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改訂履歴 

版数 発行日 改訂内容 

1.0 2020/4/7 新規作成 

1.1 2021/3/15 3.2.1登録医師検索、3.2.2登録薬局検索を追加 

1.2 2021/4/1 2.新規登録手順へ確定診断医師 IIの内容を追加 
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1 システム概要 

 本マニュアルは、医療機関の医師が、本システム（モディオダール適正使用委員会Website）をご利

用いただくためのマニュアルとなります。 

 

マニュアルは大きく 2つのパートに分かれております。 

・「2. 新規登録手順（登録申請・e-Learning・本登録 ID発行）」 

・「3.マイページ機能（医師）」 

 

また、本システム（モディオダール適正使用委員会Website）をご利用いただくためには、下記「2. 新

規登録手順（登録申請・e-Learning・本登録 ID発行）」の手順に従っていただくことで、登録完了（本

登録 ID発行）となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【登録完了（本登録 ID発行）までの流れ】 

1.Website から新規登録の申請（ご利用者様） 

2.仮 ID/パスワード発行（委員会） 

3.申請書及びその他書類の提出（ご利用者様） 

4.e-Learning 案内（委員会） 

5.e-Learning＆理解度確認テスト（ご利用者様） 

6.適格性審査（委員会） 

7.登録完了（本登録 ID発行） 
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2 新規登録手順（登録申請・e-Learning・本登録 ID発行） 

 登録医師には、確定診断医師（I, II）、確定診断後の処方医師、推薦医師があり、以下が登録条件とな

ります。 

 

・確定診断医師 I： 

「日本睡眠学会専門医療機関 A 型（睡眠障害の全般（ICSD-2又は ICSD-3による）を診療の対象と

し、睡眠ポリグラフ検査（MSLTを含む）を年間 50症例以上及びMSLT検査を年間 5症例以上行える

こと）及びそれに準ずる施設」に所属の日本睡眠学会専門医 

・確定診断医師 II：有効期限は本登録から 5年 

 ・確定診断を行う医療機関として既に登録された施設において、睡眠障害の診療に従事していること

（当該医療機関の施設長などによる確認書の提出が必要です） 

 ・専門医制度を有する学会の専門医であること 

・確定診断後の処方医師： 

 以下のいずれかの学会の専門医 

日本精神神経学会、日本臨床精神神経薬理学会、日本睡眠学会、日本神経学会、日本小児神経学会、

日本呼吸器学会、日本循環器学会 

・推薦医師： 

 上記医師の登録条件に当てはまらない医師で、上記学会の専門医である登録医からの推薦がある場合 

 

 医師の新規登録及びログインにつきましては、モディオダール適性使用委員会Websiteの上部メニュ

ー（グローバルナビゲーション）から、①「各種申請・ログイン 医師のみなさま」をクリックするか、

直接、ブラウザからURL（https://www.modiodal-tekiseishiyou.jp/d_login/）を入力することでアクセ

スすることができます。 

 

①  
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2.1  確定診断を行う医師・医療機関 

2.1.1 新規登録申請 

確定診断医師 I：適正使用基準を一読後、医師の新規登録及びログイン画面より①「確定診断医師

新規登録申請」をクリックします。 

 

確定診断医師 II：申請につきましてはWebsiteより行っていただくことができません。 

Websiteの「お問い合わせ」より登録センターまでご連絡いただくか、担当MRを通じて登録セン

ターまでご連絡をお願いいたします。 

お申し込みの際には、確定診断を行う医療機関として既に登録された施設において、睡眠障害の診

療に従事していることについての、施設長または部門長などによる確認書の提出が必要です。 

書面での申請受付及び登録センターによる提出書類の確認後、Page-26「2.4 e-Learningの受講」

以降の手順はWebsiteでの手順と同様となります。 

 

 

①  
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2.1.2 登録申請入力 

登録申請入力画面が表示されますので、必要な情報を入力します。 

②「施設選択」からメインの医療機関を入力ください。複数の医療機関で処方を行う場合は、医療

機関ごとに登録する必要がありますので、本登録後にマイページ「登録内容変更」より処方施設を

追加してください。 

 

  ②「施設選択」をクリックすると、右記の検索 

  条件画面が表示されますので、検索条件を入力 

  して検索後に表示結果から該当施設を選択して 

  ください。 

  ※検索しても見つからない場合は、③「該当施設が 

見つかりませんでした。」にチェックして、医療 

機関に関する必須項目を手入力してください。 

② 

③ 

【登録申請時の施設検索について】 
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入力が完了したら、④「登録内容の確認画面へ」をクリックします。

④ 
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2.1.3 登録申請確認 

登録申請確認画面が表示されますので、入力内容を確認して相違がなければ、⑤「確認事項」を

クリックして表示された内容を確認し、⑥「確認ボックス」をチェックの上、⑦「登録申請（送

信）」をクリックします。 

 

⑥ ⑦ 

⑤ 
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2.1.4 登録申請受付終了 

登録申請受付終了画面が表示されます。 

申請した e-mailアドレスに、「仮 ID」と「パスワード」が届きますので、⑧e-mail に記載され

た URL（https://www.modiodal-tekiseishiyou.jp/d_login/）にアクセスして、⑨「仮 ID」、⑩「パ

スワード」を入力することでログイン可能となります。 

 ※e-mailが届かない場合は、「迷惑フォルダ」をご確認ください。 

  「迷惑フォルダ」でも確認できない場合は、登録センターまでお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪 太郎様 
 
確定診断医師新規登録申請を下記の内容で受付けましたのでご確認ください。 
発行した仮 ID とパスワードでログインして登録申請手続きを完了してください。 
https://www.modiodal-tekiseishiyou.jp/d_login/  
 
======================================================================== 
 
■仮 ID： 
kd000236  
 
■パスワード： 
FAEQGUWU  
 
======================================================================== 
 
■申請日： 
2020/02/13  
 
■医籍登録番号： 
12345678  
 
■医師名： 
大阪 太郎  
 
■医師名カナ： 
オオサカ タロウ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 
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2.1.5 仮 ID・パスワードによるログイン 

e-mailに記載された URL（https://www.modiodal-tekiseishiyou.jp/d_login/）にアクセスして、

⑪「仮 ID」、⑫「パスワード」を入力して、⑬「ログイン」をクリックします。 

 
 

2.1.6 登録医師申請書の提出 

⑭「登録医師申請書」をクリックして、Page-12「モディオダール確定診断医師申請書・経歴書・

誓約書（様式-D1」の PDF ファイルを表示して、申請内容を確認します。 

申請内容に誤りがある場合は、⑮「申請内容修正」より修正してください。 

申請内容に誤りがない場合は、「モディオダール確定診断医師申請書・経歴書・誓約書（様式-D1）」

の登録医師申請書を印刷して、⑰署名捺印（次ページ参照）した上で、⑯PDF ファイルあるい

は FAXで提出します。 

 ※e-mailアドレス：support@modiodal-tekiseishiyou.jp ／ FAX番号：0120-67-8870 

 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑯ 

⑮ 
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【（例）モディオダール確定診断医師申請書・経歴書・誓約書（様式-D1）】 

 ※提出後の申請書は、本登録が完了するまでは大切に保管してください。 

 

提出された「登録医師申請書」及びその他の書類（専門医の認定証（写）等）の内容が事務局で

確認された後、メールにて、e-LearningのURLが送信されます。Page-26「2.4 e-Learningの

受講」に進んでください。 

⑰ 
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2.2  確定診断後の治療を行う処方医師・医療機関 

2.2.1 新規登録申請 

適正使用基準を一読後、医師の新規登録及びログイン画面より①「処方医師新規登録申請」をクリ

ックします。 

 

 

①  
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2.2.2 登録申請入力 

登録申請入力画面が表示されますので、必要な情報を入力します。 

②「施設選択」からメインの医療機関を入力ください。複数の医療機関で処方を行う場合は、医療

機関ごとに登録する必要がありますので、本登録後にマイページ「登録内容変更」より処方施設を

追加してください。 

※②「施設選択」による施設検索方法につきましては、Page-7 下部の【登録申請時の施設検索

について】をご参照ください。 

 

② 

③ 
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入力が完了したら、④「登録内容の確認画面へ」をクリックします。 

④ 
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2.2.3 登録申請確認 

登録申請確認画面が表示されますので、入力内容を確認して相違がなければ、⑤「確認事項」を

クリックして表示された内容を確認し、⑥「確認ボックス」をチェックの上、⑦「登録申請（送

信）」をクリックします。 

 

⑥ 
⑦ 

⑤ 
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2.2.4 登録申請受付終了 

登録申請受付終了画面が表示されます。 

申請した e-mailアドレスに、「仮 ID」と「パスワード」が届きますので、⑧e-mail に記載され

た URL（https://www.modiodal-tekiseishiyou.jp/d_login/）にアクセスして、⑨「仮 ID」、⑩「パ

スワード」を入力することでログイン可能となります。 

 ※e-mailが届かない場合は、「迷惑フォルダ」をご確認ください。 

  「迷惑フォルダ」でも確認できない場合は、登録センターまでお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（例）登録申請時に届くメール内容】 

大阪 太郎様 
 
処方医師新規登録申請を下記の内容で受付けましたのでご確認ください。 
発行した仮 ID とパスワードでログインして登録申請手続きを完了してください。 
https://www.modiodal-tekiseishiyou.jp/d_login/  
 
======================================================================== 
 
■仮 ID： 
kd000237  
 
■パスワード： 
zQYPJRWP  
 
======================================================================== 
 
■申請日： 
2020/02/13  
 
■医籍登録番号： 
12345678  
 
■医師名： 
大阪 太郎  
 
■医師名カナ： 
オオサカ タロウ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 
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2.2.5 仮 ID・パスワードによるログイン 

e-mailに記載された URL（https://www.modiodal-tekiseishiyou.jp/d_login/）にアクセスして、

⑪「仮 ID」、⑫「パスワード」を入力して、⑬「ログイン」をクリックします。 

 
 

2.2.6 登録医師申請書の提出 

⑭「登録医師申請書」をクリックして、Page-19「モディオダール確定診断後の処方医師申請書・

経歴書・誓約書（様式-D2）」の PDFファイルを表示して、申請内容を確認します。 

申請内容に誤りがある場合は、⑮「申請内容修正」より修正してください。 

申請内容に誤りがない場合は、「モディオダール確定診断後の処方医師申請書・経歴書・誓約書

（様式-D2）」の登録医師申請書を印刷して、⑰署名捺印（次ページ参照）した上で、⑯PDF フ

ァイルあるいは FAXで提出します。 

 ※e-mailアドレス：support@modiodal-tekiseishiyou.jp ／ FAX番号：0120-67-8870 

 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑯ 

⑮ 
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【（例）モディオダール確定診断後の処方医師申請書・経歴書・誓約書（様式-D2）】 

 ※提出後の申請書は、本登録が完了するまでは大切に保管してください。 

 

提出された「登録医師申請書」及び専門医の認定証（写）の内容が事務局で確認された後、メー

ルにて、e-LearningのURLが送信されます。Page-26「2.4 e-Learningの受講」に進んでくだ

さい。 

 

⑰ 
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2.3  推薦医師 

2.3.1 新規登録申請 

適正使用基準を一読後、医師の新規登録及びログイン画面より①「推薦医師新規登録申請」をクリ

ックします。 

 

 

①  
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2.3.2 登録申請入力 

登録申請入力画面が表示されますので、必要な情報を入力します。 

入力が完了したら、④「登録内容の確認画面へ」をクリックします。 

※②「施設選択」による施設検索方法につきましては、Page-7 下部の【登録申請時の施設検索

について】をご参照ください。 

 
④ 

② 

③ 
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2.3.3 登録申請確認 

登録申請確認画面が表示されますので、入力内容を確認して相違がなければ、⑤「確認事項」を

クリックして表示された内容を確認し、⑥「確認ボックス」をチェックの上、⑦「登録申請（送

信）」をクリックします。 

 

⑥ ⑦ 

⑤ 
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2.3.4 登録申請受付終了 

登録申請受付終了画面が表示されます。 

申請した e-mailアドレスに、「仮 ID」と「パスワード」が届きますので、⑧e-mail に記載され

た URL（https://www.modiodal-tekiseishiyou.jp/d_login/）にアクセスして、⑨「仮 ID」、⑩「パ

スワード」を入力することでログイン可能となります。 

 ※e-mailが届かない場合は、「迷惑フォルダ」をご確認ください。 

  「迷惑フォルダ」でも確認できない場合は、登録センターまでお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（例）登録申請時に届くメール内容】 

大阪 太郎様 
 
推薦医師新規登録申請を下記の内容で受付けましたのでご確認ください。 
発行した仮 ID とパスワードでログインして登録申請手続きを完了してください。 
https://www.modiodal-tekiseishiyou.jp/d_login/  
 
======================================================================== 
 
■仮 ID： 
kd000238  
 
■パスワード： 
K44R3GiH  
 
======================================================================== 
 
■申請日： 
2020/02/13  
 
■医籍登録番号： 
12345678  
 
■医師名： 
大阪 太郎  
 
■医師名カナ： 
オオサカ タロウ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 
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2.3.5 仮 ID・パスワードによるログイン 

e-mailに記載された URL（https://www.modiodal-tekiseishiyou.jp/d_login/）にアクセスして、

⑪「仮 ID」、⑫「パスワード」を入力して、⑬「ログイン」をクリックします。 

 
 

2.3.6 登録医師申請書の提出 

⑭「登録医師申請書」をクリックして、Page-25「モディオダール推薦医師申請書・経歴書・誓

約書（様式-D3）」の PDF ファイルを表示して、申請内容を確認します。 

申請内容に誤りがある場合は、⑮「申請内容修正」より修正してください。 

申請内容に誤りがない場合は、「モディオダール推薦医師申請書・経歴書・誓約書（様式-D3）」

の登録医師申請書を印刷して、⑰署名捺印（次ページ参照）した上で、⑯PDF ファイルあるい

は FAXで提出します。 

 ※e-mailアドレス：support@modiodal-tekiseishiyou.jp ／ FAX番号：0120-67-8870 

 

⑪ 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

⑯ 

⑮ 
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【（例）モディオダール推薦医師申請書・経歴書・誓約書（様式-D3）】 

 ※提出後の申請書は、本登録が完了するまでは大切に保管してください。 

 

提出された「登録医師申請書」の内容が事務局で確認された後、メールにて、e-Learningの URL

が送信されます。Page-26「2.4 e-Learningの受講」に進んでください。 

⑰ 
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2.4  e-Learningの受講 

2.4.1 e-Learningの受講メール 

提出された「登録医師申請書」及びその他提出書類の内容が登録センターで確認された後、①

e-Learningの URLが送信されますので、受信した URLからアクセスしWebsiteにログインし

て、e-Learningの受講に進んでください。 

 

 

 

 

【（例）e-Learning案内メール内容】 

 

2.4.2 e-Learning受講・理解度確認テスト 

e-mail に記載された URL（https://www.modiodal-tekiseishiyou.jp/d_elearning/）にアクセス

すると、ログインしていない場合は、ログイン画面が表示されますので、②「仮 ID」、③「パス

ワード」を入力して、④「ログイン」をクリックします。 

 

大阪 太郎様 
 
申請書、その他提出書類を受領しました。 
下記 URL から e ラーニングを受講してください。 
https://www.modiodal-tekiseishiyou.jp/d_elearning/   ①  

② 

③ 

④ 
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ログインした後、もしくは、既にログインされている場合は、下記のようにマイページが表示さ

れますので、⑤「eラーニング受講」をクリックすると、e-Learningが開始されます。 

 

e-Learningは、下記で構成されています。 

e-Learning受講後に、理解度確認テストを受けていただきます。 

理解度確認テストの合格基準は全問正解となります。 

※登録医師自らが調剤をする場合においても、調剤責任者としての e-Learningの受講及び理

解度確認テストの合格が必要となります。 

※調剤責任者が異動などにより調剤責任者の変更を行った場合、新しい調剤責任者は、申請

書・誓約書の提出、e-Learning及び理解度確認テストの受講が必要となります。 

⑤ 
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【e-Learning受講の流れ】 

1.e-Learing 受講「①適応疾患（処方医師・調剤責任者共通）」 

2.理解度確認テスト「①適応疾患（処方医師用）」 

3.e-Learing 受講「②適正使用について（処方医師用）」 

4.理解度確認テスト「②適正使用について（処方医師用）」 

5.適格性審査（委員会） 

6.本登録 ID が e-mailアドレスに送付（利用開始） 
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【（例）e-Learning受講開始の画面】 

 

【（例）理解度確認テスト（適応疾患）結果画面（再テスト）】 

 

【（例）理解度確認テスト（適応疾患）結果画面（合格）】 
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2.4.3 本登録 IDの発行 

理解度確認テストに合格すると、適格性が判断され、申請時に登録した e-mail アドレスに、⑥本

登録 ID が送付されますので、受信した URL からアクセスし Website にログインすることでマイ

ページ機能（医師）がご利用いただけます。 

 大阪 太郎様 
 
審査に合格となりましたので、本登録 ID を発行します。 
d000025 
 
PW は仮登録時のままで変更されておりません。 
一旦仮登録時の PW でログインし、PW 変更手続きを必ず行ってください。 
https://www.modiodal-tekiseishiyou.jp/d_login/ 

⑥ 
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3 マイページ機能（医師） 

 ログインすると、マイページ一覧が表示されます。 

登録情報に変更が生じた場合は、マイページにログインして、Page-32 ⑦「登録内容変更」より申請し

ます。登録医師は、医療機関（登録医療機関）を変更した場合（登録医療機関の追加も含む）は、速や

かにWebsiteより申請します。また、処方が不要になった場合も、Websiteより登録削除の申請を行い

ます。 

3.1  マイページ ログイン後の TOP画面 

 ログインすると、マイページ一覧が表示されます。 

仮 IDでログインすると、①「登録医師申請書」、②「申請内容修正」、③「登録申請取下」が表示され

ます。 

 

【仮 IDでログインした時のマイページ一覧】 

①  

③ 

② 



利用者マニュアル（医師）                   文書管理番号：W200213A03 

更新日：2021/04/01 

Page - 32/36 
 

 

e-Learning受講が可能な状態になると、④「eラーニング受講」が表示されます。 

 

【eラーニング受講が可能な状態のマイページ一覧】 

 

本登録 IDでログインすると、⑤「登録医師検索」、⑥「登録薬局検索」、⑦「登録内容変更」、⑧「PW

変更」、⑨「登録削除」が表示されます。 

 

【本登録 IDでログインした時のマイページ一覧】 

①  ② ④ 

③ 

⑦ ⑧ ⑨ 

⑤ ⑥ 
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3.2  マイページ 各メニュー 

3.2.1 登録医師検索 

Page-32 ⑤「登録医師検索」から登録医師を検索する場合は、①「都道府県名」を選択し、②「医

師名」を入力した上で、③「検索」します。※①「都道府県名」のみでの③「検索」も可能です。 

 

 

検索結果は「医師名」「施設名」「施設住所」「施設電話番号」が郵便番号順に表示されます。 

※検索結果の全件が 1ページに表示されますので、特定の地域を調べたい場合は、 

Windows：コントロールキー（Ctrl）+Fキー、Mac：コマンドキー（command）+Fキー 

で検索フィールドを表示させ、調べたい地域名を入力して Enterを押してください。 

検索した地域名がハイライト表示されます。 

 

医師名をクリックすると、下記の医師詳細画面が開き、医師名、医師名（全角フリガナ）、登録済

の使用予定の効能・効果が確認できます。 

 

 

③ 

② 

① 
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3.2.2 登録薬局検索 

Page-32 ⑥「登録薬局検索」から登録薬局を検索する場合は、④「都道府県名」を選択し、⑤「薬

局名」を入力した上で、⑥「検索」します。※④「都道府県名」のみでの⑥「検索」も可能です。 

 

 

検索結果は「薬局住所」「薬局名」が郵便番号順に表示されます。 

※検索結果の全件が 1ページに表示されますので、特定の地域を調べたい場合は、 

Windows：コントロールキー（Ctrl）+Fキー、Mac：コマンドキー（command）+Fキー 

で検索フィールドを表示させ、調べたい地域名を入力して Enterを押してください。 

検索した地域名がハイライト表示されます。 

 

④ 

⑤ 

⑥ 
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3.2.3 登録内容変更 

登録内容に変更が生じた場合は、Page-32 ⑦「登録内容変更」から申請を行います。 
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3.2.4 PW変更 

Page-32 ⑧「PW変更」から本登録 IDのパスワードを変更することができます。 

 

 

3.2.5 登録削除 

今後、処方を行わない場合は、Page-32 ⑨「登録削除」メニューから登録削除の申請を行います。 

 

 

 

以上 

 

 

 

 


