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【動作環境】 

 OS：Windows、iPhone、Android 

 ブラウザ：Chrome / Firefox / Edge / Safari 

【ログイン】 

1. ログイン画面を開く。 

窓 med URL：https://窓med.glm-on.com 

              ※URL をコピー&ペーストすると、利用するソフトウエアによっては、URL の窓と med

の間にスペースが入ってしまい、正しい URL となりません。その場合には、スペースを

削除して下さい。Ex) 窓 med ⇒ 窓med 

上記 URL を開くと、下記ログイン画面が表示されます。 

 

※同時ログイン数は１アカウントにつき、１端末となります。 

 

2. メールアドレスとパスワードを入力する。 

所定の欄にメールアドレスとパスワードを入力すると、マイページへ接続されます。 
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※初回ログイン時のパスワードは、メールアドレスと同じになっているので、初回ログイン後に

必ずパスワードを変更してください。パスワード変更メニューは、表示画面右上のアカウント名

をクリックして、指示に従ってください。参照）【パスワード変更の操作説明】14 ページ 
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【新型コロナウイルス検査判定】 

1. 抗原検査キットの購入。 

※研究用検査キットは検査を目的として使用しないでください 

2. 被検者の従業員へ抗原検査キットを配布する。 

※被検者の選定は、所属組織の規定に沿っておこなってください。 

3. 検査実施管理者による被検者への検査方法の説明。 

4. 検査実施管理者による結果判定。 

検査実施管理者がビデオ会議システムを介して抗原検査の実施を管理する場合は、検査プレ

ートを画面越しに確認、または、被検者が検査プレートの画像を撮影して検査実施管理者に

メール添付で送り確認する。 

5. 検査完了後、窓 med マイページのメインメニューから「判定結果登録」をクリック。 

 

6. 判定結果登録画面に、必要項目を入力する。 
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＊：入力必須項目 

 試薬 No（必須） 

検査キットの箱に印刷されている製造番号またはロット番号（Lot. No.）を記入する。 



 

6 

 

※検査プレートの包装容器に印刷されている製造番号/ロット番号でも可。 

    

 

 検査試薬、検査キット名（必須） 

ドロップダウンリストから選択する。 

 検査日（必須） 

検査実施日を入力する。 

 判定結果（必須） 

判定結果を入力する。 

 被検者番号（任意） 

任意入力項目。従業員番号等を入力して検査実施のトレーサビリティを確保したいときに利

用する。 

 被検者名（必須） 

被検者名を入力する。 

 被検者名（カナ）（必須） 

被検者名（カナ）を入力する。 
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 判定結果画像（任意） 

４．で撮影した検査プレートの CT ラインが判別できるような画像を添付する。 

※登録時に、各項目のデータが正しくないとエラー状態となり、入力画面が表示されます。

この時、判定結果画像のファイル名がリセットされてしまうため、もう一度ファイルを指

定してください。 

 確定診断要否（必須） 

医師と連携しないため、「不要」のラジオボタンを選択する。 

 検査希望日等コメント（任意） 

医師と連携しない場合は、任意入力。 

 検査実施管理者（必須） 

検査実施管理者名を入力する。 

 担当医師 

医師と連携しない場合は無効の情報のため入力しない。 

7．必要事項をすべて入力したら「登録」ボタンを押す。 

なお登録データを間違えてしまいデータを削除したい場合には、「一覧に戻る」から検査結

果の一覧表示画面に移動してください。一覧表示画面から「詳細」ボタンをクリックし、詳

細表示画面の「削除」ボタンをクリックすることで、登録データを削除できます。 
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【検査実施管理】の４．参照。 

8. 「検査結果通知書 PDF」ボタンを押す（検査結果通知書が必要な場合）。 

 「検査結果通知書 PDF」ボタンを押すと PDF ファイルがダウンロードされるので、必要に応

じて印刷してください。 
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検査結果通知書サンプル 
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【検査実施管理】 

判定結果一覧 

1. 検索ボックス 
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 試薬 No 検索ボックス 

検索したい試薬 No を入力して検索ボタンをクリックすると、該当の試薬 No の記録が表示さ

れます。 

 被検者氏名ボックス 

検索したい氏名を入力して、検索ボタンを押すと、該当の対象者の記録が表示されます。 

名前入力時には、姓名の間にスペースを入れずに入力してください。 

 検査日ボックス 

検索したい日付を入力して、検索ボタンを押すと、該当の日時の記録が表示されます。 

2. 各メニューボタン 

 

 検索 

検索ボックスに入力された条件で検査記録を検索して表示します。 

 検索条件リセット 

検索ボックス 

メニューボタン 
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検索後に、最初の一覧表示に戻りたいときに利用します。検索条件をクリアして、全ての結

果を表示します。 

 ダウンロード 

検査結果データの一覧を csv ファイルの形式でダウンロードします。 

 新規検査判定結果登録 

メインメニューの判定結果登録と同じ。新規の検査データを登録する時に利用します。 

3. 記録フィールド 

 

 試薬 No / 検査試薬、検査キット名 / 検査日 / 判定結果 / 被検者番号 / 被検者氏名 / 検査実

施管理者 

検査結果判定登録時に登録したデータ。 

 ステータス 

a. 医師との連携がない時 

   判定結果登録後に判定終了となります。 

b. 医師との連携がある時 

新規登録⇒医師回答⇒企業回答⇒診断後の順でワークフローのステータスが遷移していきま

す。医師との連携があるワークフローは別紙のマニュアルに記載します。 

 検査結果通知書 PDF 

記録フィールド 
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検査結果通知書 PDF をダウンロードした場合に出力済となります。 

 診断書 PDF 

診断書 PDF をダウンロードした場合に出力済となります。 

4. 詳細ボタン 

 

各レコードの詳細データを表示します。検査結果通知書 PDF ボタンをクリックすると、PDF

をダウンロード後に印刷ができます。 

また、レコードの削除ボタンをクリックすると、該当レコードが削除できます。 

なお、削除できるレコードは登録したアカウントのデータのみとなります。 

詳細ボタン 
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【メインメニューへの戻り方】 

各画面からメインメニューに戻るには、ブラウザ上部にある窓 med アイコンをクリックしてく

ださい。 

【パスワード変更の操作説明】 

1. 「パスワードをお忘れですか」をクリックする。 
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2. メールアドレスを入力して、「パスワードリセットメール送信」ボタンをクリックする。 

 

クリックすると、「パスワード変更メールを送信しました。」とメッセージが出ます。 

 

3. 受信したメールのパスワード変更のリンクをクリックする。 
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4. メールアドレスと“新しい“パスワードを入力する。パスワードは、大文字を含む半角英数字

で、８文字以上１４文字以下で設定してください。Ex) 1208Aaaa 

 

入力後にパスワードのリセットボタンをクリックすると、新しいパスワードが保存され、メイ

ンメニューが表示されます。 
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【Q&A】 

1. ログイン後、⾧時間操作をおこなわないと、自動的にサービスとの接続が切断されて、下図の

ような状態になることがあります（ブラウザごとに表示方法が異なる）。その場合には、ブラウ

ザを一度閉じて、再度立ち上げ直してから、再度窓 med にログインしてください。 
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【お問い合わせ】 

ジーニアルライト株式会社 

URL https://www.geniallight.co.jp/ 

〒430-0917 

静岡県浜松市中区常盤町１４５番地の１大樹生命浜松ビル８Ｆ 

TEL 053-456-3630（代表）  

FAX 053-456-3638 

メールアドレス  madomed-support@geniallight.co.jp 

【注意事項】 

 本書の内容の一部または全部を無断で転載することを禁じます。 

 本書の内容は予告無く変更されることがありますのでご了承ください。 

 販売元の許可なく本書の複製、改編などを行うことはできません。 

 


