使用して、モバイル機
器に接続します。必要に応じて、付属
のアダプターを使用してください。 

測定データは自動的に転送されます。

測定値の転送が完了したら、USB ケー
ブルを外します。

1

2

3

Android 用  |3 USBで眼圧計をペアリングし、測定値を転送する

1 32

4



84 ログイン

iCare 認証情報でログインします。 

［計測］ MEASUREMENT をタップして、眼圧
測定値を表示します。 

1

2

2

Android 用  |

1

注記!iCare 認証情報の取得方法についての
詳細は、眼圧計に付属の「スタートガイド」を
ご覧ください。



9グラフ・テーブル機能

設定 

選択した測定値

測定日時

グラフ目盛りは  から調
節できます

黒色インジケーターは  グ
ラフ目盛り外の測定値を示
します

グラフまたはメニューをスクロー
ルすると、前または次の測測定値
が表示されます

各測定結果を表示するには、画面
上部のメニューを下にスクロール
するか、グラフの点をタップします

タッチ画面を2本の指で挟み、ズー
ムインすると眼圧測定結果を拡大
できます。ズームアウトすると、グラ
フ全体が表示されます。

5

1

Android 用  |

タップすると       、グラフ目盛り外
の測定値が表示されます

選択した測定値



109 Android 用  |

表 をタップすると、測定データがリ
スト形式で表示されます

 をタップすると、測定品質が表
示されます

リストをスクロールします

 から日付を選択します

グラフを横向きに表示するにはモ
バイル機器を回転させます
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iOS 用 PATIENT 2 クイック
ガイド

iOS 用 |

iCare PATIENT2 がインストールされたモバイ
ル機器の時間と日付が正しく設定されている
か確認してください。

測定する前に、眼圧計の時刻を眼圧計の設定
から手動で、または眼圧計を iCare PATIENT2 
または iCare EXPORT に接続して自動で更新

してください。

患者は、iCare PATIENT2 を使用して各自の眼圧測定値を閲覧、およ
び結果を iCare CLINIC または iCare CLOUD に転送することができま
す。医療従事者は、iCare PATIENT2をiCare CLINICに眼圧測定値を転
送するために使用できます。
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iCare PATIENT2 アプリを App Store 
からダウンロードします。

［アプリの使用を開始する］ START 
USING THE APP ボタンを押します。

お住まいの地域を選択してください。
眼圧データの保存先を選択します。

下にスクロールして利用規約を読み、
同意します。

1

2

3

4

iCare PATIENT2 の使用を開始する

42 3

iOS 用 |



132 眼圧計をモバイル機器にペアリングする

3a 3b 4 眼圧計のBluetoothはデフォルトでオ
ンです。そうでない場合は、手順の「
眼圧計のBluetoothをオンにする」の
章を参照してください。

モバイル機器の設定から、Bluetooth
をオンにします。

SCAN DEVICES （デバイスのス
キャン）をタップします。アプリが 
Bluetooth の使用許可を求めてきた
場合は、［OK］をタップします。

シリアル番号のある眼圧計をタップ
します。 

PAIR TONOMETER （眼圧計のペアリ
ング）をタップします。

1

2

3

4

5

iOS 用 |



14iOS 用 |

眼圧計に表示される PIN コードを
入力します。ペア をタップします。

これで、眼圧計はペアリングを完了
しました。CONTINUE （継続）をタッ
プします。

これで、アプリ の使用を開始する準
備が整いました。

6

7

8

6 7 8
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1 b 眼圧を測定した後、 ［同期］ SYNC 
をタップすると、測定結果をクラウ
ドに転送できます。

1

iOS 用 |3 測定値の転送とログイン

1 a
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2 3 iCare 認証情報でログインします。 

［計測］ MEASUREMENT ををタ
ップして、IOP 計測履歴を表示し
ます。

2

3

iOS 用 |

注記!iCare 認証情報の取得方法
についての詳細は、眼圧計に付
属の「スタートガイド」をご覧くだ
さい。



17iOS 用 |4 グラフ・テーブル機能

設定 

選択した測定値

測定日時

グラフ目盛りは  から調
節できます

黒色インジケーターは  グ
ラフ目盛り外の測定値を示
します

グラフまたはメニューをスクロー
ルすると、前または次の測測定値
が表示されます

各測定結果を表示するには、画面
上部のメニューを下にスクロール
するか、グラフの点をタップします

タッチ画面を2本の指で挟み、ズー
ムインすると眼圧測定結果を拡大
できます。ズームアウトすると、グ
ラフ全体が表示されます。

1

タップすると、グラフ目盛り外の測
定値が表示されます

選択した測定値



18iOS 用 |

表 をタップすると、測定デー 
タがリスト形式で表示されます

 をタップすると、測定品質が表
示されます

リストをスクロールします

 から日付を選択します

グラフを横向きに表示するにはモ
バイル機器を回転させます
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このパンフレットに記載の製品、サービスまたは提供内容のすべてが、すべての市場で承認または提供されているわけではありません。また承認されたラベルと指示は、  
国によって異なる場合があります。製品の仕様は、継続的な技術開発の結果により、設計及び提供内容が変更される場合があります。

19眼圧計のBluetoothをオンにする

  を押すと、眼圧計はオンになります。

 を押し、 SETTING （設定）を表示させ、 
  を押します。

Bluetooth がオフの場合は、  を押して
［BLUETOOTH］メニューにします。

 を押し、［電源オン］ TURN ON を表示させ、  
 を押します。

1

2

3

4

5

この手順では、眼圧計を
縦状態のままにします。

お使いの眼圧計の Bluetooth は、工場出荷時の初
期設定はオンになっています。眼圧計の Bluetooth 
がオンになっているか確認したい場合、もしくは
Bluetoothをオンにしたい場合は、下の手順に従って
ください。
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EXPORT クイックガイド

1 iCare EXPORT をダウンロードしてセットアップする 22

2 USB ケーブルを使用して測定値を送信する 24

3 Bluetooth を使用して測定値を送信する 25

EXPORT の使用についてサポートが必要
な場合は、医療従事者または販売元にお
問い合わせください。 測定する前に、眼圧計の時刻を眼圧計の設定から手動で、または

眼圧計を iCare PATIENT2 または iCare EXPORT に接続して自動で
更新してください。

眼圧計が医療従事者の iCare CLINIC アカウントに登録されていない場合、眼
圧測定データを iCare CLOUDのプライベートアカウントに保存できます。プラ
イベートアカウントのセットアップ方法についての詳細は、眼圧計キャリーケ
ースにある「スタートガイド」をご覧ください。

iCare EXPORT を使用する前に、この
クイックガイドをお読みください。 
ステップごとに手順を実行します。

iCare EXPORT の使用時、コンピューターの時刻と日付が正しく設
定されているか確認してください。

ステップ ページ



22iCare EXPORT をダウンロードしてセットアップする1

下記のウェブサイトから iCare 
EXPORT をダウンロードしてくだ
さい: 
https://www.icare-world.com/
apps/export/. 

「Icare EXPORT Setup.exe」ファイ
ルをダブルクリックします。

セットアップ ウィザードの手順を
読み、 次へ をクリックします。 

  
同意する を選択して、ソフトウェ
アライセンス契約に同意します。
続行するには、インストールが完
了するまで 次へ をクリックしてく
ださい。

1

2

3

2 3
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7
クラウドモード を選択する
と、測定結果をiCare CLINIC
やCLOUDに保存すること
ができます。ローカルモー
ド を選択すると、PCに測定
データを保存することがで
きます。

インストールが完了したら、 
閉じる をクリックします。

デスクトップの iCare 
EXPORT アイコンをダブル
クリックするか、 iCare フォ
ルダの下にある Windows
のスタート メニューでプロ
グラムを見つけてプログラ
ムを起動します。

右下のメニューから言語を
選択できます。

5

4

6

7

64



2423 USB ケーブルを使用して測定値を送信する2

測定後、お使いの眼圧計を付属の USB ケーブル
で、PCに接続します。

眼圧計は測定結果を自動でサーバーに送信します。

注意！ データを転送すると、測定結果は自動的に眼圧計の
メモリから削除されます。

1

2

1

2
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これらの操作手順については、眼圧計および PC の 
Bluetooth がオンになっているか確認してください。手
順については、５「眼圧計でBluetoothをオンにする」
を参照してください。 

眼圧計を iCare EXPORT に接続する前に、眼圧計がオ
ンになっているか確認してください。 

左下の BTデバイスを選択 をクリックします。

ドロップダウンメニューから、お使いの眼圧計のシリア
ル番号を選択してください。シリアル番号 (SN) は、お使
いの眼圧計の背面ラベルに記載されています。

眼圧計画面に表示される PIN コードを入力し、 OK を
押します。 

1

2

2

4 3

4

Icare EXPORT

Bluetooth を使用して測定値を送信する3



2625

眼圧計はiCare EXPORTに接続されると、測定結果を iCare 
CLOUD または担当の医療従事者の iCare CLINIC アカウント
に自動送信します。 

11

注意！ データを転送すると、測定結果は自動的に眼圧計の
メモリから削除されます。



www.icare-world.com
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詳細については、
説明書をご覧ください。

Icare Finland Oy 
Äyritie 22  
01510 Vantaa, Finland 
電話番号 +358 9 8775 1150
info@icare-world.com

Icare USA, Inc.
4700 Falls of Neuse Rd.Ste 245
Raleigh, NC.27609
電話番号 +1 888.422.7313 | Fax +1 877.477.5485
infoUSA@icare-world.com
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