医 療 施 設 向 け

アプリデザイン 貴施設らしいアプリを作るには

健 診 施 設 向 け スマートフォンアプリ

複数のレイアウト、カラーパターンから、貴施設の雰囲気に合った組み合わせをお選びいただけます。
レイアウトが決まりましたら、メニュー項目とその配置を設定していただき完成となります。

レイアウト

カラー

3パターン

メニュー項目

6パターン

レイアウト

マ イ ク リ ニ ッ ク

項目数はレイアウトパターンによって変わります

レイアウト

レイアウト

検査、受けてみようかな
人間ドック・健康診断

人間ドック・健康診断

ABC健診センター

ABC健診センター

人間ドック・健康診断

人間ドック・健康診断

ABC健診センター

ABC健診センター

人間ドック・健康診断

人間ドック・健康診断

ABC健診センター

ABC健診センター

ABC

カラー

カラー

カラー

カラー

カラー

健診センター

カラー

貴施設アプリ

メニュー項目例
電話

予約

アクセスMAP

検査説明／保健指導コンテンツ

事前問診

検査結果

健診の流れ

お知らせ

よくあるご質問

リンク集（ホームページ、フェイスブック、ツイッター、ブログ 等）
YAMA さま

アプリ完成までの流れ（GooglePlay/AppStore 公開までの流れ）
お申込み

アプリ設計

アプリ制作

公式ストアへ申請

人間ドック・健康診断／東新宿

ABC健診センター
◯◯◯線「◎◎◎◎」駅から徒歩5分

申込書類にご記入の上、お申込
ください。

お打合せにて、アプリデザイン／メニュー項
目／コンテンツ内容／その他搭載する機能
等を決めていただきます。

GooglePlay/AppStore での審査
GooglePlayおよびApp Storeの各公式ストアにて、申請されたアプリの審査が行わ
れます。審査期間は、GooglePlayで１～３営業日前後、App Storeで２～５営業日前
後となっております。
（※審査期間は、各公式ストアの状況に依存しますため、日数をお約束するものでは
ございません。予めご了承ください。）

決めていただいた内容をもとに
アプリを制作いたします。

審査結果
GooglePlayお よ びApp Storeの
各公式ストアの審査結果をご連
絡いたします。

アプリをGooglePlayおよびApp
Storeの各公式ストアに申請い
たします。

アプリリリース
GooglePlayお よ びApp Storeの
各公式ストアで、アプリが正式
に公開配布されます。各ページ
の編集は、いつでも管理画面か
ら対応可能です。

事前問診

検査結果

アクセス

院長ごあいさつ
当施設について

お電話

健康診断の流れ
各検査について

※GooglePlay ／ AppStore の各公式ストアでの審査において、アプリの内容によっては、リジェクト（審査却下）となる場合がございます。

よくある
ご質問

ホームページを見る

ホーム

〈HNCMC0103-1806A〉

東京都文京区本郷3-26-6
（NREG本郷三丁目ビル）
大阪市北区西天満4-8-17
（宇治電ビルディング）

予約について

お知らせ

TEL

設定

貴施設オリジナルのアプリで

健康診断を習慣化

受診率アップ
貴施設オリジナル

アプリ制作いたします

TEL.03-5840-0877
TEL.06-6367-7677

●製品の写真は印刷ですので実際の色とは若干異なる場合があります。●製品の仕様は改善のため予告なく変更することがあります。●このカタログの内容は平成30年6月現在のものです。

App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Playロゴは、
Google Inc.の商標または登録商標です。

アプリで健診を習慣化！受診率アップ!
こんな

  事前問診システムを搭載

検査前に問診を済ませて、
当日の問診入力をスキップ。

  検査結果配信システムを搭載

検査結果が届きます。
過去の検査結果もいつでも確認できます。

  検査説明や保健指導コンテンツを掲載

検査に関する疑問解消、検査後の生活習慣改善に役立ちます。

を制作いたします

  PUSH配信で健診案内などが送られる

メールアドレスが分からなくてもメッセージが送られる機能です。

ワンタッチで

電話発信

当日の問診をスキップ

事前問診

事前問診システム

検 査を 受ける前に問
診 を 済 ま せ て おくこ
とができます。

検査説明／保健指導コンテンツ

検査に関する説明や検査後の生活習慣の改善に役立つ情報をコンテンツとして掲載することができます。
コンテンツは貴施設の指導方針に沿った内容でお作りいたします。

検査説明

大腸ＣＴ検査

マンモグラフィ検査

大腸がんにかかる割合は、４０歳代から
増加し始め、５０歳代で加速され、高齢に
なるほど高くなります。

マンモ グラフィとは、乳 房専用のX線 撮
影装置、つまりレントゲン検査を行う装
置です。乳がんの早期発見に欠かすこと
のできない、最も有効な画像診断の1つ
です。

コンテンツ

電話番号を調べなくて
も、タップ するだけ で
電話発信ができます。

検査に関する疑問を
解 消し、理 解 をより
深めていただくこと
で、検査前の緊張を
和らげます。

現在利用されている
既存 の 予 約サイトが
開きます。

大腸がんの罹患率、死亡率はともに男性
では女性の２倍と高く、部位別では結腸
がんより直腸がんにおいて男女差が大き
い傾向があります。

どのように行われるの︖
撮影台の上に乳房を乗せ、透明な板で圧
迫して薄く伸ばして撮影します。左右それ
ぞれの乳房に対し、上下や斜め方向から

保健指導

、
正
しく減 塩 しく減塩
おい

減塩

筋力強化運動

筋力をつけることでエネルギー消費が向
上︕注意点は、息を止めないこと︕ゆっく
り息をはきながら行いましょう。

コンテンツ

いつも携帯している
スマホで閲覧できる
ので、生活習慣の改
善につながりやすい
です。

その２

血圧が高めの人は1日6g未満を目標に
摂取する塩分を減らすことで、血圧が低
下することがわかっています。まずは減
塩にとりくむことが重要です。

いつでも確認できる

検査結果配信

ワンタッチで

アクセス
MAP

検査結果配信システム

検査結果が届きます。過去の
検査結果の確認も行えます。

貴施設の住所が設定
された地図アプリま
たは 地図サイトが開
きます。

ＰＵＳＨ配信（健診案内／検査前の注意事項／保健指導）

PUSH配信とは、
メールアドレス不要の通知方法です。スマホの待ち受け画面にポップアップが表示されます。
ポップアップに表示される内容を工夫していただくことで、受診者様はアプリを開かなくても大体の内容を把握する
ことができます。個別配信・グループ配信・一斉配信といった機能を備えていますので、通知内容によって使い分けてご
活用いただけます。
健診案内

YAMA さま

検査説明や保健指導

コンテンツ

お問合せの多い

貴院の情報
受付時間や休診案内など、お問い合
わせの多い情報を掲載することでよ
り使いやすいアプリとなります。

検査結果が届きます。
スマホアプリなので、知りたい時にいつでも検査結果を
確認することができます。

アプリのアイコンをタップするだけの簡単アクセス。

アプリ

予約サイト

検査を受ける前に問診を済ませておくことができます。
当日の問診入力が不要になり、スムーズに検査を受けて
いただくことができます。

検査結果配信システム

  貴施設の基本情報を網羅

スマホ

ワンタッチで

事前問診システム

コンテンツ

検 査に関する説明 や 生 活
習慣の改善に役立つコンテ
ンツが閲覧できます。

メールアドレス不要

PUSH配信

ポップアップ表示

お知らせを
PUSH配信

今日の飲食は21時まで

50代はがん、心疾患、
脳血管疾患を
発見する検査を受けましょう

明日は健康診断です

健診から3 ヶ月です

生活習慣予防健診のご案内

ABC
ABC

健診センター
産婦人科

ABC健診センター

「生活習慣病予防健診」
をお申込みい
ただけます。
押してさらに表示

生活習慣予防健診ってなあに？
毎日の生活の中で、私たちの心やからだに

正確な空腹時血糖を検査するために、21

体調はいかがでしょうか？
仕事が忙しくて運動する時間がないとお困

時以降は飲食しないでください。

りではありませんか？

とを公表しました。

ただし、健診1時間前までは、
コップ1杯程度

通勤時間や家事の際などに、少しでも活動量

Aさんは右肺に3センチ以下の腫瘍が見つか

芸能人Aさん（55）
が
「がん」
と診断されたこ

の水はお飲みいただけます。

を増やす工夫をしてみましょう。

知らず知らずのうちにからだのいろいろな

り、
ステージ1Aの早期肺腺がんと診断されま

部分を少しずつ衰えさせ『生活習慣病』の

した。内視鏡による手術を受けて、2 ヵ月間休

上記の注意事項を厳守してください。

たとえ10分単位であっても、1週間あたり60

養をするそうです。

飲食された方は、一部の検査（胃のレントゲン

分以上行えば、生活習慣病の予防に効果があ

人間ドックの受診をきっかけに、がんが見つ

検査・血液検査）
ができない場合があります。

ると言われています。

かかるいろいろな負担は、長い年月の中で

生活習慣病予防健診を
「あなたの健康」
を

PUSH配信

芸能人Aさん「がん」
早期発見

保健指導

2018.8.22

大きな要因となっています。

メールアドレスが分からな
くてもメッセージを送るこ
とができる通知方法です。

検査前の注意

見直すきっかけにしてみませんか？

運動は30分も1時間も続けて行わなくても、

一日のなかで、
10分でも見つかれば

かったのだそうです。

年齢や性別に応じた
案内を送ることで、よ
り効果的に受診を促
すことができます。

検査前日の飲食につ
いて等、適切なタイミ
ングで注意を促すこ
とができます。

検査結果に合わせた
保健指導を通知する
ことで、健 康 へ の 意
識が高まります。

