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システム検討WGで頂いたご意見や実際の利用者である情報案内センター様を中心とした関係者へのヒアリングを通じて、旧システムが抱える課題、および新シス
テムに求められる事柄について整理しました。

新システムに求められる事柄

③ 前回更改時から機能改善がされていない
- 現行システムは拡張性が低いシステム構造であったため、軽微な画面改修でも大幅なコストを
要していた。

- 現行システムのサイト分析は、各機能の月別アクセス件数に留まり、システム改善に至るまでの
分析が不足していた。

③ 拡張性の高いシステムアーキテクチャの採用、
および定期的なサイト分析に基づくシステム改善

システム検討WGで頂いたご意見及び、旧システムが抱えていた課題

② システムの認知度が低く、検索エンジンでのヒット率の改善が必要
- 「医療情報の適切な評価・提供及び公表等の推進に関する研究」によると、北海道救急・広域
災害情報システムをはじめとした都道府県の医療機関検索サイトの認知度は11%であり、
全国的に認知度が低い状況である。

- 現行システムでは、「北海道 救急」で検索すると検索最上位に表示されるが、「札幌市 内科」
のような道民が検索する代表的な検索ワードの場合、表示順が大きく下がり、それらのワードでも
上位表示させる対策が必要である。

② 認知度向上によるシステム利用件数の増加

④ オンプレミス環境であるため、高コストにも関わらず、拡張性が低い
- オンプレミス環境のため、環境設備費用が高額であり、大きな改善の余地がある。
- リソース増強などはハード自体の見直しが必要となるため、大幅なコストが要するとともに、対応に
時間を要し、拡張性が低い。

④ 環境設備の低コスト、高拡張性の実現

システム検討WGで旧システムの改善点として頂いたご意見と対応内容

① 道民が知りたい情報にすぐに辿り着けない
- 現在のトップページは、どの機能を使用すれば知りたい情報に辿り着けるのか、道民が一目では
判断しにくい画面構成となっている。

- 検索機能は、検索結果に辿り着くために最大3ステップの操作が必要であり、かつ操作に迷う箇所も
多々存在する。

- 弊社による現行システムのアクセスログ分析の結果、トップページまたは各検索条件指定画面での
離脱率がサイト全体の離脱数の約60％を占めており、定量的に見ても大きな改善の余地がある。

① 見やすく簡易な操作で医療機関を検索できる
道民向け機能の抜本的な見直し
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新システムで求められる事柄の実現に向けて、以下の４つのコンセプトを中心に新システムを構築いたしました。

人間中心設計に基づいた道民向け機能のUI・機能ラインナップの全面刷新１

見やすく簡易な操作で医療機関を検索できる道民向け機能の抜本的な見直し

SEO解析ツールの導入と定期的なチューニングによる検索エンジンでのヒット率向上２

認知度向上によるシステム利用件数の増加

Google Analyticsとユーザテストによるサイト分析、それに基づくシステム改善３

拡張性の高いシステムアーキテクチャの採用、および定期的なサイト分析に基づくシステム改善

低コスト・高拡張性・耐災害性・高セキュリティ性を兼ね備えたクラウド環境のご提供４

環境設備の低コスト、高拡張性の実現

新システムの主なリニューアルポイント
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人間中心設計に基づいた道民向け機能のUI・機能ラインナップの全面刷新１

見やすく簡易な操作で医療機関を検索できる道民向け機能の抜本的な見直し

WebアクセシビリティJIS規格 「JIS X 8341-3：2016」 に対応することはもちろんのこと、より多くのユーザが、より多くの利用環境から、より多くの場面や状況で、Webコンテンツ
を使えるようにしました。また、人間中心設計プロセスをベースに、ユーザの潜在ニーズにアプローチし、システムのあるべき姿を定義し、機能ラインナップの全面刷新を行いました。

WebアクセシビリティJIS規格 「 JIS X 8341-3：2016 」 に対応した画面デザインPoint１

Point１

Point２

Point３

Point４

Point５

人間中心設計に基づく機能ラインナップの全面刷新

画面遷移の最小化

現・検索機能の画面遷移 新・検索機能の画面遷移

科目・日時
を選択

地域
を選択

地区
を選択

検索結果
を表示

検索条件
を指定

検索結果
を表示

検索ステップを

50％削減！

＜新システム＞

検索機能が色々
あり、どこから探せば
良いかわからない

＜現行システム＞

道民 道民

目的ごとに機能が
分かれているので、

どんなときに使えばよいか
一目でわかりやすい

ユーザの真のニーズに合致した機能群

ユーザ目線に立った魅力的なUI（User Interface）、および機能ラインナップPoint２

利用シーンを軸とした機能名、
および機能ラインナップに刷新
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人間中心設計に基づいた道民向け機能のUI・機能ラインナップの全面刷新１

見やすく簡易な操作で医療機関を検索できる道民向け機能の抜本的な見直し

レスポンシブWebデザインによる多様な閲覧端末への対応Point３

Point１

Point２

Point３

Point４

Point５

地図情報は多くのユーザが使い慣れているGoogleマップを採用Point４

利用機種、ディスプレイ解像度に依存しない汎用的なシステム Googleマップを用いた多様な地図機能
道民向け機能は、閲覧端末の画面サイズに応じて自動的に画面を最適化する機
能（レスポンシブWebデザイン）を構築しました。これにより、閲覧端末は、パソコン、
スマートフォン、タブレット端末など多岐に渡るとともに、端末の画面サイズごとに、情報
量、項目・ボタンの配置を自動的にコントロールしますので、端末の種類に依存しな
い高い操作性、視認性を実現しました。

様々な画面サイズに１サイトでジャストフィット

多様なデバイスや画面サイズに、単一のシステム・アプリケーションで対応できます。
個別にアプリケーションを構築する必要がないことから、管理面およびコスト面で大き
なメリットがあります。

＜ タブレット端末画面 ＞＜ パソコン画面 ＞

各デバイスの画面サイズに適した情報量、項目・
ボタンの配置をシステムが自動的にコントロール

検索結果画面などに表示する地図情報は、多くのユーザが使い慣れているGoogle
マップを採用しましたので、快適な地図操作を実現するとともに、航空写真やストリート
ビューもご利用可能です。
さらに、新システムでは、Googleマップを用いた検索中心点の指定と、現在地から
のルート検索機能をご用意しましたので、北海道に初めて訪れた外国人観光客等、土
地勘がない方でも簡単に医療機関を検索することができます。

航空写真やストリートビューの利用も可能

＜ スマートフォン画面 ＞

＜ 地図画面 ＞ ＜ 航空写真画面 ＞ ＜ ストリートビュー画面 ＞

Googleマップでの検索中心点の指定 現在地からのルート検索

マップ上から
検索中心点
の指定が可能

Googleマップ
のルート検索
の利用が可能

4／15



人間中心設計に基づいた道民向け機能のUI・機能ラインナップの全面刷新１

見やすく簡易な操作で医療機関を検索できる道民向け機能の抜本的な見直し

サイト全体を自動翻訳 ＆ 多言語（英語、中国語（繁体）中国語（簡体）、韓国語、ロシア語）対応Point５

Point１

Point２

Point３

Point４

Point５

道民サイト全体を多言語翻訳します
新システムでは、「サイト全体を自動翻訳する」方法を採用するとともに、対応する言語を現行システムの英語に加え、中国語（繁体）、中国語（簡体）、韓国語、ロシア
語まで拡充しますので、近年増加する訪日外国人や在留外国人の方にもわかりやすく、使いやすいシステムになりました。

ワンクリックでサイト全体を自動翻訳 ＆ スマートフォン、タブレットでも多言語翻訳が利用可能

パソコン、スマートフォン、タブレットでもワンクリックでサイト全体を自動翻訳することができます。

＜ スマートフォン画面 ＞

＜ PC画面 ＞

検索結果はもちろん、地図情報も多言語表示

＜ 検索結果画面 ＞

サイト全体を自動翻訳していますので、検索条件指定
画面や検索結果画面などの各画面はもちろんのこと、地
図情報も外国語で表示します。

＜ 検索条件指定画面 ＞

道民TOPページにある
[Language]で翻訳した
い言語を選択

道民向けサイト全体を翻訳
検索結果に表示している
地図情報も外国語で表示

外国語利用件数（2019/10/1～2020/9/30利用実績）
日英翻訳 1,618件、日韓翻訳 125件、日中翻訳（簡体字） 143件、日中翻訳（繁体字）143件、日露翻訳 214件
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SEO解析ツールの導入と定期的なチューニングによる検索エンジンでのヒット率向上２

認知度向上によるシステム利用件数の増加

検索ワードのタグ埋め込み、検索対象Webページ数の増加等によるSEO対策Point１

Point１

検索エンジンのヒット率向上、および検索順位上昇の対策

① 各画面への検索ワードのタグ埋め込み

検索エンジンでの新システムの検索ヒット率向上、および検索順位の上昇を図るため、
「① 各画面への検索ワードのタグ埋め込み」、「② 検索対象Webページ数の増加」を
行いました。

② 検索対象Webページ数の増加

アクセス数の増加には、そもそも検索エンジンの検索結果画面に表示される可能性の
あるページ数（インデックス数）が重要です。旧システムではトップページなどの数ページ
しか登録されていませんでしたが、新システムでは『市区町村』×『科目』の組み合わせ
分のページの増設を行いました。（2021年1月末現在）Googleに登録されている
ページ数は「6942」ページです。
それにより、『帯広市 整形外科』や、外来特記事項を表示していることから『病院名
年末年始』といったキーワードで検索した際にも、新システムの医療機関一覧画面が
ヒットするようになりました。

検索エンジンでのヒット率向上、検索順位の上昇を図るためには、検索エン
ジンで検索されるワード（検索ワード）が各画面の強調タグ内に記述されて
いる必要があります。新システムでは、道民が検索する検索ワードを分析し、
各画面の強調タグ内に検索ワードを埋め込むことで検索ヒット率、検索順位
の上昇を図りました。

検索キーワード別 検索順位 ※2021/1末時点 直近3ヶ月の分析結果

下記の表の意味は以下の通りです。
検索キーワード：ユーザが検索エンジンで入力をしたキーワード
クリック数：ユーザが実際に新システムにアクセスをした回数
表示回数：ユーザが検索をした際に、検索結果に表示された回数
CTR：クリック数/表示回数×100%
検索順位：ユーザが検索を行った際の掲載順位の平均（10位以内が1頁目）
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Google Analyticsとユーザテストによるサイト分析、それに基づくシステム改善3

拡張性の高いシステムアーキテクチャの採用、および定期的なサイト分析に基づくシステム改善

PDCAサイクルによる継続的なシステム改善Point１

Point１

効果的かつ継続的なシステム改善を行います
効果的なシステム改善は、具体的な目標(KPI)を定め、「客観=定量」と「主観=定性」の双方の視点からデータ分析し、それらの分析結果に基づいた改善活動を継続的に
行うことが重要です。今後も引き続きPDCAサイクルによる継続的なシステム改善を行います。

DOPLAN

CHECKACTION

計画（Plan）1 2行動（Do）

３評価（Check）４ 改善（Antion）

システム改善計画、および目標(KPI)の設定

PDCA
サイクル

お客様とともに、システム運用期間中のシステム改善計画を定め、
施策の効果測定を行うための評価指標と評価手法を定めます。

■導線最適化
TOPページ/主要ページ直帰率、進入/退出ページ割合 等
■情報最適化
平均PV/UU数、平均滞在時間、TOPページ/主要ページクリック率 等
■訪問頻度
訪問回数分布、再訪率、平均訪問回数、曜日・時間別接触頻度 等

KPI指標（例）

Google Analyticsを導入し、アクセスデータを蓄積
新システムでは、道民向け機能の全画面に「トラッキングコード」を
埋め込み、利用者のアクセスデータ（訪問状況、流入経路、行動
パターン等）を自動取得し、分析に必要なデータを蓄積します。

利用者
弊社 新システム

Google Analytics

トラッキングコードの
埋め込み

１

サイト訪問、閲覧2

３ アクセスデータの蓄積

Google Analyticsによる定量分析、
およびユーザテストによる定性分析で改善箇所を特定

問題箇所の特定 【定量分析】１ 問題原因の特定 【定性分析】2

Google Analyticsで収集したアクセスデータ
をもとに、利用者の行動を可視化し、問題点
を特定します。

問題箇所に対し、ユーザテストを用い、
被験者の振る舞いやヒアリングから問題
の原因を特定します。

「客観＝定量」と「主観＝定性」の双方の視点からデータ分析し、
システムの改善箇所を特定します。

※効果的なサイト分析には一定量のアクセスデータが必要なため、システム改善後、6ヶ月間をデータ蓄積期間とします。

弊社によるシステム改善提案と、
お客様のご承認に基づくシステム改善の実施
お客様とともに、システム改善内容を検討し、
検討結果に基づいて、システム改修を行います。

システム改善提案・ご承認１ システム改善の実施2

ご承認内容をもとに、システム改善を
行います。

サイト公開システム改修

サイト分析結果に基づき、弊社から
改善内容をお客様にご提案します。

お客様のご承認改善内容のご提案

※改善内容の決定、およびシステム改修は6ヶ月の作業期間を予定しています。

7／15



Google Analyticsとユーザテストによるサイト分析、それに基づくシステム改善3

拡張性の高いシステムアーキテクチャの採用、および定期的なサイト分析に基づくシステム改善 Point１

2018年6月の１か月におけるアクセスログを元に集計したサイト分析結果
離脱数の多いページランキング

旧システムの課題 検索途中画面における離脱

１ 現行システムにおいて、離脱数の多いページランキングを調査したところ、検索途中の画面、特に「地域選択画面」、「地域詳細選択画面」の離脱数が上位に存在しました。
旧システムでは遷移率・離脱率については調査できなかったため、正確な新旧比較はできませんが、新システムにおける地域選択画面、地図選択画面からの遷移率は高く、
問題は解消されているように見受けられます。

旧システム
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Google Analyticsとユーザテストによるサイト分析、それに基づくシステム改善3

拡張性の高いシステムアーキテクチャの採用、および定期的なサイト分析に基づくシステム改善 Point１

2019/10/1～2020/9/30の１年間のサイト分析結果
診療科目から医療機関を探す 機能にフォーカスを当てた場合

旧システムの課題 検索途中画面における離脱

１ 現行システムにおいて、離脱数の多いページランキングを調査したところ、検索途中の画面、特に「地域選択画面」、「地域詳細選択画面」の離脱数が上位に存在しました。
旧システムでは遷移率・離脱率については調査できなかったため、正確な新旧比較はできませんが、新システムにおける地域選択画面、地図選択画面からの遷移率は高く、
問題は解消されているように見受けられます。

地域選択画面から結果画面への遷移率
2619/3578 = 73%

地図選択画面から結果画面への遷移率
1530/1914 = 80%

新システム
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低コスト・高拡張性・耐災害性・高セキュリティ性を兼ね備えたクラウド環境のご提供４

環境設備の低コスト、高拡張性の実現

低コスト・高拡張性のクラウドサーバ、および災害リスクに対応したデータセンターPoint１

Point１

クラウドサーバ、およびデータセンター設備について
新システムでは、低コスト・高拡張性・耐災害性・高セキュリティ性を兼ね備えたクラウド環境をご提供しています。

① クラウドサーバによるコスト削減

③ 耐災害性

② 高拡張性

④ 高セキュリティ性

現行システムでは、オンプレミス環境であったため、システムリソースを増大する場合は、
サーバ機器等の追加購入が必要でしたが、新システムはクラウド環境にて提供しますので、
容易かつ迅速なシステムリソースの拡張が可能です。

・・・ ・・・

割り当て領域 割り当て領域の拡張

システムリソース
の拡張

データセンターは、損害保険料算出機構が地震リスクが最も低い1等地と判定した地域
に設置されており、「地震」「水害」「停電」「火災」などのあらゆる災害リスクに対応していま
すので、有事の際も継続したシステム利用が可能です。

地震への備え 水害への備え

停電への備え 火災への備え

ガス消化設備（ハロンガス）を採用し、万が
一の火災時に効率よくガスを噴き出すことで火
災による損害を最小限に留めます。

データセンター専用電源システムにより、高い
信頼性と安定した電源供給を行っています。

予備発電装置

容易かつ迅速な
拡張が可能

自然災害への備えとして、
自然災害の影響を受けに
くいエリアにデータセンターを
設置しています。

データセンター

データセンター1階全ての窓、エントランスを含
めた通用口（20箇所）に津波を想定した
高水圧に耐えうる水防扉を設置し、２ｍまで
の水位上昇時もビルへの入水を防ぎます。

新システムは、クラウド環境でご提供しますので、現行システムのオンプレミスの環境設備
費用に比べ、大幅なコスト削減を実現。

現行システム 新システム

コスト削減
クラウド環境により、サーバ購
入費用等が不要となるため、
大幅にコスト削減が可能です。

不正アクセスへの対策やセキュリティ脆弱性への攻撃に対する対策など、多種多様なセ
キュリティ対策を講じることで、セキュリティの強化を図り、システム運用期間を通じて、セキュ
リティリスクを限りなくゼロに近づけます。

不正アクセス対策

外部ネットワークの侵入に対し、SEが24時間365日常時システムを監視すると共に、不正アクセ
スが行われた場合、ファイアウォールが自動検知し、自動的に不正アクセスを排除します。

セキュリティ診断によるセキュリティリスクの低減

攻撃者 FireWall

悪意のある攻撃

防御 新システム 弊社SE

システム監視
（24時間365日）

近年増加するWebアプリケーションの脆弱性に対する対策として、「Webアプリケーション診断
（※1）」とネットワークセキュリティ診断（※2）」を実施し、その診断結果に基づき、必要な対
策を講じることで、システム利用期間を通じて、セキュリティリスクを低減します。

※1 Webアプリケーション診断はシステム導入時に実施します。
※2 ネットワークセキュリティ診断は6回（サービス開始前1回、サービス開始後1回/年)実施します。
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その他の変更点

11／15



２.1 道民向け業務

（1） 医療機関検索機能（PC）（１／２）

課題① 北海道を初めて訪れた観光客等、土地勘がない方でも簡単かつ速やかに医療機関を検索できる機能改良が必要

１ 旧システムでは、「札幌駅から近い医療機関を探したい」場合、札幌駅の住所情報を予め把握しておく必要がある等、土地勘がない方にとっては検索に苦労する内容となっ
ていました。そのため、新システムでは、土地勘がない方でも簡単かつ速やかに医療機関を検索できるよう、検索方法の改良を行う必要がありました。

変更点① 地図上のシンボルマークや郵便番号等からの検索
Googleマップを用い、シンボルマークのキーワードや郵便番号等を基点に簡単に医療
機関を検索できる機能を新たに構築しました。
これにより、道民や観光客は、外出先などから最寄の医療機関を探したい場合、住所
を把握せずとも、周辺のシンボルマークや郵便番号等から簡単に医療機関を探せます。
さらに、新システムでは、現在地等から医療機関までのルート検索機能もご提供します
ので、医療機関までのルートに迷うこともありません。

地図上のシンボルマーク等から最寄の医療機関を検索可能Point１

Googleマップを用い、医療機関までのルート検索も可能Point２

変更点② キーワードによる医療機関検索
医療機関名称をはじめ、住所、診療内容、サービス内容等から目的の医療機関を探
すことができるキーワード検索機能を新たに構築しました。 キーワード検索は複数単語の
検索はもちろんのこと、「AND」検索、「OR」検索の条件指定、および部分一致やひらが
な検索などの「あいまい検索」も可能としますので、簡単に目的の医療機関を探せます。

全ての医療機関情報からキーワード検索が可能Point１

「AND」検索、「OR」検索の条件指定も可能Point２

部分一致、ひらがな検索など「あいまい検索」も実現Point３

シンボルマークからの検索

[地図から指定]をクリックすると、Googleマップが
表示され、シンボルマーク等から最寄の医療機関
を検索できます。

Point１

Googleマップを用いたルート検索

[地図]ボタンをクリックすると、
現在地等からの医療機関まで
のルートをご案内します。

Point２

＜ 新・TOPページ ＞

医療機関名称をはじめ、住所、治
療内容、サービス内容等のキーワー
ドから目的の医療機関を探せます。

Point１

複数単語の「AND」検索、「OR」検索の
条件指定が可能です。

Point２
キーワードの部分一致やひらがな検索など、
「あいまい検索」も可能です。

Point３

＜キーワード検索利用実績＞
2020/4～６月 5,129件、2020/7～9月 6,077件、
2020/10～12月 5,098件、2021/1月 1,674件12／15



２.1 道民向け業務

（1） 医療機関検索機能（PC）（２／２）

変更点 検索条件の引き継ぎが可能
新システムでは、検索条件を検索結果画面に引継ぎ、検索結果画面上から検索条件を変更し、再検索できる機能をご用意しました。
検索条件は全て引き継がれますので、一から検索条件を再設定することなく、簡単かつ速やかに再検索を行うことが可能です。

検索条件を引継ぎ、検索ステップを大幅削減Point１ 検索結果画面上から再検索が可能Point２

課題② 再検索の手順が煩雑

１ 「科目を追加して再検索したい」、「対象エリアを拡大して再検索したい」等、
一部の検索条件を変更し、再検索したい場合でも、旧システムでは全ての検索条件を再設定しなければなりませんでした。

旧システム（再検索を行う場合）

新システム（再検索を行う場合）

検索条件
再指定①

検索条件
再指定②

地域
再選択

地区
再選択

検索結果検索結果

検索結果
検索条件
変更

検索結果

再検索のステップを

75％削減！

再検索時、検索条件は「クリア」されてしまう

検索条件が引き継がれる

再検索の操作は最大4ステップ必要

画面操作の大幅な削減

＜ 検索結果画面＞

検索結果画面での再検索
検索条件を引継ぎ、検索ステッ
プを大幅に削減します。

Point１

検索条件を引継ぎ、検索ステッ
プを大幅に削減します。

Point１

検索結果画面から直接、再検
索することが可能です。

Point２

＜ 検索条件設定画面＞
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２.1 道民向け業務

（2） 医療機関検索機能（スマートフォン）

課題 GPS機能を用いた検索機能の改良が必要

１ 旧システムでも、閲覧端末のGPS機能を用いた検索機能はあったものの、それがどこから検索できるのか、道民が認識しにくい構成となっていました。
そのため、新システムでは、道民が簡単にGPS機能を用いた医療機関の検索が行えるよう、機能改良を図る必要がありました。

変更点 「今診てもらえる医療機関をさがす」機能内にGPS機能を配備
新システムでは、「今診てもらえる医療機関をさがす」機能内に、閲覧端末のGPS機能による医療機関検索機能を用意しました。
これにより、道民や観光客は、外出先などから最寄の医療機関を探したい場合、住所を把握していなくても、GPS情報を取得するだけで簡単に医療機関を探せます。
さらに、新システムでは、スマートフォンでもパソコン同様、現在地等から医療機関までのルート検索機能をご提供しますので、医療機関までのルートに迷うこともありません。

1タップでGPS情報を取得し、最寄の医療機関を検索可能Point１ スマートフォンでも、Googleマップを用い、ルート検索が可能Point２

Googleマップを用いたルート検索GPSを用いた検索機能

GPS情報の取得は、[GPSから指
定]ボタンをタップするだけです。簡単
に最寄の医療機関を検索することが
できます。

Point１

スマートフォンでも、パソコン同
様、[MAP]ボタンをクリックする
と、現在地等からの医療機関
までのルートをご案内します。

Point２
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２.1 道民向け業務

（3） SEO対策、および外国人利用者へのシステム周知

課題① 道民が検索する代表的なワードで上位表示されない

１ 旧システムでは、「北海道 救急」で検索すると検索最上位に表示されますが、
「札幌市 内科」のような道民が検索する代表的な検索ワードの場合、表示順
が大きく下がり、それらのワードでも上位表示させる対策が必要でした。

変更点① 市区町村×科目の検索結果ページを個別に設置

検索エンジンで「○○市 ○○科」と検索した際に、直接、新システムの検索結果ペー
ジを表示させるために、市区町村と科目の組み合わせ分の医療機関一覧ページをサイト
マップ上に用意しました。

課題② 増加する外国人観光客へのシステム周知が必要
１ 北海道の外国人観光客数は、平成29年には280万人にのぼり、年々増加しています。

しかし、現状、外国人観光客は「必要な情報が得られなかった」という理由から、病気に
なっても道内の医療機関に受診していないことが調査結果から判明しました。

変更点② 外国人観光客向けのポスターデザインを作成

外国人観光客のシステム利用を促すことを目的に、外国人観光客向けポスターデザイ
ンを弊社が作成しご提供しました。

英語、中国語（繁体）、中国
語（簡体）、韓国語、ロシア
語のポスターを作成しました。

市区町村×科目の検索結果画面
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