
　10月1日よりインフルエンザ特集を公開しました。インフルエンザ特集期間中は、ホームページのアクセス数が急増しま
す。（通常の1.6倍）特集に併せて、ホームページやブログにインフルエンザについての記事を掲載し、アクセス数アップに繋
げましょう。

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。）

インフルエンザ特集2018スタートしました！

超大型台風などの緊急告知対応につきまして
　9月の台風はこれまでの経験を大きく上回り、皆様も多くの被害を受けられたことと思います。改めてお見舞い申し上げます。
　DDまっぷ更新センターへの臨時休診、再開案内などのお知らせ欄への掲載依頼が台風当日、翌日共に殺到し、一部の会員様
には、電話がつながりにくい状況になりましたこと、深くお詫び申し上げます。
　今後も、こういった突発的な緊急案内の掲載が必要となる事態が予測されます。弊社としましては、お客様のご依頼には可能
な限り迅速に対応できるよう体制を整えておりますが、交通機関などの影響で、人員を揃えることが出来かねる場合もございま
す。そのため、緊急時のお知らせ欄への掲載は、できるだけセルフでの更新をお願い致します。更新方法については、本誌2面目
をご覧ください。

お願い致します

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。

更新センターからのお知らせは、ログイン画面の右側に掲載致します。
ログインなしでご確認いただけます。

　また、台風などの影響で更新センターの営業時間が変わる場合は、
会員マイページのログイン画面にて、お知らせ致します。
　どうか、ご理解の上、ご協力をお願い申し上げます。

会員マイページのログイン画面

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。
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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

ととをを一一一時時的にやめています
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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！
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ワクチン予防接種

1回：4,000円
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◆ お問合せはDDまっぷ  更新センターまで ！ ◆
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・超大型台風などの緊急告知対応につきまして
・インフルエンザ特集2018　スタート！
・お知らせカンタン自主更新
・IT講座120回 ～ Googleカレンダーの活用①
・活用しています ～ 神奈川県大磯町 たるもと薬局
・DDポスターTVＤＤまっぷ登録医療施設 144,224 件（2018 年10 月1日現在）

2018 年　11 月号　Vol.137

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）



 　神奈川県大磯町のたるもと薬局では、スマホから処方せんを送信できる「スマホな薬局」アプリ
を導入しました。

検索たるもと薬局

オリジナルページ
https://www.tarumoto-f.com/

～  神奈川県大磯町　たるもと薬局活用しています

2次元コードからアプリをインストール！

Android の方iPhone の方 Androidの方

処方せん送信処方せん送信
処方せんを撮って送信。
待たずに薬が受け取れる。
処方せんを撮って送信。
待たずに薬が受け取れる。

スマホで

　ホームページにアプリの説明やダウンロードのリンク
を掲載し、また、近くの郵便局にチラシを設置するなど
積極的にアプリの PRをしています。

Googleカレンダーを使う

スケジュールを入力する

　最近は紙の手帳ではなく、スマホやパソコン上でカレンダーアプリを使ってスケジュールを管理され
る方も増えてきていると思います。そのアプリの中でも、Googleカレンダーは、Googleアカウント1つあ
れば、パソコンからもスマホからも管理することができ、また、他の人とスケジュールを共有することが
出来るので大変便利です。今回はGoogleカレンダーについてご紹介いたします。

Googleアカウントをお持ちでない場合は、先にアカウントを作成します。
右記URLにアクセスすると、簡単に作成できます。https://accounts.google.com/signup

1. https://calendar.google.com/ にアクセスします。
2. Googleアカウントでログインします。

3. Googleカレンダーに移動します。

4. 右上の設定アイコン　　で、カレンダーの設定が変更できます。

1. Google Playまたは、App StoreからGoogleカレンダー

　アプリをダウンロードします。

2. アプリを開き、Googleアカウントでログインします。

IT講座120回 ～Googleカレンダーの活用①～

3131

パソコンの場合 スマホの場合

スマホからも同じ内容を確認できます。
アラーム機能もあり、便利です！

1 2予定を書き込む日の枠をクリックするとウインドウが
開きますので、タイトルと時間を入力し、保存をクリックします。

予定が入力された枠をクリックすると詳細を
確認できます。

タイトルを入力タイトルを入力

時間を設定する時間を設定する

保存をクリック保存をクリック

枠をクリック枠をクリック

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【臨時休診のお知らせ】 ～ 2018/10/15
10月15日は、都合により休診いたします。

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。

2018/10/16～　（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。（　  　　  ）

16
15 14

1
31 30

（【例】掲載開始日：2018年9月30日　終了日：2018年10月15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。緊急時には、是非自主更新をお試しください！
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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。

更新センターからのお知らせは、ログイン画面の右側に掲載致します。
ログインなしでご確認いただけます。

　また、台風などの影響で更新センターの営業時間が変わる場合は、
会員マイページのログイン画面にて、お知らせ致します。
　どうか、ご理解の上、ご協力をお願い申し上げます。

会員マイページのログイン画面

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

ととをを一一一時時的にやめています

相相談談しししててください談してくください。
は

てく

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 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
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・超大型台風などの緊急告知対応につきまして
・インフルエンザ特集2018　スタート！
・お知らせカンタン自主更新
・IT講座120回 ～ Googleカレンダーの活用①
・活用しています ～ 神奈川県大磯町 たるもと薬局
・DDポスターTVＤＤまっぷ登録医療施設 144,224 件（2018 年10 月1日現在）

2018 年　11 月号　Vol.137

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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