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東京都多職種連携ポータルサイト（多職種連携タイムライン）のリリースについて（周知） 

 

 

日頃から、都の保健医療施策に御理解、御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

都では、在宅療養中の患者様を支えている医療・介護関係者の皆様の情報共有の円滑化を目的とし

て、民間事業者が提供する多職種連携システム（MedicalCare STATION、TRITRUS、バイタルリン

ク、まごころネット）における患者情報の更新状況を一元的に確認できる「東京都多職種連携ポータ

ルサイト（多職種連携タイムライン）」（以下「本システム」という。）を下記のとおりリリースしま

す。 

医療・介護関係者の皆様におかれましては、本システムを積極的に御活用くださいますよう、何卒

よろしくお願い申し上げます。 

記 

 

１ 「東京都多職種連携ポータルサイト（多職種連携タイムライン）」について 

  本システムは、在宅療養中の患者様を支える多職種連携システムが、患者様によって異なってい

る場合でも、一元的に患者情報の更新状況を確認でき、円滑に各システムの患者情報へアクセスで

きるシステムです。詳細については、別紙１のちらしを御参照ください。 

 

２ 本システムで患者情報を利用するにあたって必要な登録について 

  本システムには、多職種連携システムで書き込まれた患者様の情報が反映されます。情報の反映に

あたっては、各多職種連携システムにおける「『患者の部屋』『患者タイムライン』の管理者・開設者

（各多職種連携システム上で最初に患者の情報を登録し、患者のページを作成した医療・介護関係者）」

が、患者様から本システム上で御自身の情報が取り扱われてもよいという旨の御承諾をいただくとと

もに、各多職種連携システムに登録していただく必要がございます。登録方法は、別紙１のちらしを

御確認ください。 

本登録を行わないと、各多職種連携システムを活用している医療・介護関係者の皆様の、担当患者

様の情報が、本システムに表示されません（別紙２を御参照ください）。御理解と御協力を賜りたく、

何卒よろしくお願い申し上げます。 



 

３ 本システムと連携を行う多職種連携システム 

  MedicalCare STATION（エンブレース株式会社） 

TRITRUS（株式会社カナミックネットワーク） 

バイタルリンク（帝人ファーマ株式会社） 

まごころネット（一般社団法人八王子市医師会） 

 

４ システムリリース日時 

令和２年10月28日（水曜日）からのリリースを予定しています。 

 

５ FAQ 

本システムに関するＦＡＱについては、別紙３「『東京都多職種連携ポータルサイト【多職種連携

タイムライン】』に関するＦＡＱ」を御参照ください。 

 

６ 利用方法 

 利用申請にあたっては、以下のURLより「利用申請書」をダウンロードのうえ、サイト管理者宛

てに送付してください。申請受理後、サイト管理者より、利用方法やログインID等の御案内を送付

させていただきます。 

東京都福祉保健局 ＞ 医療・保健 ＞ 医療・保健施策 ＞ 在宅療養 ＞ 東京都多職種連携ポータルサイト（機能1 多職種連携タイムライン）  

  https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/iryo_hoken/zaitakuryouyou/t-portal1.html  

 

 

≪問合せ先≫ 
 

【システムの利用方法に関すること】 

サイト管理者  電話 ０３（６８２１）８８３８ 
 

【本事業に関すること】 

東京都福祉保健局医療政策部医療政策課地域医療対策担当 

電話  ０３（５３２０）４４４６ 

ＦＡＸ  ０３（５３８８）１４３６ 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/iryo_hoken/zaitakuryouyou/t-portal1.html


利用対象者

東京都多職種連携ポータルサイト
【多職種連携タイムライン】

都内に所在する医療機関や訪問介護事業所等に勤務する職員

利用を希望する職員は、利用マニュアル等に従い、利用する端末で利用設定を行います

利用に
あたって

【問合せ先】 サイト管理者 : 

03-6821-8838

多職種連携タイムラインとは…

※その他、ICTを活用した在宅療養支援の好事例集の掲載など、皆様に役立つ情報を発信していきます。是非ご活用ください！

医療政策部医療政策課地域医療対策担当

東京都から、所属施設に対し、職員用のIDやパスワード等を発行します

多職種連携システムA
（患者Aさんの情報）

多職種連携システムB
（患者Bさんの情報）

多職種連携システムC
（患者Cさんの情報）

多職種連携システムA
（患者Aさんの情報）

多職種連携システムB
（患者Bさんの情報）

多職種連携システムC
（患者Cさんの情報）

多職種連携
タイムライン

多職種連携タイムラインを
使うと、各多職種連携シス
テムの更新情報を一覧で
見ることができて便利！

患者さんごとに多職種
連携システムが違うから、
確認するのが大変・・・

連携している
多職種連携システム

MedicalCare STATION（エンブレース株式会社）
TRITRUS（株式会社カナミックネットワーク）
バイタルリンク（帝人ファーマ株式会社）
まごころねっと（一般社団法人八王子市医師会）

【画面イメージ】

利用を希望する職員は、所属施設を通じて、東京都に本システムの
利用希望申請を行ってください。様式は東京都のHPに掲載しています。

在宅療養に関わる都内の各関係
団体（東京都医師会等）からの
研修等のお知らせについても、
多職種連携タイムライン上で
発信していく予定です

クリックすると各多職種連携
システムに移行します

自身がアカウントをお持ちの
多職種連携システム（MCS、
TRITRUS、バイタルリンク、ま
ごころネット）で情報が更新さ
れた旨が、タイムライン上に表

示されます

在宅療養中の患者様を支える多職種連携システム（MCS、TRITRUS、バイタルリンク、まごころネッ
ト等）が、患者様によって異なっている場合でも、一元的に患者情報の更新状況を確認でき、円滑に
各システムの患者情報へアクセスできるシステムです

東京都福祉保健局＞医療・保健＞医療・保健施策＞在宅療養＞東京都多職種連携ポータルサイト

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/iryo_hoken/zaitakuryouyou/t-portal1.html

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/iryo_hoken/zaitakuryouyou/t-portal1.html


多職種連携システム（MCS、TRITRUS、バイタルリンク、まごころネット）での

「患者の部屋」「患者タイムライン」の管理者／開設者（※）の皆様へのお願い

※「患者の部屋」「患者タイムライン」の管理者／開設者
多職種連携システム（MCS、TRITRUS、バイタルリンク、まごころネット）上で
最初に患者の情報を登録し、患者のページを作成した医療・介護関係者を指します

〇【東京都多職種連携ポータルサイト（多職種連携タイムライン）】には、多職種連携システム
（MCS、TRITRUS、バイタルリンク、まごころネット）で書き込まれた患者様の情報が反映
されます。

〇情報を反映するにあたっては、患者様から、【東京都多職種連携ポータルサイト（多職種連携
タイムライン）】上で自分の情報が取り扱われてもよいという旨の承諾をいただく必要があります。

【お願い①】
多職種連携システム（MCS、TRITRUS、バイタルリンク、まごころネット）における「患者の
部屋」「患者タイムライン」の管理者／開設者の皆様におかれましては、患者様に対し、【東京
都多職種連携ポータルサイト（多職種連携タイムライン）】上で自身の情報が取り扱われてもよ
いという旨の承諾をいただいてください（書面・口頭どちらでも可）。

【お願い②】
承諾いただいた後は、多職種連携システム（MCS、TRITRUS、バイタルリンク、まごころネッ
ト）上で、ご承諾いただいた旨をご登録ください。（各システムでの登録方法は別紙のとおり）

多職種連携システム（MCS、TRITRUS、バイタルリンク、まごころネット）上で、承諾の登録を
行った患者様の情報が、【東京都多職種連携ポータルサイト（多職種連携タイムライン）】上に
反映されるようになります。

「患者の部屋」「患者タイムライン」の管理者／開設者（※）の皆様がこの登録を行わないと、
一般の医療・介護従事者の方々が【東京都多職種連携ポータルサイト（多職種連携タイムライ
ン）】を利用しても、担当患者様の情報が反映されません。ご協力のほど、何卒よろしくお願
いいたします。

本システムは、東京都個人情報保護条例等の情報の取扱いにかかる各種法令のほか、「医療情報システムの安全管理に関す
るガイドライン第５版（平成29年５月）」に準拠して構築しています。システムを利用する際に端末にインストールする証明書に
よる認証と、ＩＤ・パスワードによる認証の２段階認証を採用するなど、各種セキュリティ対策を講じています。

《書面の場合》本ちらし等でシステムの趣旨等をご説明いただいたうえで「東京都が提供する【東京都多職
種連携ポータルサイト】において、個人情報を共有することを承諾します」と記載のある書
面に、患者または代理人の署名をいただいてください。新規の患者様に在宅医療を始めるに
あたっての既存の同意書がある場合は、そちらに一筆追記いただく形でも構いません。
※写しなどを都に提出する必要はありません

《口頭の場合》本ちらし等でシステムの趣旨等をご説明いただいたうえで「東京都が提供する【東京都多職
種連携ポータルサイト】で個人情報を共有してもよいですか」とご確認いただき、ご承諾を
いただいてください。



東京都多職種連携ポータルサイト【多職種連携タイムライン】

MedicalCare STATION（エンブレース株式会社）

MCSにログインするとホーム画面が表示されます。

ホーム画面から患者画像（またはアイコン）を
クリックします。

患者情報画面に移動します。

「編集」ボタンをクリックします。

①

②

②①

③

③ 「連携サービス」のチェックボックス
にチェックを入れ、ご登録ください。

TRITRUS（株式会社カナミックネットワーク）

「利用者部屋の編集」画面から
ご登録ください

多職種連携システム（MCS、TRITRUS、バイタルリンク、まごころネット）上で、
患者様のご承諾の旨をご登録いただく方法

医療政策部医療政策課地域医療対策担当



東京都多職種連携ポータルサイト【多職種連携タイムライン】

医療政策部医療政策課地域医療対策担当

バイタルリンク（帝人ファーマ株式会社）

多職種連携システム（MCS、TRITRUS、バイタルリンク、まごころネット）上で、
患者様のご承諾の旨をご登録いただく方法

まごころネット（（一社）八王子市医師会）

患者様の「基本情報タブ」から
ご登録ください。

「患者アカウント編集画面」から
ご登録ください



別紙２

各多職種連携システム（※）における「『患者の部屋』『患者タイムライン』の管理者・開設者」に、
患者様から本システム上で御自身の情報が取り扱われてもよいという旨の御承諾をいただいたあと、各
多職種連携システムに登録していただく必要があります。

（※）MCS、TRITRUS、バイタルインク、まごころネット

【患者Aの情報を多職
種連携システム（※）
で共有している医療・
介護関係者】

①患者Aから、多職種連携
タイムラインでの情報の取
扱いの旨の同意を得る

東京都多職種連携
ポータルサイト
（多職種連携
タイムライン）

【患者A】

『患者の部屋』『患者タイムライン』
の管理者・開設者

②患者Aの同意取得
の旨を登録する

③患者Aの情報が
ポータルサイトで
表示される

〇御登録いただいた場合

東京都多職種連携
ポータルサイト
（多職種連携
タイムライン）

【患者A】

『患者の部屋』『患者タイムライン』
の管理者・開設者

③患者Aの情報が
ポータルサイトで
表示されない

【患者Aの情報を多職
種連携システム（※）
で共有している医療・
介護関係者】

多職種連携システム（※）で共有されている患者情報が、東京都多職種連携ポータルサイト（多職種連
携タイムライン）に表示される流れ

〇御登録いただかない場合



「東京都多職種連携ポータルサイト【多職種連携タイムライン】」に関するＦＡＱ 

（令和２年１０月２１日 ver.） 

 

１ システム全般について 

 

Ｑ１－１ 多職種連携タイムラインの目的は何か？ 

 在宅療養中の患者様を支える多職種連携システム（MCS、TRITRUS、バイタルリンク、まごころ

ネット等）が、患者様によって異なっている場合でも、一元的に患者情報の更新状況を確認でき、

円滑に各システムの患者情報へアクセスできるシステムです。 

 なお、本システムは、「東京都多職種連携ポータルサイト」の機能の一つとしてリリースしてい

ます。 

 

Ｑ１－２ システムの運営主体は？ 

 このシステムの運営主体は東京都です。 

システムの開発・設計は、東京都が、株式会社カナミックネットワークに委託し、実施したも

のです。 

問合せ対応等のサイト管理は、東京都が、デザイン東京事業協同組合（組合員：株式会社リヴ

ィティエ）に委託し、実施しています。 

 

Ｑ１－３ システムの利用対象は？ 

 都内に所在する医療機関や訪問介護事業所等に勤務する職員です。 

 

Ｑ１－４ システムの利用費用は？ 

 無料でお使いいただけます。 

 

Ｑ１－５ 多職種連携タイムラインを用いて、他の医療機関等と情報のやりとりを行えるのか。 

多職種連携タイムライン単体で、他の医療機関との情報のやりとりが行えるものではありませ

ん。多職種連携タイムラインは、あくまでも、既存の多職種連携システム（ＭＣＳ、ＴＲＩＴＲ

ＵＳ、バイタルインク、まごころネット）の情報を表示・反映するシステムです。患者情報を書

き込む作業は、多職種連携システム上で行う必要があります。 

 

Ｑ１－６ 多職種連携システム（ＭＣＳ、ＴＲＩＴＲＵＳ、バイタルインク、まごころネット）

のアカウントを持っていなくても、ログインＩＤ付与の申請を行ってもよいのか。 

 ログインＩＤ等の発行は可能です。タイムライン上には何も表示されませんが、「関連団体から

のお知らせ」において、東京都医師会等の関連団体から、在宅療養に関係する研修や講演会等の

情報を得ることが可能です。また、今後、ＩＣＴを活用した在宅療養支援の好事例集の掲載など、

役立つ情報を発信していく予定としています。 

 

 

 

別紙３ 



Ｑ１－７ 多職種連携システム（ＭＣＳ、ＴＲＩＴＲＵＳ、バイタルインク、まごころネット）

を１つしか利用していないが、多職種連携ポータルサイトを利用する意味はあるのか。 

 「関連団体からのお知らせ」において、東京都医師会等の関連団体から、在宅療養に関係する

研修や講演会等の情報を得ることが可能です。また、今後、ＩＣＴを活用した在宅療養支援の好

事例集の掲載など、役立つ情報を発信していく予定としています。 

 

Ｑ１－８ 利用方法は？ 

 ・利用を希望する方は、所属施設を通じて、東京都に本システムの 

利用希望申請を行ってください。利用申請書の様式は東京都の HPに 

掲載しています。 

東京都福祉保健局 ＞ 医療・保健 ＞ 医療・保健施策 ＞ 在宅療養 ＞ 東京都多職種連携ポータルサイト 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/iryo_hoken/zaitakuryouyou/t-portal1.html 

 

 ・東京都から、所属施設に対し、職員用の IDやパスワード等を発行します。 

 ・利用マニュアル等に従い、利用する端末で利用設定を行います。 

 

Ｑ１－９ 「新型コロナウイルス感染症患者対応医療機関検索システム」や「転院支援システム」

で、所属施設に、証明書インストール用パスワードとログインＩＤ・パスワードが付与されてい

るが、同じＩＤ・パスワードでこのシステムを利用することができるのか？ 

 多職種連携タイムラインは、医療介護関係者ひとりひとりにログインＩＤ・パスワードを付与

しますので、同じＩＤ・パスワードは利用できません。多職種連携システム（ＭＣＳ、ＴＲＩＴ

ＲＵＳ、バイタルリンク、まごころネット）で、個人ではなく施設としてのアカウントを保有し

ている場合も、多職種連携システムを利用する場合は、新たに施設名でログインＩＤ・パスワー

ドを付与させていただきます。 

ただし、証明書インストール用パスワードにつきましては、１施設に１つ配布しているもので

すので、同じパスワードにて証明書のインストールが可能です。 

 

Ｑ１－10 多職種連携タイムラインで患者情報を取り扱うにあたり、患者に対して同意を取得す

る必要はないのか。 

「患者の部屋」「患者タイムライン」の管理者／開設者（多職種連携システム（（MCS、TRITRUS、

バイタルリンク、まごころネット） 上で最初に患者の情報を登録し、患者のページを作成した医

療・介護関係者）が代表して患者に同意を取得しますので、多職種の皆様ひとりひとりが同意を

取得する必要はありません。 

「患者の部屋」「患者タイムライン」の管理者／開設者が患者同意を登録した患者の情報だけが、

多職種連携タイムラインに反映されます。 

 

 

 

 

 

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/iryo_hoken/zaitakuryouyou/t-portal1.html


２ システムの使い方について 

 

Ｑ2－１ https://t-portal.metro.tokyo.lg.jp/ にアクセスしたが接続できない 

クライアント証明書を PC・スマホ端末にインストールしないと東京都多職種連携ポータルサイ

トに接続ができません。クライアント証明書のインストールをご確認ください（クライアント証

明書のインストール方法については、「証明書インストール用説明書」をご参照ください）。 

東京都多職種連携ポータルサイトは TLS 接続のみ許可しています。SSL/TLS の設定で SSL の接

続のみとなっている場合は、TLS接続をオンにしてください。 

医療機関のネットワーク環境によっては、プロキシサーバでアクセスを制限している場合があ

ります。プロキシサーバで制限がある場合は接続可能にする設定をお願いします。 

 

 

Ｑ２－２ 「証明書インストール用マニュアル」に沿って操作を行ったが、証明書がダウンロー

ドできない 

 ダウンロード時に入力する４桁の文字が間違えている、またはパスワードを間違えている可能

性があります。再度ご入力内容をご確認ください。 

・半角で入力されていますか。   

・大文字・小文字に間違いはありませんか。  

・入力の桁数は合っていますか。  

・ID・パスワードの前後にスペースが入っていませんか。  

 

Ｑ２－３ 「利用マニュアル」に沿って操作を行ったが、ログインができない 

ログイン IDは、半角の英文字数字を組み合わせた１１桁で設定されています。ログインパスワ

ードは、８桁で設定されています。再度、ご入力内容をご確認ください。  

・半角で入力されていますか。 

・大文字・小文字に間違いはありませんか。  

・入力の桁数は合っていますか。 

・ID・パスワードの前後にスペースが入っていませんか。  

・パスワードについて、誤って「証明書インストール用パスワード通知票」に記載のパスワード

を入力していませんか。 

 

Ｑ２－４ ID、パスワードを忘れてしまった 

 下記までご連絡ください。 

≪問合せ先≫ 

  東京都多職種連携ポータルサイト サイト管理者 

  電話：０３－６８２１－８８３８ 

※ 平日９：００－１７：００ 

※ 上記時間帯以外は問合せフォームへご投稿をお願いします。翌開庁日に対応させてい

ただきますので、ご担当者のお名前とお電話番号も併せてご記入ください。 

 

https://t-portal.metro.tokyo.lg.jp/tritrus/


Ｑ２－５ 操作中に勝手にログアウトしてしまう 

システムにログイン後、３時間何も操作を行わないと、セキュリティのため、自動的にログア

ウトします。その際は、改めてログインをお願いいたします。 

 

Ｑ２－６ その他、システムの使い方に関すること 

  その他のシステムの使い方に関するお問い合わせについては、下記までご連絡ください。 

  ≪問合せ先≫ 

  東京都多職種連携ポータルサイト サイト管理者 

  電話：０３－６８２１－８８３８ 

※ 平日９：００－１７：００ 

※ 上記時間帯以外は問合せフォームへご投稿をお願いします。翌開庁日に対応させてい

ただきますので、ご担当者のお名前とお電話番号も併せてご記入ください。 


