
クオリティの高い動画で、集患UP！クオリティの高い動画で、集患UP！
クリニックの動画を制作して、ホームページをグレードアップ！！

Youtubeやホームページで動画公開！

～動画制作の流れ～～動画制作の流れ～

1.ヒアリング・打合せ 2.ラフスケッチご提案

3.台本作成 4.撮影

5.編集

先生のご要望を確認します。
動画の用途や目的など
何でもお聞かせください。

構成をスケッチでお見せします。

台本に合わせて撮影します。

BGMやナレーション、テロップ、
エフェクトやグラフィックなどを
加えてひとつの作品に仕上げ
ます。

6.映像チェック

7.納品

映像完成後、納品前にお客様に
映像チェックをしていただきます。
修正希望などがございましたら
お伝えください。

コマごとに分かれた
台本を作成します。

佐藤内科クリニック様で導入されています。
是非一度ご覧ください！

http://sato-naika-clinic.com/

大腸カメラ　佐藤内科

胃カメラ　佐藤内科

検索大阪市北区天満　佐藤内科クリニック

DDまっぷ が V4 になりました！

DDまっぷ虫歯特集スタート！【予告】

【DDまっぷ更新センター　ゴールデンウィーク期間の休業案内】

5月3日（木） ～ 5月6日（日）は休業いたします ～ GWの休診案内は、お早めに ～

　DDまっぷでは「虫歯予防特集 2018」を 5月 11 日からスタートします。
歯科を標榜されている会員様につきましては、「虫歯の治療ができる医療機関」
として特集ページに掲載させていただきます。

※DDまっぷ特集ページへの掲載を希望されない歯科様、あるいはその他の診療科目で希望される会員様は、お手数ですが更新センターまで
お知らせください。　（DDまっぷ掲載医療機関の特集ページへの掲載は無料です。）

【掲載期間】　2018年5月11日 ～ 2018年6月30日 【掲載科目】　歯科
虫歯予防特集

　医療機関の検索サイト、DDまっぷがお陰を持ちまして、今年一年をかけて4回目のバージョンアップを行っていきます。

　バージョンアップのテーマは、

　患者さんと会員さんにより便利な機能へすべく構想を練っています。
徐々にリリースされて行きますので、ご期待ください。
　なお、バージョンアップスタートと連動して、「愛（AIスピーカー）が貰えるキャンペーン」を実施しています。
挟み込みのチラシをぜひご覧ください。

1.  掲載医療機関の施設範囲の拡大（薬局、病院、介護施設）
2.  V3でスマホで導入したRWDデザインをさらに、スマホ・パソコン・タブレットでも使いやすい
　機能的なデザインへ（検索・ファーストビューなど）

3.  セルフ更新をさらに使いやすいマイページへ進化

キャンペーンキャンペーン愛愛
AIAI

が貰える
AIスピーカー

1. オリジナルホームページ
　 リニューアル

2. クリニック様・薬局様を紹介
 　　（紹介者と被紹介者 それぞれ一台進呈）

3.　　　　      　  でも貰える！スマスマホな薬局スマスマホな薬局スマホな薬局S

キャンペーン対象キャンペーン対象

ねえ、Google
明日の天気は？

はい、明日は
晴れ時々曇りです

HomeMini

※自主更新の方法については２面目をご覧ください。

DDまっぷ通信　5月号（2018 年4 月10日発行）　（DDまっぷ会員向け） ddmap.jp

◆ お問合せはDDまっぷ  更新センターまで ！ ◆

病院検索のＤＤまっぷ 検索更新
センター

DDまっぷ通信　5月号（2018 年4 月10日発行）　（DDまっぷ会員向け） ddmap.jp
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・DDまっぷが V4 になりました！
・虫歯特集2018スタート！【予告】
・カンタンお知らせ更新
・IT講座114回 ～ 一般的な AI（人工知能）②
・活用しています ～ 西脇クリニック
・クオリティの高い動画で集患UP！ＤＤまっぷ登録医療施設 144,205 件（2018 年4月1日現在）

2018 年　5月号　Vol.131

http://ddmap.jp

DDまっまっぷ通信通信
ユーズ株式

会社
大阪府大阪市北区梅田1丁目11- 4 大阪駅前第4ビル4F

TEL:06-6341-3331
FAX:06-6341-6363

メール：koushin@ddmap.jp
営業時間:月～金 9:00-18:00（休業日: 土・日・祝）



IT講座114回 ～一般的な AI (人工知能)について　その②～

自動車の自動運転

　前回AIのメリットについて触れましたが、今回はそのようなメリットを活かして様々な分野で利用されているAIについて、
お話しさせていただきます。

　Googleが自動運転車「Google Car」を発表したり、日本の各自動車メーカーも数年先での実用化を掲げたりと何かと話題
の事柄ですが、こちらにも最新のAIが深く関わっています。
　自動運転車の基本的な構造は、様々なセンサーから取得したデータをAIで処理して、自動運転を行うというものです。

　上記のようにセンサーによって各種データを取得することが可能であり、またセンサーの部品の金額は量産化することで
安価な提供が可能になります。そのためハード面よりも、取得した各種データをどのようにAIで判断・処理していくのかとい
うソフト面が、実社会で自動運転を実現する上で非常に大きな要素となってきます。

自動運転を司るAIの基本的な思考は下記のとおりです。
　①自分の行動計画を立てる
　②自分のいる場所を特定する
　③自分の周囲にいる歩行者や、ほかの車、あるいは、そのほか障害物の場所を把握する
　④自分の動きをコントロールして行動を起こす

車に搭載した様々なセンサーから情報を取得して走行する
LIDAR・・・・周囲360度の3D空間構造を瞬時に読み取ってデータ化するセンサー
IMU・・・・慣性航法のための6軸速度センサー
GPS・・・・現在の位置情報
DMI・・・・タイヤの回転数から走行距離を測定するセンサー
車用ミリ波レーダー・・・・対象物までの距離と相対速度を検出して、自動ブレーキシステムを実現する

から情報を取得して走行する

AIAIAI

LIDAR
IMU

GPS

DMI
車用ミリ波レーダー

〇自動車の自動運転における各種センサー

http://ddmap.jp/0742273033
シンプルページ
http://nishiwaki-clinic.jp/
オリジナルページ

活用しています ～  西脇クリニック　副院長　西脇　英敏　先生

検索奈良市　西脇クリニック

　奈良市東部の西脇クリニックは、みなさまに気軽に来院いただけるような、身近で温かいクリニックを目指しています。 わかり
やすく丁寧な説明を行った上で、納得して治療を受けていただくことを心がけて診療しています。
　この度、ホームページをリニューアルしました。是非ご覧ください。

パソコンパソコンパソコンパソコン スマホスマホ

お知らせカンタン自主更新

DDまっぷトップページの画面右上に
表示されている「会員マイページ」を
クリックしてログイン画面を開きます。

①会員マイページにアクセスします。 ②ログインします。

③お知らせを登録します。

メニューボタンをタップすると
メニューが開きます。

または右のQRコードから
アクセスしてください。
マイページQRコード→

スマートフォンからパソコンから

●お知らせタイマー機能

※ログインID・パスワードがご不明な方は、
更新センターまでお問合せください。

06-6341-3331

（3）お知らせ内容を入力し、掲載開始日と終了日を
　  入力後「登録」または「保存」をクリック

(掲載内容ごとに掲載期間を設定できます。）

（2）画面右側「新規お知らせ登録」、
　  または掲載終了欄の「複製・編集」をクリック

（1）画面左側の欄にある
　  「お知らせ」をクリック

■予防接種開始について、指定の日時より自動的に掲載開始。

■臨時休診日が過ぎたら自動的に掲載終了。

お知らせ

お知らせ

お知らせ
休診案内【G.W.期間の診療のお知らせ】     ～ 2018/5/6
ゴールデンウィーク期間中も、カレンダー通りの診療と
なります。

お知らせ
NEW！ 【予防接種受付開始のお知らせ】
本日（10月1日）より、予防接種の受付を開始します。

2018/5/7 ～　（指定の日時以降は表示なし）

（指定の日時までは表示なし）　～2018/9/30

（指定日時）  2018/10/1～

表示なし

表示なし

ログイン状態で画面を放置しますと、
1時間でタイムアウトします。
その際は、再ログインが必要となります。（　  　　  ）

7
6 5

1
31 30

（【例】掲載開始日：2018年4月15日　終了日：2018年5月6日）

（【例】掲載開始日：2018年10月1日　終了日：2019年1月31日）

カンタンにできる更新の方法をご案内いたします。ゴールデンウィークの休診案内は、是非自主更新をお試しください！
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・活用しています ～ 西脇クリニック
・クオリティの高い動画で集患UP！ＤＤまっぷ登録医療施設 144,205 件（2018 年4月1日現在）
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http://ddmap.jp

DDまっまっぷ通信通信
ユーズ株式

会社
大阪府大阪市北区梅田1丁目11- 4 大阪駅前第4ビル4F

TEL:06-6341-3331
FAX:06-6341-6363

メール：koushin@ddmap.jp
営業時間:月～金 9:00-18:00（休業日: 土・日・祝）
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