ユーザー登録の方法

ユーザー登録の方法

手順１

手順１

手順４

研修サイト（https://s-kenko.manaable.com/）

手順３で入力したメールアドレス宛に、

トップページにあるログイン・新規登録をクリック

「本登録手続きのご案内」メールが届きます。

します。

メール内の URL をクリックします。

※メールが届かない場合は、
・アドレスの誤登録、
・迷惑メールフォルダに振り分けられている、

手順２
新規登録をクリックします。

・セキュリティソフト等で受信拒否となっている
などの原因が考えられます。登録するメールアドレ
スを変更するなどご検討ください。

手順５
「新規登録」ページが表示されます。
項目に従って、入力します。
入力が修了したら、確認画面へをクリックします。
次のページで入力内容を確認し、修正がなければ
※当財団で医療機器の研修受講の経験がある方は、
上のボタンよりお申込みください。

登録するをクリック。
以上で、ユーザー登録完了です。

手順３
登録するメールアドレスを入力。
「ご利用規約」と「個人情報保護方針」を確認の上、
チェックし、本登録メール送信をクリックします。

※医療機器の研修受講を希望される方は、
以下のとおり項目をご入力ください。
※“研修経験あり“でご登録いただく方については、
受講履歴照会のため、名前・生年月日・電話番号・
郵便番号をご入力いただく必要があります。

・職務 → 「医療機器の研修の方」を選択
・保育士証番号 → 「なし」と記入

ユーザー登録の方法

研修申込・受講料お支払いの方法

手順１

手順１（研修申込）

手順４（研修申込）

研修サイト（https://s-kenko.manaable.com/）

入力内容を確認し、誤り等がなければ、

トップページのログイン・新規登録をクリック。

ページ一番下の上記の内容で申し込むボタンを

移動先のページにて、ユーザー登録の際に入力した

クリックして、申込完了となります。

「メールアドレス」と「パスワード」を入力し、
ログインをクリックします。

手順 5（受講料お支払い）
手順２（研修申込）

「申込管理」より「申込履歴」をクリックします。

「申込管理」より研修を探すをクリックします。

受付状況が「承認」となっている研修は、

ページ中央の「研修名」の検索窓に“医療機器“と

受講料のお支払いに進むことができます。

入力し、検索するをクリック。

研修名をクリックして、移動先のページで、

受講を希望する研修名を探してクリックします。

支払うボタンをクリック。
別ページに移動しますので、案内に従って、
受講料のお支払いに進んでください。

手順３（研修申込）
研修内容を確認の上、申込みをクリック。

お支払いは以下の３種類から選択可能です。

移動先のページで、必要事項を入力し、

① コンビニ支払い

ページ一番下の次へ進むボタンをクリックします。

② クレジットカード
③ 銀行振込
支払方法を選択したら、お支払いはこちらへを
クリックして、支払いの手続きを行ってください。
※「基礎講習」
「修理基礎講習」を申込された場合、
“従事年数証明書”の審査などにより「承認」まで

※「基礎講習」
「修理基礎講習」を申込する際には、

2 週間程度かかります。

“従事年数証明書”のアップロードが必要です。

受講料のお支払いが可能になりましたら、

ウェブサイトでの申込前に、書類を作成ください。

メールでお知らせいたします。

※動画受講は 5 月上旬より開始予定です。受講料をお支払いされた方は、今しばらくお待ちください。
受講開始になりましたら、メールと研修サイトにてお知らせいたします。

受講（動画視聴～テスト～履歴確認）の方法

ユーザー登録の方法

手順１

手順５

研修サイト（https://s-kenko.manaable.com/）

画面中央に動画が表示されるので、再生ボタンを

トップページのログイン・新規登録をクリック。

クリックして、受講を開始します。

移動先のページにて、ユーザー登録の際に入力した
「メールアドレス」と「パスワード」を入力し、
ログインをクリックします。

＜注意事項＞
動画を途中で停止する場合は、必ず「停止」
ボタンをクリックしてください。クリックしない

手順２
「申込管理」より受講予定をクリックします。

と、視聴履歴が記録されません。
＜その他の操作＞
パソコンの画面サイズに併せて動画を拡大表
示します。元に戻すときは、同じボタンを押す
か、キーボードの「Esc」を押してください。
・画質

→

・スピード

「auto」推奨（変更可）
→

変更はできません

動画の音量を調整できます。

手順３
受講する研修をクリックします。

手順６（テストの受講）
「基礎講習」と「修理基礎講習」の受講者は、
全ての動画受講が完了した後に、研修サイト上で
テストの受講が必要になります。
テストをご受講いただけないと、動画受講が完了
していたとしても、
「受講中」の扱いになります。
お忘れのないよう、ご注意ください。

手順７（履歴の確認）

手順４
「受講」ボタンをクリックし、動画受講をする
章の「受講」ボタンをクリックします。

手順４の画面で、
「履歴」ボタンをクリックすると
各動画の視聴履歴が確認できます。
受講完了した場合、視聴割合が「100％」と表示
されます。

研修サイト Q＆A
１．ユーザー登録について
Question

Answer

1

研修サイトって何？

研修のお申込み・お支払い・動画受講・進捗状況の確認ま
で、受講に係る全てのことを行えるサイトのことです。

2

研修サイトを使うにはどのよ
うな手続きが必要？

研修サイトを利用するには、まず「ユーザー登録」を行う必
要があります。ユーザー登録後に、研修へのお申込み、受講
料のお支払い、動画受講等が利用可能になります。

3

ユーザー登録の手続きに必要
なものは？

【メールアドレス】が必須です。
令和 3 年度までに当財団の医療機器研修を受講した経験の有
る方は、【姓】【名】【生年月日】【電話番号】【郵便番号】を
入力することで、過去の受講履歴を照会できるようになりま
す
。
※いずれも受講当時の情報の入力が必要

4

事業所の１つのメールアドレ
スを複数のユーザー登録に利
用できるの？

１つのメールアドレスで複数のユーザー登録はできません。
メールアドレスは登録後、研修サイトにログインする際の ID
となるため、同じメールアドレスでの登録はできません。

5

メールアドレスを所持してい
ない場合はどうすればよい？

お手数をおかけしますが、メールアドレスを取得ください。

6

ユーザー登録はパソコンでし
かできませんか？

スマートフォンなどのモバイル機器でも登録可能です。
①メールアドレスを登録

7

ユーザー登録の手続きの流れ
を教えて。

※過去に医療機器研修の受講経験がある方は、氏名・生年月
日等の入力が必要。
②登録したメールアドレス宛に本登録用の URL が記載された
メールを受信
③「新規登録」ページより、必要事項を入力

８

誤ったメールアドレスで「本
登録メールを送信」ボタンを
送信してしまいました。どう
すればよいですか？

９

「医療機器の受講経験有りの
方」より新規登録をしたが、
「照合情報が不一致です。
」と
いうエラーメッセージが出
て、次に進めません。

正しいメールアドレスで改めて新規登録ください。

照合情報として入力する【姓】【名】【生年月日】【電話番
号】【郵便番号】は、受講当時の情報をご入力していただく
必要があります。
先に進めない場合は、「研修受講希望の方」より新規登録を
行ってください。

２．研修申込～受講料振込まで
Question

Answer

研修の申込はどこからできます
か？

ユーザー登録後、ユーザーページから研修の申込が可能にな
ります。
ご希望の研修を検索し、お申込みください。

研修申込後の受講決定は、いつ
頃わかりますか？

「基礎講習」と「修理基礎講習」については、「従事年数証
明書」の審査が必要になるため、2 週間ほどかかります。
「継続研修」については、申込後すぐに受講決定となりま
す。
いずれもメールと研修サイトでお知らせさせていただきま
す。

３

受講決定はどうやって確認す
ることができますか？

メールと研修サイトでお知らせいたします。
また、研修サイトのユーザーページ、左メニューの「申込管
理」の「申込履歴」からも確認ができます。
研修一覧にある“受付状況欄“に、「承認」と表示されてい
れば受講決定しております。そのまま受講料の支払いの手続
きにお進みください。

４

支払方法はどのようなものが
ありますか？

①コンビニ支払／②クレジットカード決済／③銀行振込の 3
種類から選択できます。

５

受講料の請求書と領収書は発
行できますか？

可能です。
請求書は、受講料お支払い前にユーザーページより発行でき
ます。領収書は、受講料お支払い後に、１回のみ発行が可能
です。
領収書の再発行は致しかねますので、紛失しないよう大切に
保管してください。

６

キャンセルの場合、お支払い
した受講料の払い戻しはでき
ますか？

一度お支払いいただいた受講料の返金は原則お受けしており
ません。

１

２

３．研修受講
Question

Answer

1

どのように動画受講をすれば
よいのでしょうか？

パソコンまたはスマートフォンから、研修サイトにアクセス
し、トップページの「ログイン」から、メールアドレスとパ
スワードでログインしてください。
「受講予定」より研修を選択すると動画受講ができます。

2

自宅以外のパソコンなどでも
受講はできますか？

可能です。
受講に使用するパソコンから研修サイトにアクセスしてくだ
さい。

３

研修資料（テキスト）はいつ
届きますか？

受講料をお支払いいただいて、２週間ほどで送付先住所にテ
キストをお送りします。
テキストが届き次第、動画受講を開始してください。

４．動画受講
Question

Answer

1

画面を大きくしいたのです
が。

動画画面の右下
を押すと、全画面表示になります。
元に戻すときは、同じボタンを押す
か、キーボードの「Esc」を押してください。

2

動画を途中まで見たが、改め
て見ようとしたら途中から再
生ができなかった。

動画を途中で停止する際には、必ず「停止」
ボタンを
クリックしてください。
クリックしないと視聴履歴が記録されず、始めから視聴が必
要になる場合があります。

動画が固まってしまう。

一旦、研修サイトからログアウトして、視聴環境などを再調
整して、改めて受講を行ってください。
・パソコンを再起動してみる
・別のパソコンを使用してみる。
・Wifi を使用している場合は、通信環境が安定している場所
に移動する。
・無線 LAN から有線 LAN に切り替える。 など

動画の音声が聞こえない。

パソコンのスピーカーやイヤホンの接続や設定を確認してく
ださい。
それでも解決しない場合は、「３．動画が固まってしまう」と
同じ作業を行ってください。

３

４

