MyChart
メンバーの方々のオンライン診察記録をはじめ、い
ろいろな機能があります

MyChart を利用すれば、TriHealth 診察記録にアクセスし、医療
ケアチームとオンラインでコミュニケーションを取ることができ
ます。 職場、自宅、あるいは出張先からでも、ご自身のコンピ
ュータや携帯アプリを使い、MyChart にアクセスすることがで
きます。
MyChart メンバーは…

今すぐ加入してください。
登録は簡単です。
TriHealth チームメンバ
ーにアカウントを開くよ
う依頼してください。

• 医療ケアチームとセキュリティが確保されたメールの送受信ができます。
• 処方箋の更新。
• 健康歴の表示。 健康診断のお知らせの再通知を取得。 服用薬やアレルギ
ー、予防接種、医師紹介などを確認。
• テスト結果の閲覧。
• 予約の申し込みやキャンセル。 今後の予約の確認。
• 最近の通院からの情報を表示。
• 多くの一般的な緊急を要しない健康問題に対して、セキュリティが確保されたメ
ッセージを通じて、便利で即日可能な e-visit を実施します。

MyChart を利用するとヘルス
ケア管理が容易になります。
かかりつけの医師に電話でメッ
セージを送れます。
処方薬の補充を依頼することが
できます。

• アカウントの確認。 請求書の支払。
• シンシナティ地域や全米の他の MyChart アカウントからの健康情報を管理
します。
• ご両親や公認介護者の場合は、ご家族の MyChart へアクセスできます。

すべてのプラットホームで利用可能
コンピュータで mychart.TriHealth.com
に アクセスします。 モバイルデバイ
スでは、専用アプリを使えばどこから
でも 「MyChart」を検索できます。
専用アプリを取り込んだら、スクロー
ルして TriHealth を選択します。

e-visit の便利さのおかげで、簡
単な問題について仕事を休んで
医師の診察を受けに行く必要が
ありません。
テスト結果をオンラインで知
り、今後検索して参照すること
ができます。
MyChart を利用すると、学校や
スポーツクラブ、キャンプに提
出する予防接種記録を簡単に印
刷することができます。

詳細は TriHealth.com/tools/mychart にアクセスしてください。
mychart@trihealth.com に質問をお寄せください。
注：MyChart は緊急医療向けではあり
ません。 緊急医療には 9-1-1 またはか
かりつけの医師のオフィスに電話して
ください。
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MyChart
Your online medical record – and more

MyChart lets you access your TriHealth medical records and
communicate with your care team online. Whether you are at
work, on the road or at home, you can access MyChart on your
computer or mobile app.
As a MyChart member, you can…

Sign up today!
Registering is easy. Ask a
TriHealth team member
to activate your account.

• Send and receive secure messages with your care team.
• Renew your prescriptions.
• View your health history. Get health screening reminders. Review
your medications, allergies, immunizations, referrals and more.
• See your test results.
• Ask for, schedule or cancel an appointment. Review your upcoming
appointments.
• View information from your recent doctor’s office visit.
• Conduct a convenient, same-day electronic visit via secure
messaging for many common, non-urgent medical issues.
• Review your account. Pay your bill.
• Manage your health information from other MyChart accounts in
the Cincinnati area and nationwide.
• Access your family’s MyChart if you are a parent or legal caregiver.

Available on all platforms
Access on a computer by
visiting mychart.TriHealth.com.
For mobile devices, search for
“MyChart” wherever you get
your apps. Once the app loads,
scroll and choose TriHealth.

Learn more at TriHealth.com/tools/mychart.
Send questions to mychart@trihealth.com.

MyChart makes managing
your health care easy!
You can send your doctor a
message from your phone.
You can request refill renewals
for prescriptions.
Thanks to the convenience of
e-visits, you do not have to take
time off work to talk to your
doctor about a simple problem.
You can see your test results
online and can pull them up
easily for future reference.
MyChart makes it easy to print
immunization records for
school, sports or camps.

NOTE: MyChart is not for urgent
medical matters. If you need urgent
help, call 9-1-1 or your doctor’s office.

©2019 TriHealth | 0519 | TRI

