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ホーム 
 

n 概要 

ホームページに表⽰するお知らせを追加、編集することができます。 
 

n ⽬次 

1. MPクラウドからのお知らせを確認する 
2. ホームページ表⽰中のお知らせを確認する 
3. ホームページ表⽰中の現在の診療時間表⽰を確認する 
4. MPアナリティクス ⽉別来院動機を確認する 
 

n 操作⽅法 

1. MPクラウドからのお知らせを確認する 
Step1. MPクラウドからのお知らせを 10件確認する 
「ホーム」＞「MPクラウドからのお知らせ」に 10件表⽰されます。 

 
  

クリックで⼀覧が表⽰します。 



Step2. MPクラウドからのお知らせを全件確認する 
「ホーム」＞「MPクラウドからのお知らせ」右上の「もっと⾒る」をクリックすると、「MP
クラウドからのお知らせ⼀覧」に全件表⽰されます。 

 
 
Step2. MPクラウドからのお知らせの詳細を確認する 
「ホーム」＞「MPクラウドからのお知らせ」もしくは、「ホーム」＞「MPクラウドから
のお知らせ」＞「MPクラウドからのお知らせ⼀覧」のタイトルをクリックすると、詳細が
表⽰されます。 

 

20件ずつ表⽰します。 
タイトルクリックで詳細を表⽰します。 

20件以上は複数ページになります。 

クリックで前画⾯に戻ります。 



2. ホームページ表⽰中のお知らせを確認する 
「ホーム」＞「ホームページ表⽰中のお知らせ」に表⽰されます。 
右上の「詳細を⾒る」をクリックすることで、編集ができます。 
詳細は、「お知らせ表⽰管理」を参照してください。 

 
 
3. ホームページ表⽰中の現在の診療時間を確認する 
「ホーム」＞「現在の診療時間」に表⽰されます。 
右上の「修正する」をクリックすることで、編集ができます。 
詳細は、「診療状況表⽰管理」を参照してください。 

 
 
4. 現在の診療時間を確認する 
「ホーム」＞「MPアナリティクス ⽉別来院動機」に表⽰されます。 
右上の「詳細を⾒る」をクリックすることで、編集ができます。 
詳細は、「MPアナリティクス」の「1. 来院動機を分析する（⽇計表⼊⼒・来院動機分析）」
を参照してください。 
 
 

 
  

クリックで「MPアナリティックス」＞ 
「来院動機分析」を表⽰します。 

クリックでグラフの項⽬表⽰／⾮表⽰
を切り替えます。 

クリックで円グラフの項⽬表⽰／⾮表
⽰を切り替えます。 

クリックで「診療時間管理」を表⽰します。 

クリックで「お知らせ表⽰管理」を表⽰します。 



お知らせ表⽰管理 
 

n 概要 

ホームページに表⽰するお知らせを追加、編集することができます。 
 

n ⽬次 

1. お知らせを追加・編集する 
2. お知らせのカテゴリーを追加・編集する 
 

n 操作⽅法 

1. お知らせを追加・編集する 
Step1. 「お知らせ管理」＞「新規追加」ボタンをクリックする 
登録済みのお知らせを編集する場合は、「お知らせ管理」＞お知らせ⼀覧から、編集したい
お知らせの「編集」ボタンをクリックします。 

 
 
Step2. 「お知らせ新規追加」編集画⾯の各項⽬を⼊⼒する 
ü カテゴリー名 
カテゴリー名を選択します。 
カテゴリー名の追加・編集・並び替えは、「カテゴリー管理」画⾯から可能です。 
詳細は、下記『2お知らせのカテゴリーを追加・編集する』をご参照ください。 
 

ü ステータス 
表⽰／⾮表⽰を切り替えます。 
お知らせ記事をホームページに表⽰する場合は、「表⽰」を選択します。 
 

ü ⽇付・タイトル・コメント 
投稿するお知らせの⽇付、タイトル、コメントを⼊⼒します。 

クリックで新規追加できます。 

クリックで編集できます。 



Step3. ⼊⼒が完了したら、「登録する」ボタンをクリックする 

 
 
v お知らせの並び替え 
「お知らせ管理」＞「表⽰中のお知らせ」⼀覧から、並び替えたい⾏をドラッグアン
ドドロップすると、表⽰される順序を並び替えることができます。 
並び替えが完了したら、「並び替え確定する」ボタンをクリックして確定します。 

 

 
  

各項⽬⼊⼒後、 
クリックで登録できます。 クリックで前画⾯に戻ります。 

ドラッグアンドドロップで並べ替え 

クリックで並べ替え確定します。 



v お知らせの表⽰件数 
ホームページに表⽰されるお知らせは、上位 20件までです。 

 
v お知らせの削除 
表⽰中のお知らせを削除する場合は、「お知らせ管理」＞お知らせ⼀覧から、削除した
いお知らせの「削除」ボタンをクリックします。 
確認画⾯が表⽰されますので、「削除する」ボタンをクリックします。 

 
 

2. お知らせのカテゴリーを追加・編集する 
Step1. 「カテゴリー管理」＞「新規カテゴリー追加」をクリックする 
登録済みのカテゴリーを編集する場合は、「カテゴリー管理」＞「お知らせカテゴリー管理」
⼀覧から、編集したいカテゴリーの「編集」ボタンをクリックします。 
 
Step2. 「新規カテゴリー追加」編集画⾯の各項⽬を⼊⼒する 
⽂字カラーおよび背景カラーを選択し、カテゴリー名を⼊⼒してください。 
 
Step3. ⼊⼒が完了したら、「登録する」ボタンをクリックする 

 

クリックで削除できます。 

各項⽬⼊⼒後、 
クリックで登録できます。 

クリックで前画⾯に戻ります。 



v 背景カラー選択時の注意点 
背景カラー選択では、下記の選択が表⽰されます。 
カラー選択後に「確定」ボタンを押し忘れないようにお願いします。 

 
 

v お知らせカテゴリーの並び替え 
「カテゴリー管理」＞「お知らせカテゴリー管理」⼀覧から、並び替えたい⾏をドラ
ッグアンドドロップすると、表⽰される順序を並び替えることができます。並び替え
が完了したら、「並び替え確定する」ボタンをクリックして確定します。 

 

 
  

ドラッグアンドドロップで並べ替え 

クリックで並べ替え確定します。 

「確定」を忘れずに押してください。 



v お知らせカテゴリーの表⽰／⾮表⽰切り替え 
「カテゴリー管理」＞「お知らせカテゴリー管理」⼀覧から、「編集」ボタンをクリッ
ク時のみ、ステータスの編集が可能になります。 

 

  

編集時のみステータスが変更できます。 



診療状況表⽰管理 
 

n 概要 

ホームページに表⽰する診療状況の表⽰を管理できます。 
 

n ⽬次 

1. 基本となる診療時間を設定する 
2. 臨時診療⽇・臨時休診⽇を設定する 
3. 表⽰メッセージを設定する 
 

n 操作⽅法 

1. 基本となる診療時間を設定する 
Step1. 「診療時間」＞「編集」ボタンをクリックする 

 
 
Step2. 「診療時間を編集」画⾯で、各曜⽇の診療時間を⼊⼒する 
 
ü 終⽇休診 
終⽇休診の場合は、チェックを⼊れます。 
 

ü 時間帯／区分 
設定したい時間帯や区分（午前・午後、診療科⽬など）を⼊⼒します。 

 
ü 診療時間 
診療開始時刻と終了時刻を⼊⼒します。 

 
ü 「追加」ボタン 
時間帯／区分と診療時間を追加する場合は、「追加」ボタンをクリックします。 

  

クリックで編集できます。 



Step3. ⽉〜祝までの⼊⼒が完了したら、「保存する」ボタンをクリックする 

 

 
  

終⽇休診の場合はチェックを⼊れてください。 

⼊⼒枠が⾜りない場合は、ここをクリック 

各項⽬⼊⼒後、 
クリックで登録できます。 

クリックで前画⾯に戻ります。 



2. 臨時診療⽇・臨時休診⽇を設定する 
「診療時間」に設定した診療⽇・診療時間と異なる診療⽇や休診⽇がある場合は、「臨時休
診⽇・診療⽇」欄で設定します。 
 
Step1. 「臨時診療⽇・休診⽇」＞「新規追加」ボタンをクリックする 
登録済みの臨時診療⽇／休診⽇を編集する場合は、⼀覧から編集したい臨時診療⽇／休診
⽇の「編集」ボタンをクリックします。 

 
 
Step2. 「臨時診療⽇・休診⽇を編集」画⾯の各項⽬を⼊⼒する 
診療または休診のいずれかを選択し、⽇付と時刻を⼊⼒します。 
時刻を追加する場合は、「追加」ボタンをクリックします。 
 
Step3. ⼊⼒が完了したら、「保存する」ボタンをクリックする 

 
  

クリックで新規追加できます。 

クリックで編集できます。 クリックで削除できます。 

各項⽬⼊⼒後、 
クリックで登録できます。 

クリックで前画⾯に戻ります。 

⼊⼒枠が⾜りない場合は、 
ここをクリック 



3. 表⽰メッセージを設定する 
コメントや診療時間帯ごとに表⽰するメッセージを設定します。 
 
(1) コメントを設定する 
Step1. 「表⽰メッセージ」＞「コメント」＞「編集」ボタンをクリックする 

 
 
Step2. 「コメントを編集」画⾯でコメントを⼊⼒する 
 
Step3. ⼊⼒が完了したら、「保存する」ボタンをクリックする 

 
 
Step4.  コメントの表⽰／⾮表⽰を選択する 
コメントの表⽰／⾮表⽰は、画⾯上部の「コメント表⽰」ボタンで選択します。 
「当⽇診療時間表⽰」が OFFの場合もコメントは⾮表⽰となります。 

 
  

クリックで編集できます。 

各項⽬⼊⼒後、 
クリックで登録できます。 

クリックで前画⾯に戻ります。 

クリックでコメントの表⽰／⾮表⽰を切り替えます。 



(2) 表⽰メッセージを設定する 
Step1. 「表⽰メッセージ」＞メッセージを編集したい時間帯の「編集」ボタンをクリック
する 

 
 
Step2. 「メッセージを編集」画⾯でメッセージを⼊⼒する 
 
Step3. ⼊⼒が完了したら、「保存する」ボタンをクリックする 

 

 
v 当⽇診療時間の表⽰／⾮表⽰ 
ホームページに当⽇診療時間の表⽰／⾮表⽰は、画⾯上部の「当⽇診療時間表⽰」ボ
タンで選択できます。 
「当⽇診療時間表⽰」が OFFの場合はコメントも⾮表⽰となります。 

 
 

  

各時間帯の「編集」を 
クリックで編集できます。 

各項⽬⼊⼒後、 
クリックで登録できます。 

クリックで前画⾯に戻ります。 

クリックで当⽇診療時間の表⽰／⾮表⽰を切り替えます。 



v 現在の表⽰ 
現在ホームページに表⽰されている診療時間が確認できます。 

 
 
v 祝⽇⼀覧 
本年の祝⽇⼀覧です。診療⽇設定の際にご参照ください。 

 
  

ここで現在のホームページの 
表⽰を確認できます。 

ここで本年の祝⽇⼀覧を 
確認できます。 



MPアナリティクス 
 

n 概要 

MPアナリティクスでは、⽇計表やレセプトデータから、患者さんの来院動機、来院エリア、
収益などをグラフや図表で表⽰し、視覚的に分析することができます。 
また、ホームページのアクセス解析を⾏うこともできます。 
 

n ⽬次 

1. 来院動機を分析する（⽇計表⼊⼒・来院動機分析） 
2. レセプトから分析する（レセプト分析） 
3. 来院エリアを分析する（診療圏分析） 
4. ホームページのアクセス状況を分析する（WEBアクセス解析） 
 

n 操作⽅法 

1. 来院動機を分析する（⽇計表⼊⼒・来院動機分析） 
問診票などを参考に⽇計表を⼊⼒することで、来院動機や来院数など、来院患者さんの傾
向を分析することができます。 
 
（1）⽇計表⼊⼒ 
Step1. 「⽇計表・来院動機分析」>「⽇計表⼊⼒」をクリックする 
 
Step2. 診療⽇と来院動機項⽬を選択する 
ü 診療⽇ 
画⾯左部のカレンダーから、登録したい⽇付を選択します。 

 
ü 来院動機項⽬ 
登録したい項⽬にチェックを⼊れます。 
項⽬を追加したい場合は、「オリジナル項⽬」欄に⼊⼒し、「追加」ボタンをクリック
します。 
項⽬を削除する場合は、「×」ボタンをクリックします。 
 
v 基本項⽬は削除できません。 
v デフォルト項⽬（ホームページ、通りがかり、家族・知⼈紹介、クリニック紹介）
は、必ず表⽰されます。表⽰／⾮表⽰を選択できません。 

 
Step3. ⽇計表を⼊⼒する 
「⼊⼒」欄の各項⽬を⼊⼒します。「合計」欄は⾃動で⼊⼒されます。 
 



ü ⾃由診療 
⼀⽇の⾃由診療の患者数と収益を⼊⼒します。 

 
ü 新患⼈数 
新患の⼈数を⼊⼒します。 
 

ü 来院動機 
「来院動機項⽬」で選択した項⽬が表⽰されます。 
問診票を参考に、来院動機ごとに新患の⼈数を⼊⼒します。 
 

ü 備考 
その他の内訳などを⾃由に記⼊します。 
⼊⼒した備考は、画⾯下部の「備考⼀覧」に⽉ごとに⼀覧表⽰されます。 

 
Step3. ⼊⼒が完了したら、「保存する」ボタンをクリックする 

 

  

各項⽬⼊⼒後、 
クリックで登録できます。 

⼊⼒する⽇付を選択できます。 
来院動機に表⽰したい項⽬に 
チェックを⼊れます。 

クリックでオリジナル項⽬を追加できます。 



（2）来院動機分析 
Step1. 「⽇計表・来院動機分析」>「来院動機分析」をクリックする 
登録した⽇計表のデータを元に、⽉別の来院動機がグラフで表⽰されます。 
 
ü 年選択 
画⾯右上の選択ボックスから、表⽰したい年を選択します。 

 
ü 項⽬の表⽰／⾮表⽰ 
折れ線グラフ上部、円グラフ右部の項⽬名横のチェックボックスで、項⽬の表⽰／⾮
表⽰を切り替えることができます。 

 
  

表⽰したい年を選択できます。 

クリックでグラフの項⽬表⽰／⾮表⽰
を切り替えます。 

クリックで円グラフの項⽬表⽰／⾮表⽰
を切り替えます。 



2. レセプトから分析する（レセプト分析） 

レセプトファイルをアップロードすることで、医療収益、来院患者数、収益などを分析す
ることができます。 
 
（1）レセプトデータのアップロード 

Step 1. 「レセプト分析」＞「⽉次レセプト請求登録」をクリックする 
 
Step 2.「レセプトファイルを選択」ボタンをクリックして、レセプトファイルをアップロ
ードする 
∙ レセプトファイルのアップロードは、診療年⽉の上書き処理となります。 
∙ ファイルは「.UKE」のみ対応しています。 
∙ ⼀度に取り込めるファイルサイズの合計は、100MBまでとなります。 
∙ 取込みには時間がかかる場合があります。 
ファイルをアップロードすると、表のアップロードした年⽉の部分が⾃動で「済」に切り
替わります。 

 
 
v アップロード履歴 
画⾯下部に、最⼤ 20件までのアップロード履歴が表⽰されます。 

 
  

クリックでレセプトファイルを 
アップロードできます。 

アップロード状況を確認できます。 

アップロード履歴を確認できます。 

表⽰したい年を選択できます。 



（2）レセプトデータの分析 
Step 1. 「レセプト分析」＞「レセプト分析集計」をクリックする 
「⽉次レセプト請求登録」画⾯でアップロードしたレセプトデータの、分析集計結果が表
⽰されます。 
 
Step2. 表⽰したい年を選択する 
画⾯右上の選択ボックスから、表⽰したい年を選択します。 
 
Step3. ⾃由診療表⽰／⾮表⽰を選択する 
⽇計表で登録した⾃由診療のデータの表⽰／⾮表⽰を選択します。表⽰を選択すると、⾃
由診療の収益や来院患者数を集計結果に加えることができます。 

 
 
v 項⽬の表⽰／⾮表⽰ 
各グラフ上部または下部の項⽬名をクリックすると、項⽬の表⽰／⾮表⽰を切り替え
ることができます。 

 

 

  

表⽰したい年を選択できます。 

⾃由診療データの表⽰／⾮表⽰を 
選択できます。 

グラフ／表にてレセプトデータ
を表⽰します。 

クリックでグラフの項⽬表⽰／⾮表⽰
を切り替えます。 

クリックで円グラフの項⽬表⽰／⾮表⽰
を切り替えます。 



3. 来院エリアを分析する（診療圏分析） 

電⼦カルテから患者さんの郵便番号をCSVファイルに書き出してアップロードすることで、
来院エリアを分析します。 
 
（1）郵便番号データのアップロード 

Step1. 郵便番号データを準備する 
郵便番号（ハイフンなし）の CSVファイルを準備します。 
 
v CSVフォーマットをダウンロード 
「診療圏分析」＞「CSV フォーマットをダウンロード」ボタンをクリックして、ダウ
ンロードしたファイルに、郵便番号（ハイフンなし）を⼊⼒してください。 
初めての場合は、「診療圏分析」＞「サンプルダウンロード」ボタンをクリックして、
ダウンロードしたサンプルにて、⼊⼒データの形式をご確認ください。 

 
 
Step2. 郵便番号データをアップロードする 
「診療圏分析」＞「郵便番号 CSV をアップロード」ボタンをクリックして、郵便番号の
CSVファイルをアップロードします。 
アップロードが完了したら、画⾯を再読み込みします。 

 
 

クリックでサンプルファイルを 
ダウンロードできます。 

クリックでフォーマットファイルを 
ダウンロードできます。 

クリックでファイルを 
アップロードできます。 



v 郵便番号データの再アップロード 
郵便番号データを再アップロードしたい場合、再度アップロード作業を⾏えば、前回
アップロードを取り消して、上書きすることが可能です。 
 

（2）来院エリアの分析 
ü 診療圏マップ（郵便番号別） 
郵便番号データをアップロードが完了し、画⾯を再読み込みすると、診療圏マップ（郵
便番号別）が表⽰されます。 
中⼼の＋アイコンが貴院の所在地です。 
表⽰されている円の半径は 1kmです。この円の表⽰／⾮表⽰は、地図の右上にある「サ
ークル表⽰」ボタンで切り替えることができます。 
マップ内の⼈型アイコンをクリックすると、エリアと⼈数の詳細が表⽰されます。 
 
 

 
 
ü 来院エリア TOP20 
来院数の多いエリアが 20位まで表⽰されます。 

 

  

クリックでサークルの 
表⽰／⾮表⽰を切り替えできます。 

マップにエリア毎の来院⼈数が 
表⽰されます。 



 

4. ホームページのアクセス状況を分析する（WEBアクセス解析） 

「WEBアクセス解析」画⾯では、ホームページのアクセス数や、よく閲覧されているペー
ジ、閲覧デバイスなどを分析することができます。 
 
（1）表⽰期間選択 

Step 1. 「過去 1年間」「過去 31⽇間」を選択する 
画⾯右上の選択ボックスから、表⽰したい期間を選択します。 
選択した期間の情報を各グラフおよび表に表⽰します。 

 
 
（2）ホームページアクセス数 

Step 1. ホームページアクセス数グラフを確認する 
表⽰期間により、「⽉別アクセス数」グラフもしくは「⽇別アクセス数」グラフを表⽰しま
す。マウスカーソルをグラフの上に乗せることで、詳細な数値を表⽰します。 
 
Step 2. 項⽬の表⽰／⾮表⽰ 
グラフ上部の項⽬名をクリックすると、項⽬の表⽰／⾮表⽰を切り替えることができます。 

 
  

表⽰期間を選択できます。 

クリックでグラフの項⽬表⽰／⾮表⽰
を切り替えます。 

マウスカーソルを乗せると 
詳細な数値を表⽰します。 



（3）ホームページアクセス数の詳細 
Step 1. ホームページアクセス数の詳細表を確認する 
表⽰期間により、「⽉別アクセス数の詳細」表もしくは「⽇別アクセス数の詳細」表を表⽰
します。 

 
 
（4）閲覧ページトップ 10 

Step 1. 閲覧ページトップ 10を確認する 
表⽰期間により、「過去１年間閲覧ページトップ 10」表もしくは「過去 31⽇間閲覧ページ
トップ 10」表を表⽰します。 
 
Step 2. 該当ページへ遷移する 
「該当ページURL」をクリックすると、該当のページを表⽰します。 

 
  

クリックすると該当のページを 
表⽰します。 



（5）閲覧デバイスの割合 
Step 1. 閲覧デバイスの割合を確認する 
表⽰期間により、「過去１年間閲覧デバイスの割合」表／グラフもしくは「過去 31 ⽇間閲
覧デバイスの割合」表／グラフを表⽰します。マウスカーソルをグラフの上に乗せること
で、詳細な数値を表⽰します。 
 
Step 2. 項⽬の表⽰／⾮表⽰ 
円グラフ右の項⽬名をクリックすると、項⽬の表⽰／⾮表⽰を切り替えることができます。 
 

 
  

マウスカーソルを乗せると 
詳細な数値を表⽰します。 

クリックで円グラフの項⽬表⽰／⾮表⽰を 
切り替えます。 



問診票管理 
 

n 概要 

問診票を簡単に作成することができます。 
作成した問診票は、患者さんにWEB上で記⼊していただくことができます。 
印刷してご利⽤いただくことも可能です。 
 

n ⽬次 

1. 問診票を作成・編集する 
2. 作成した問診票にアクセスする 
3. 問診票の回答を確認する 
 

n 操作⽅法 

1. 問診票を作成・編集する 
Step 1. 「問診票管理」＞「新規追加」をクリックする 
作成済みの問診票を編集する場合は、「問診票管理」＞問診票⼀覧から、編集したい問診票
の「編集」ボタンをクリックします。 

 

  

クリックで新規追加できます。 

クリックで新規追加できます。 

クリックで編集できます。 



Step 2. 問診票を編集する 
ü 問診票の種類 
新患⽤または再来院⽤を選択します。 
新患⽤には来院動機の項⽬があり、再来院⽤にはありません。 

 

 
 
v 来院動機 
来院動機は、「MP アナリティクス」＞「⽇計表・来院動機分析」＞「来院動機項
⽬」で選択した項⽬が表⽰されます。項⽬の追加や削除を⾏う場合は、同画⾯か
ら⾏います。詳細は、「MPアナリティクス」の「1. 来院動機を分析する（⽇計表
⼊⼒・来院動機分析）」を参照してください。 
 

ü コンテンツの追加 
（⼤⾒出し／⼩⾒出し／テキスト／改⾏／線／点線／⼆重線／破線） 
追加したいコンテンツをクリックします。 
画⾯右側のプレビュー画⾯で、追加されたコンテンツをクリックして選択し、編集し
ます。コンテンツを削除する場合は、ゴミ箱アイコンをクリックします。 

 

  

問診票の種類を選択できます。 

新患には来院動機項⽬がつきます。 
⽇計表⼊⼒にて、表⽰する来院動機を 
選択できます。 

再来院には来院動機項⽬はつきません。 

クリックでコンテンツを追加できます。 

追加したコンテンツにマウスをのせる
ことで、編集・移動ができます。 

クリックで削除できます。 



ü 質問の追加 
追加したい質問の回答形式をクリックします。 
画⾯右側のプレビュー画⾯で、追加した項⽬をクリックして選択し、編集します。質
問を削除する場合は、ゴミ箱アイコンをクリックします。 

 

 
 
ü 画像の追加 
医科／⻭科を選択し、追加したい画像をクリックします。 
画⾯右側のプレビュー画⾯で、追加した画像をクリックして選択し、⼤きさや位置を
調整します。 

 

 
  

クリックで質問を追加できます。 
追加した質問にマウスをのせることで、
編集・移動ができます。 

クリックで削除できます。 

クリックで画像を追加できます。 

追加した画像にマウスをのせることで、
編集・移動ができます。 

クリックで削除できます。 



ü ページを追加する 
画⾯右側のプレビュー画⾯の下部にある「＋」ボタンをクリックします。 
追加したページを編集する場合は、画⾯右側のプレビュー画⾯で、追加したページを
クリックして選択します。 

 
 

ü ページを削除する 
ページを削除する場合は、画⾯右側のプレビュー画⾯で、削除したいページの右上部
にあるゴミ箱アイコンをクリックします。 

 
 
Step 3. 編集が完了したら、画⾯上部の「保存する」ボタンをクリックする 

 
 
Step 4. 問診票の公開／⾮公開を選択する 
新規登録した問診票は、初期設定では「公開」になっています。 
⾮公開にする場合は、「問診票管理」画⾯で、⾮公開にしたい問診票の公開種別を「⾮公開」
に変更します。 

 
  

クリックでページを追加できます。 

クリックでページを削除できます。 

クリックで問診票を保存できます。 

クリックで公開・⾮公開を選択できます。 



2. 作成した問診票にアクセスする 
「問診票管理」＞問診票⼀覧から、確認したい問診票の「確認」ボタンをクリックします。
WEB問診票へのアクセス画⾯が開き、作成した問診票に回答することができます。 

 
 
v 全ての問診票を確認する 
全ての問診票を確認する場合は、「問診票管理」＞「全ての問診票を確認」ボタンをクリッ
クします。参照できる問診票は、「問診票管理」＞問診票⼀覧から、「公開」が選択されて
いる問診票のみになります。 

 
 
v QRコードを発⾏する 
「問診票管理」＞「QRコードを発⾏」ボタンをクリックすると、WEB問診票にアク
セスするための QR コードが表⽰されます。患者さんに読み取っていただくことで、
患者さんが⾃⾝のスマートフォンから問診票に回答できます。 

 

 
  

クリックでWEB問診票画⾯を表⽰できます。 

クリックで全てのWEB問診票画⾯を表⽰できます。 

クリックで QRコードを表⽰できます。 

QRコードを表⽰します。 
読み取ることで、スマートフォンから 
WEB問診票に回答できます。 



3. 問診票の回答を確認する 
「患者回答⼀覧」をクリックすると、WEB問診票の回答結果が⼀覧から表⽰されます。 

 

 
ü 検索 
診察券番号、来院予定⽇、新患／再来院の区分、その他任意のキーワードで、回答の
検索ができます。 

 
 

ü 診察券番号の編集 
「診察券番号」欄右のアイコンをクリックすると編集できます。 
編集が完了したら、再度アイコンをクリックして確定します。 

 

 
 

ü 回答内容のコピー 
コピーアイコンをクリックすると、問診票の回答内容をクリップボードにコピーでき
ます。電⼦カルテへの転記などにご利⽤ください。 

 
  

条件を⼊⼒してクリックで検索できます。 

クリックで編集を開始できます。 

編集後、クリックで編集を確定できます。 

クリックでクリップボードにコピーできます。 



ü 回答内容の確認・印刷 
「確認」ボタンをクリックすると、問診票の回答内容が表⽰されます。 
印刷する場合は、この画⾯を印刷します。 

 

 
 

クリックで問診票を表⽰できます。 


