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機能名

Web業務

一般利用者向け(道民)

メニュー ヘッダー・フッター

メニュー 道民向けメニュー

メニュー 道民向けメニュー（レスポンシブ対応）

メニュー キーワード検索

メニュー 休日・夜間に対応している医療機関をさがす

メニュー 診療科目から医療機関をさがす

メニュー 予防接種のできる医療機関をさがす

メニュー 健康診断のできる医療機関をさがす

メニュー 専門医から医療機関をさがす

メニュー 禁煙外来のある医療機関をさがす

医療機関詳細情報 医療機関詳細情報

マイドクター マイドクター

お知らせ お知らせ

システムについて このサイトについて

ご意見・ご感想 ご意見・ご感想

個人情報の取り扱い 個人情報の取り扱い

案内・関連情報 利用規約

案内・関連情報 サイトマップ

共通 アイコン説明

共通 地図表示

関係者向け業務

メニュー 関係者メニュー・管理者メニュー

診療応需情報 応需情報登録

診療応需情報 代行応需情報登録

診療応需情報 血液応需情報登録

診療応需情報 代行血液応需情報登録

診療応需情報 一般応需情報検索

診療応需情報 特殊応需情報検索

診療応需情報 救急応需情報モニター

診療応需情報 救急応需情報登録結果

診療応需情報 血液応需情報検索

当輪番情報 当輪番医検索

当輪番情報 歯科当番医検索

医療機関検索 基礎情報検索

医療機関検索 保有機能検索

医療機関検索 地域連携検索

共通 医療機関詳細情報

情報提供 メールアドレス一覧

情報提供 お知らせ

情報提供 ヘリコプターによる救急患者の緊急搬送手続要領及び様式

情報提供 北海道消防防災ヘリコプター緊急運航要領及び様式

情報提供 マニュアルダウンロード

システム管理 外来診療時間更新

システム管理 代行外来診療時間更新

システム管理 医療機関基礎情報メンテナンス（自機関）

システム管理 お知らせ登録

システム管理 パスワード設定票

認証 パスワード変更

認証 ログイン

情案センタ業務

案内業務 医療機関検索

案内業務 当輪番医検索

案内業務 歯科当番医検索

案内業務 保有機能検索

案内業務 詳細情報検索

案内業務 一般応需情報検索

案内業務 休日急病センタ一覧

案内業務 医師会別救急告示医療機関一覧（応需状況一覧付き）

案内業務 繁忙期医療機関検索

登録業務 当輪番医登録

登録業務 歯科当番医登録

登録業務 当輪番医注意事項登録

登録業務 当番医公開情報登録

登録業務 医療機関基礎情報メンテナンス

登録業務 その他機関基礎情報メンテナンス

登録業務 調査項目マスタメンテナンス

システム管理 機関一覧取得

システム管理 特異日診療体制表

システム管理 統計ダウンロード

システム管理 調査票データ取得

システム管理 祝日情報登録

周産期業務

診療応需情報 受入可/不可入力（新生児科）

診療応需情報 受入可/不可入力（産科）

診療応需情報 代行受入可/不可入力（新生児科）

診療応需情報 代行受入可/不可入力（産科）

診療応需情報 受入患者情報入力（新生児科）

診療応需情報 受入患者情報入力（産科）

診療応需情報 代行受入患者情報入力（新生児科）

診療応需情報 代行受入患者情報入力（産科）

診療応需情報 受入可・不可入力一括登録

照会業務 ベッド状況照会

照会業務 受入・入院患者情報一覧（新生児科）

照会業務 受入・入院患者情報一覧（産科）

照会業務 活用状況（新生児科）

照会業務 活用状況（産科）

情報交換・認証 搬送基準

情報交換・認証 搬送連絡票

情報交換・認証 掲示板

情報交換・認証 周産期ログイン

周産期管理者 周産期基礎情報登録

周産期管理者 パスワード設定票発給

周産期管理者 受入患者情報入力確認リスト（新生児科）

周産期管理者 受入患者情報入力確認リスト（産科）

周産期管理者 簡易病名表（ICD10)設定

周産期管理者 受入可/不可情報未入力検索

周産期管理者 周産期統計ダウンロード

分類
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機能名分類

モバイル業務

一般利用者向け(道民)（i-mode,softbank,EZWeb）

メニュー 道民向けメニュー

統計帳票

統計帳票

救急統計 医療機関応需登録検索状況（月報）

救急統計 医療機関応需登録検索状況（四半期報）

救急統計 医療機関応需登録検索状況(年報)

救急統計 機関別・情報別検索状況一覧(月報)

救急統計 機関別・情報別検索状況一覧(四半期報)

救急統計 機関別・情報別検索状況一覧(年報)

救急統計 月別応需情報入力状況(入力日率)

救急統計 月別応需情報入力状況(入力日率)（年報）

救急統計 月別応需情報入力状況(月報)

救急統計 月別応需情報入力状況(年報)

救急統計 曜日別医療機関別応需情報入力状況

救急統計 消防機関応需検索状況(日別)

救急統計 消防機関応需検索状況(月報)

救急統計 消防機関応需検索状況(四半期報)

救急統計 消防機関応需検索状況(年報)

救急統計 道民向けホームページ利用状況(四半期報)

救急統計 道民向けホームページ利用状況(年報)

救急統計 医療機関応需可状況

救急統計 血液応需可状況

救急統計 システム利用状況（ブロック別）

救急統計 システム利用状況（機関種別）

救急統計 システム利用状況（機関種別）（年報）

救急統計 医療機関情報検索状況(月報)

救急統計 医療機関情報検索状況(四半期報)

救急統計 医療機関情報検索状況(年報)

救急統計 医療機関情報検索状況(管理者用)(月報)

救急統計 医療機関情報検索状況(管理者用)(四半期報)

救急統計 医療機関情報検索状況(管理者用)(年報)

救急統計 医療機関情報登録状況

救急統計 ご意見・ご感想状況(月報)

救急統計 ご意見・ご感想状況(半年報)

救急統計 ご意見・ご感想状況(年報)

周産期統計 受入患者情報一括取得（新生児科）(半年報)

周産期統計 受入患者情報一括取得（産科）(半年報)

周産期統計 医療圏別搬送件数（新生児科）

周産期統計 医療圏別搬送件数（新生児科）半年報

周産期統計 医療圏別搬送件数（新生児科）年報

周産期統計 医療圏別搬送件数（産科）

周産期統計 医療圏別搬送件数（産科）半年報

周産期統計 医療圏別搬送件数（産科）年報

周産期統計 受入可/不可情報入力状況（新生児科）（日別）

周産期統計 受入可/不可情報入力状況(新生児科)(年報)

周産期統計 受入可/不可情報入力状況（産科）（日別）

周産期統計 受入可/不可情報入力状況（産科）(年報)

周産期統計 周産期救急情報システム利用状況（医療圏別）

周産期統計 周産期救急情報システム利用状況（医療圏別）四半期報

周産期統計 周産期救急情報システム利用状況（医療圏別）年報

周産期統計 周産期救急情報システム利用状況（周産期区分別）

周産期統計 周産期救急情報システム利用状況（周産期区分別）四半期報

周産期統計 周産期救急情報システム利用状況（周産期区分別）年報

周産期統計 周産期機関応需可更新状況
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