
　今年もＤＤまっぷでは、10月よりインフルエンザ予防特集を開始します。内科・小児科・耳鼻咽喉科を標榜されている
医療機関様につきましては、「インフルエンザの予防接種と治療が受けられる医療機関」として、特集ページに掲載させて
いただきます。

インフルエンザ特集
【掲載期間】10 月 1日（月） ～ 1月 31 日（木）　【標榜科目】内科・小児科・耳鼻咽喉科

※DD まっぷ特集ページへの掲載を希望されない内科・小児科・耳鼻咽喉科様、あるいはその他の
　診療科目で掲載をご希望される医療機関様は、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様の特集ページへの掲載は無料です。）

今年も始まります！インフルエンザ特集2018【予告】

今シーズンから始めましょう！～予防接種もネット予約～

　インフルエンザ予防接種のネット予約は、9月から利用可能となります。
　ネット予約は、医院様はもちろん、利用する患者さんにも多くのメリットがあり、いつも来院されている患者さんの満足度アップ
（医院のホスピタリティ向上）につながります。まだ導入するかどうかお悩みの医院様へ、導入後のメリットをご紹介いたしますの
で、この機会にぜひご検討ください。

医院側のメリット
①患者さんがインターネットから予約を入れてくれるので、大量の
　電話応対から解放されます。
②日ごとの必要なワクチンの量を事前に集計できるので、在庫管理
　や注文に便利です。
③来院時に受け付けた予約も一元管理できます。
④接種だけの時間枠を設定し、予約を集中させることもできます。

患者側のメリット
①24時間受付OK。
②1回目の接種予約を登録すると、自動的に2回目の予約登録も
　リクエストするので、2回接種を促進します。
③予約日前日にお知らせメールが自動送信されるので、予約を
　忘れません。
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予約が入っている時間帯は
ピンク色で表示。

予約が入っていない
時間帯は青色で表示。

医院側の受付画面

インフルエンザワクチン予約
接種予約

山田様　予約はありません

インフルエンザ（1回目）の
予約を行います。
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患者さん側の画面
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患者さんは
パソコン・携帯電話・
スマホから
カンタン予約。

※ネット予約については、本誌4面目をご覧ください。

○○

冬期版冬期版冬期版

シマフクロウ･ワクチン接種シマフクロウ･ワクチン接種
インフルエンザシーズンその前に︕インフルエンザシーズンその前に︕

--- インフルエンザワクチン接種予約専⽤ ---
< 予防接種⾃動受付システム >

只今
受付中︕

2018 年9⽉1⽇〜2019 年1⽉31⽇
お申し込み順に5⽇程度で予約条件を設定しID＆パスワードを発⾏します。
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ワクチン接種期間ワクチン接種期間

予約期間予約期間
ご利⽤期間ご利⽤期間

お申し込み
受付･設定

ご利⽤
可能期間

特徴

インフルエンザの季節、予約の対応でテンテコ舞い。
本格的なシーズンが始まる前にご準備ください。

シマフクロウ･ワクチン接種 < 冬期版 > インフルエンザ･ワクチンにのみ利⽤（9⽉〜1⽉）

価格

医療機関様はインターネットに繋がる
パソコンをご⽤意下さい。
医療機関様はインターネットに繋がる医療機関様はインターネットに繋がる
パソコンをご⽤意下さい。パソコンをご⽤意下さい。

初期導⼊費⽤

新規導⼊の場合 20,000 円
         0 円 50,000 円

50,000 円
ｼﾏﾌｸﾛｳｼﾘｰｽﾞご利⽤中 / 以前導⼊

期間使⽤料

( 税抜 )

※

※以前にｼﾏﾌｸﾛｳ･ﾜｸﾁﾝ接種をご利⽤いただいた医療機関様 ※⼩児向けワクチン予約（最⼤19種）もあります。（通年版）

この時期、通常業務にワクチン接種の予約受付が加わり忙しさに拍⾞がかかります。患者様⾃ら
予約をしてくれるので電話対応が減り業務に専念することができます。
患者様は、携帯電話・スマートフォン・パソコンで「空き状況」を確認し、その場で「予約」ができ
ますので、予約の為に⾜を運ぶ必要も電話をする必要もなくなります。

・期間中24時間インフルエンザワクチンの予約を⾃動受付︕
・⼀度に3名まで予約が可能。
・1回⽬の予約を受け付けると2回⽬の予約登録を促進。
・全体の予約総数･必要ワクチン量等を⾃動計算、検索機能付き。
・予約前⽇に明⽇の接種をお知らせするメールを発信。
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◆ 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
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・今シーズンから始めましょう！～予防接種もネット予約～
・今年も始まります！インフルエンザ特集2018【予告】
・DDポスターTV
・IT講座119回 ～ホームページのスマホ対応とは 
・活用しています ～ しげしたデンタルクリニック
・シマフクロウ・ワクチン予約ＤＤまっぷ登録医療施設 144,223 件（2018 年9月1日現在）

2018 年　10 月号　Vol.136

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）



ポスターTV パソコン

 　阪急甲陽園駅前にある、しげしたデンタルクリニックは、「痛みの少ない治療」「歯をなるべく削らない・抜かない保存的な
治療」を心がけて診療に当っています。
 　この度、DDポスターTV（※）を導入し、院内がスッキリしました。また、ホームページをレスポンシブWEBデザインにリニュー
アルしました。是非一度ご覧ください。　　　　　　　　　　　　※詳しくは本誌 2面目をご覧ください。

検索しげしたデンタルクリニック　甲陽園

オリジナルページ
http://shigeshita.com

DDまっぷホームページ
http://ddmap.jp/0798703330

スマホスマホ

～  しげしたデンタルクリニック　院長　茂下  弘延　先生活用しています

スマホ対応とは

タップすると、
電話発信画面へ

　ご存知ですか？ インターネット利用者の内、PC（パソコン）のみで閲覧している人の割合は6％です。84％の人が、ス
マホか、スマホとPCの両方から閲覧しています。（※）
　急病で病院を探す場合などの緊急時には、殆どの人はスマホを利用しています。ホームページをスマホ対応にして
おけば、患者さんはワンタッチで病院へ電話をかけることが可能です。

　スマホはPCと比べて、①画面が小さい、②指で操作する、②電話が掛けられるといった違いがあります。

　スマホ対応には、PCやスマホなどデバイスの種類ごとに別の画面を用意して表示を切り替える方法と、画面のサイ
ズによってレイアウトを変える方法（レスポンシブWEBデザイン）があります。現在は、スマホでも画面のサイズが様々
なため、どんな画面サイズでも見やすいレスポンシブWEBデザインが主流です。

スマホ対応がまだの方は、お問い合わせください

レスポンシブWEBデザイン（RWD）

※2017年LINE(株)の調査

IT講座119回 ～ホームページのスマホ対応とは～

①小さい画面でも見やすいレイアウト ②指で操作しやすい
　ボタンサイズ

③ワンタッチで電話が掛けられるリンク

キャンセル 発信

06 6341 5577

インターネット不要！カンタンに使えます

カンタン！
月額＆インターネット不要！

★スマホ・デジカメで撮影したポスターを、カンタンに表示することができます。

★画像が動くので、固定されたポスターよりも自然に目に入ります。

★自動再生によるスライドショーで、1ヵ所から様々なメッセージを患者様に発信することが
　できます。

特徴の特徴

※静止画又は動画（スピーカー内蔵）で自動再生します。

HPVワクチンを受ける　お子様と保護者の方へ

もしも、気になる体調変化が
あった場合は、このリーフレットを参考に、
医師等に相談してください。

ワクチンを受けた後は、
体調に変化がないか
充分に注意してください。

たいちょう へんか

じゅうぶ ん ちゅうい

HPVワクチンは、積極的におすすめすることを一時的にやめています
せっきょくてき

当日

数日後
から

数週間後

ワクチンを受けた日は
はげしい運動はやめてください。

ワクチンを受けた後30分ほどは
座って様子をみてください。※
※極度の緊張や、強い痛みをきっかけに、生理的な反応として、
　脈拍がゆっくりになったり、血圧が下がったり、時に気を失うことが
　あります（この反応を、血管迷走神経反射と言います。）。
　通常、横になって休めば自然に回復しますが、
　この時に、倒れてケガをすることがあります。

けっかんめいそうしんけいはんしゃ

きょくど

みゃくはく

かいふく

きんちょう せい り てき はんのう

気になる症状が出たときは
すぐにお医者さんや周りの大人に相談してください。

せっしゅ

しょうじょう

けいさい

ワクチン接種後に、もしも気になる症状が出てきた場合
迷わず、すぐに医師等に相談しましょう。
心配される症状を次頁に掲載していますので、参考にし

ととをを一一一時時時時時的的にににやめています

相相談相談し談してしてしてくしてください。てください。てください。てください。

スタンド型壁掛け型

ポスターが
順番に切り替わります
（スライドショー）

32 型　70.35 ㎝×39.8 ㎝×5.6cm

43 型　 94.6 ㎝×53.4 ㎝×4.6cm

49 型　107.8 ㎝×60.9 ㎝×4.6cm

55 型　121.4 ㎝×68.5 ㎝×4.6cm

ディスプレイサイズ (H×W×D)

ランニングコスト0円！ランニングコスト0円！

ののDDポスターTVDDDDポスターTV

ネ 使 す

DDポスターTVDDDDポスターTV
HPVワクチンを受ける　 へ

もしも、気になる体調変化が
あった場合は、このリーフレットを参考に、
医師等に相談してください。

ワクチンを受けた後は、
体調に変化がないか
充分に注意してください。

たいちょう へんか

じゅうぶ ん ちゅうい

HPVワクチンは、積極的におすすめすることを一時的にやめています
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数週間後

ワクチンを受けた日は
はげしい運動はやめてください。

ワクチンを受けた後30分ほどは
座って様子をみてください。※
※極度の緊張や、強い痛みをきっかけに、生理的な反応として、
脈拍がゆっくりになったり、血圧が下がったり、時に気を失うことが
あります（この反応を、血管迷走神経反射と言います。）。
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気になる症状が出たときは
すぐにお医者さんや周りの大人に相談してください。

せっしゅ

しょうじょう

けいさい

ワクチン接種後に、もしも気になる症状が出てきた場合は、
迷わず、すぐに医師等に相談しましょう。
心配される症状を次頁に掲載していますので、参考にしてください。

インフルエンザ

ワクチン予防接種

1回：4,000円

ゴチャゴチャゴチャゴチャ スッキリ快適スッキリ快適

売れてます！

- 2 - - 3 -

DDまっぷ通信　10 月号（2018 年9 月10日発行）　（DDまっぷ会員向け） ddmap.jp DDまっぷ通信　10 月号（2018 年9 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
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）



ポスターTV パソコン

 　阪急甲陽園駅前にある、しげしたデンタルクリニックは、「痛みの少ない治療」「歯をなるべく削らない・抜かない保存的な
治療」を心がけて診療に当っています。
 　この度、DDポスターTV（※）を導入し、院内がスッキリしました。また、ホームページをレスポンシブWEBデザインにリニュー
アルしました。是非一度ご覧ください。　　　　　　　　　　　　※詳しくは本誌 2面目をご覧ください。

検索しげしたデンタルクリニック　甲陽園

オリジナルページ
http://shigeshita.com

DDまっぷホームページ
http://ddmap.jp/0798703330

スマホスマホ

～  しげしたデンタルクリニック　院長　茂下  弘延　先生活用しています

スマホ対応とは

タップすると、
電話発信画面へ

　ご存知ですか？ インターネット利用者の内、PC（パソコン）のみで閲覧している人の割合は6％です。84％の人が、ス
マホか、スマホとPCの両方から閲覧しています。（※）
　急病で病院を探す場合などの緊急時には、殆どの人はスマホを利用しています。ホームページをスマホ対応にして
おけば、患者さんはワンタッチで病院へ電話をかけることが可能です。

　スマホはPCと比べて、①画面が小さい、②指で操作する、②電話が掛けられるといった違いがあります。

　スマホ対応には、PCやスマホなどデバイスの種類ごとに別の画面を用意して表示を切り替える方法と、画面のサイ
ズによってレイアウトを変える方法（レスポンシブWEBデザイン）があります。現在は、スマホでも画面のサイズが様々
なため、どんな画面サイズでも見やすいレスポンシブWEBデザインが主流です。

スマホ対応がまだの方は、お問い合わせください

レスポンシブWEBデザイン（RWD）

※2017年LINE(株)の調査

IT講座119回 ～ホームページのスマホ対応とは～

①小さい画面でも見やすいレイアウト ②指で操作しやすい
　ボタンサイズ

③ワンタッチで電話が掛けられるリンク

キャンセル 発信

06 6341 5577

インターネット不要！カンタンに使えます

カンタン！
月額＆インターネット不要！

★スマホ・デジカメで撮影したポスターを、カンタンに表示することができます。

★画像が動くので、固定されたポスターよりも自然に目に入ります。

★自動再生によるスライドショーで、1ヵ所から様々なメッセージを患者様に発信することが
　できます。

特徴の特徴

※静止画又は動画（スピーカー内蔵）で自動再生します。

HPVワクチンを受ける　お子様と保護者の方へ

もしも、気になる体調変化が
あった場合は、このリーフレットを参考に、
医師等に相談してください。

ワクチンを受けた後は、
体調に変化がないか
充分に注意してください。

たいちょう へんか

じゅうぶ ん ちゅうい

HPVワクチンは、積極的におすすめすることを一時的にやめています
せっきょくてき

当日

数日後
から

数週間後

ワクチンを受けた日は
はげしい運動はやめてください。

ワクチンを受けた後30分ほどは
座って様子をみてください。※
※極度の緊張や、強い痛みをきっかけに、生理的な反応として、
　脈拍がゆっくりになったり、血圧が下がったり、時に気を失うことが
　あります（この反応を、血管迷走神経反射と言います。）。
　通常、横になって休めば自然に回復しますが、
　この時に、倒れてケガをすることがあります。

けっかんめいそうしんけいはんしゃ

きょくど

みゃくはく

かいふく

きんちょう せい り てき はんのう

気になる症状が出たときは
すぐにお医者さんや周りの大人に相談してください。

せっしゅ

しょうじょう

けいさい

ワクチン接種後に、もしも気になる症状が出てきた場合
迷わず、すぐに医師等に相談しましょう。
心配される症状を次頁に掲載していますので、参考にし

ととをを一一一時時時時時的的にににやめています

相相談相談し談してしてしてくしてください。てください。てください。てください。

スタンド型壁掛け型

ポスターが
順番に切り替わります
（スライドショー）

32 型　70.35 ㎝×39.8 ㎝×5.6cm

43 型　 94.6 ㎝×53.4 ㎝×4.6cm

49 型　107.8 ㎝×60.9 ㎝×4.6cm

55 型　121.4 ㎝×68.5 ㎝×4.6cm

ディスプレイサイズ (H×W×D)

ランニングコスト0円！ランニングコスト0円！

ののDDポスターTVDDDDポスターTV

ネ 使 す

DDポスターTVDDDDポスターTV
HPVワクチンを受ける　 へ

もしも、気になる体調変化が
あった場合は、このリーフレットを参考に、
医師等に相談してください。

ワクチンを受けた後は、
体調に変化がないか
充分に注意してください。

たいちょう へんか

じゅうぶ ん ちゅうい

HPVワクチンは、積極的におすすめすることを一時的にやめています
せっきょくてき

当日

数日後
から

数週間後

ワクチンを受けた日は
はげしい運動はやめてください。

ワクチンを受けた後30分ほどは
座って様子をみてください。※
※極度の緊張や、強い痛みをきっかけに、生理的な反応として、
脈拍がゆっくりになったり、血圧が下がったり、時に気を失うことが
あります（この反応を、血管迷走神経反射と言います。）。
通常、横になって休めば自然に回復しますが、

　この時に、倒れてケガをすることがあります。

けっかんめいそうしんけいはんしゃ

きょくど

みゃくはく

かいふく

きんちょう せい り てき はんのう

気になる症状が出たときは
すぐにお医者さんや周りの大人に相談してください。

せっしゅ

しょうじょう

けいさい

ワクチン接種後に、もしも気になる症状が出てきた場合は、
迷わず、すぐに医師等に相談しましょう。
心配される症状を次頁に掲載していますので、参考にしてください。

インフルエンザ

ワクチン予防接種

1回：4,000円

ゴチャゴチャゴチャゴチャ スッキリ快適スッキリ快適

売れてます！
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◆ 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
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）



　今年もＤＤまっぷでは、10月よりインフルエンザ予防特集を開始します。内科・小児科・耳鼻咽喉科を標榜されている
医療機関様につきましては、「インフルエンザの予防接種と治療が受けられる医療機関」として、特集ページに掲載させて
いただきます。

インフルエンザ特集
【掲載期間】10 月 1日（月） ～ 1月 31 日（木）　【標榜科目】内科・小児科・耳鼻咽喉科

※DD まっぷ特集ページへの掲載を希望されない内科・小児科・耳鼻咽喉科様、あるいはその他の
　診療科目で掲載をご希望される医療機関様は、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様の特集ページへの掲載は無料です。）

今年も始まります！インフルエンザ特集2018【予告】

今シーズンから始めましょう！～予防接種もネット予約～

　インフルエンザ予防接種のネット予約は、9月から利用可能となります。
　ネット予約は、医院様はもちろん、利用する患者さんにも多くのメリットがあり、いつも来院されている患者さんの満足度アップ
（医院のホスピタリティ向上）につながります。まだ導入するかどうかお悩みの医院様へ、導入後のメリットをご紹介いたしますの
で、この機会にぜひご検討ください。

医院側のメリット
①患者さんがインターネットから予約を入れてくれるので、大量の
　電話応対から解放されます。
②日ごとの必要なワクチンの量を事前に集計できるので、在庫管理
　や注文に便利です。
③来院時に受け付けた予約も一元管理できます。
④接種だけの時間枠を設定し、予約を集中させることもできます。

患者側のメリット
①24時間受付OK。
②1回目の接種予約を登録すると、自動的に2回目の予約登録も
　リクエストするので、2回接種を促進します。
③予約日前日にお知らせメールが自動送信されるので、予約を
　忘れません。

0/4 0/4 0/4 0/4

0/4 0/4 0/4 0/4

0/4 0/4 0/40/4 0/4

0/4 0/4 0/40/4 0/4

0/4 0/40/4 0/4

0/4 0/40/4 0/4

2/4

1/4

2/4

3/40/4/ 3/4

/4

/4

/4

予約が入っている時間帯は
ピンク色で表示。

予約が入っていない
時間帯は青色で表示。

医院側の受付画面

インフルエンザワクチン予約
接種予約

山田様　予約はありません

インフルエンザ（1回目）の
予約を行います。

09/07（金）
09：30～11：30
13：00～14：30
14：30～15：30
17：00～18：00
09/08（土）
09：30～11：30
09/10（月）
09：30～11：30
13：00～14：30
14：30～15：30
17：00～18：00

患者さん側の画面

約

ん

の

患者さんは
パソコン・携帯電話・
スマホから
カンタン予約。

※ネット予約については、本誌4面目をご覧ください。

○○

冬期版冬期版冬期版

シマフクロウ･ワクチン接種シマフクロウ･ワクチン接種
インフルエンザシーズンその前に︕インフルエンザシーズンその前に︕

--- インフルエンザワクチン接種予約専⽤ ---
< 予防接種⾃動受付システム >

只今
受付中︕

2018 年9⽉1⽇〜2019 年1⽉31⽇
お申し込み順に5⽇程度で予約条件を設定しID＆パスワードを発⾏します。

8  ⽉ 9  ⽉ 10 ⽉ 11 ⽉ 12 ⽉ 1  ⽉
ワクチン接種期間ワクチン接種期間

予約期間予約期間
ご利⽤期間ご利⽤期間

お申し込み
受付･設定

ご利⽤
可能期間

特徴

インフルエンザの季節、予約の対応でテンテコ舞い。
本格的なシーズンが始まる前にご準備ください。

シマフクロウ･ワクチン接種 < 冬期版 > インフルエンザ･ワクチンにのみ利⽤（9⽉〜1⽉）

価格

医療機関様はインターネットに繋がる
パソコンをご⽤意下さい。
医療機関様はインターネットに繋がる医療機関様はインターネットに繋がる
パソコンをご⽤意下さい。パソコンをご⽤意下さい。

初期導⼊費⽤

新規導⼊の場合 20,000 円
         0 円 50,000 円

50,000 円
ｼﾏﾌｸﾛｳｼﾘｰｽﾞご利⽤中 / 以前導⼊

期間使⽤料

( 税抜 )

※

※以前にｼﾏﾌｸﾛｳ･ﾜｸﾁﾝ接種をご利⽤いただいた医療機関様 ※⼩児向けワクチン予約（最⼤19種）もあります。（通年版）

この時期、通常業務にワクチン接種の予約受付が加わり忙しさに拍⾞がかかります。患者様⾃ら
予約をしてくれるので電話対応が減り業務に専念することができます。
患者様は、携帯電話・スマートフォン・パソコンで「空き状況」を確認し、その場で「予約」ができ
ますので、予約の為に⾜を運ぶ必要も電話をする必要もなくなります。

・期間中24時間インフルエンザワクチンの予約を⾃動受付︕
・⼀度に3名まで予約が可能。
・1回⽬の予約を受け付けると2回⽬の予約登録を促進。
・全体の予約総数･必要ワクチン量等を⾃動計算、検索機能付き。
・予約前⽇に明⽇の接種をお知らせするメールを発信。

DDまっぷ通信　10 月号（2018 年9 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
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・今シーズンから始めましょう！～予防接種もネット予約～
・今年も始まります！インフルエンザ特集2018【予告】
・DDポスターTV
・IT講座119回 ～ホームページのスマホ対応とは 
・活用しています ～ しげしたデンタルクリニック
・シマフクロウ・ワクチン予約ＤＤまっぷ登録医療施設 144,223 件（2018 年9月1日現在）

2018 年　10 月号　Vol.136

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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