
RWD化がまだの方は、お問い合わせください

ホームページをグレードアップ！ホームページをグレードアップ！ホームページをグレードアップ！
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オリジナルページも

最新のデザイン技術 Responsive Web Design(RWD)。画⾯サイズに合わせて⾃動変換。
パソコン、タブレット、スマホどれでもホームページが⾒やすい、使いやすい︕

ブラウザの縮小ボタンを押して（フレキシブルにして）、マウスで端をグリップして幅を縮めてみて下さい。
レイアウトが変わったらRWDです。

RWDの見分け方

×

×

×
× ×

縮小ボタンをクリック

ブラウザの閉じるボタンの
隣に縮小ボタンがあります。

※2面目記事参照

① 幅を縮める②

要注意、病院広報も広告に：医療法改正17年6月から

年末年始の休診日を早めに掲載しましょう！

　今年医療法の一部が改正され、医療広告についても規制の見直しがありました。
前回の見直し（2012年）では、ホームページは「広告」ではなく「院内広報」としての取扱いだったのですが、今回は明確に「広告」
としての取扱いに変わりました。このことにより、インターネット上の広告として様々な規制を受けることになり、ホームページ内の
コンテンツそのものも見直す必要が出て来ました。
　今回から3回に渡り、改正のポイントを掻い摘んで解説致します。

　これまでは、各公式ホームページへ誘導する広告（スポンサードリンクや他のサイトへのバナーリンク）の極端な表現だけが規
制の対象でした。ホームページ内のコンテンツについては、既にユーザー（患者）の選択が済んでいるため、院内広報として殆ど
規制がありませんでした。今後はホームページの中身（コンテンツ：画像、文字）についても法的な規制を受けることになります。
（どういう規制があるかは割愛します）

【ユーズ年末年始の営業案内】12月29日（金）～1月3日（水）は休業いたします。
～年末年始の休診の案内は、お早めにお知らせ下さい～

　今年も残り1ヵ月を切りました。年末年始の診療カレンダーが決まったら、ホームページへ臨時休診のお知らせを掲載しましょう。
更新は会員マイページから簡単にできます。

会員マイページから　（http://www.ddmap.jp/admin/users/login）
更新センター　メール：koushin@ddmap.jp　FAX：06-6341-6363　TEL：06-6341-3331

1.これまでは、一度ホームページに入ってしまえば、院内広報としてどんな表現でも許された。

2.医療機関ネットパトロールの設置

ホームページの法的取扱いが大きく変わりました

その他
（ウェブサイト等）

医療法上の広告規制
（折り込み広告、TVCM、看板等）

対象外
ホームページ
ガイドラインに
基づく行政指導
（罰則等なし）

虚偽禁止（直接罰）

誇大等の禁止について基準の設定

虚偽・誇大等のおそれがある際の報告徴収・立入検査

基準違反への中止・是正命令（間接罰）

広告可能事項を限定

【現行】 【見直し後】

広告その他の表示【法律上「広告」と定義】
（折り込み広告、TVCM、看板、ウェブサイト等）

虚偽禁止（直接罰）

誇大等の禁止について基準の設定

虚偽・誇大等のおそれがある際の報告徴収・立入検査

基準違反への中止・是正命令（間接罰）

広告等可能事項を限定
（折り込み広告、TVCM、看板等）

一部限定を
解除

http://iryoukoukoku-patroll.com/医療機関ネットパトロールのサイトURL
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・要注意、病院広報も広告に：医療法改正17年6月から
・年末年始の休診日を早めに掲載しましょう!
・RWDのしくみとメリット
・IT講座110回（旧パソコン講座）～パスワード変更のタイミング～ 
・活用しています ～ 沢村内科　院長　澤村　昭彦 先生
・RWDを作りましょうＤＤまっぷ登録医療施設 144,179 件（2017年11 月1日現在）
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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）



IT講座110回（旧パソコン講座）～パスワード変更のタイミング～

パスワード変更が必要な場合

パスワードの定期的な変更は意味がない

　2017年6月に全面改定が行われたアメリカ国立標準技術研究所（NIST）が発行するガイドライン「SP800-63」の中には
「Webサイトは利用者に対し、パスワードの定期的な変更を要求しないほうがいい」という趣旨の一文が追加されました。
　なぜパスワードの定期的な変更を要求しない方がいいのでしょうか。
　利用者は、パスワードを定期的に変更しなければならないとき、次のような変更を行うことが研究で明らかになりました。

　【定期的にパスワード変更するときのよくある傾向】　
　・数字を増やしていく（例：1を2にする）
　・類似した文字を置き換える（例：Sを$に変換）
　・記号を追加/削除（例：末尾につけた!!!を!!にする）
　・数字や記号の位置を移動する（例：末尾の数字を先頭に移動する）  

　過去のパスワードが分かっている場合、利用者が次に選ぶパスワードの17％は5回以内の試行で推測可能、パスワードの
41％は3秒以内に推測可能ということでした。また、定期的に変えるため、利用者は管理が大変になり、複数のサイトや機器で
同じパスワードを使いまわしてしまったり、どうせ変えるからという理由で、どんどん簡単なパスワードにしてしまったりするの
です。
　そもそもパスワード変更の意味は、パスワードが万一漏洩した時に、パスワードを長期にわたって悪用されるというリスク
を減らすことです。そのため、推測されやすいパスワードへの変更は、あまり意味がないことになります。
　内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）も、パスワードの定期変更は必要ないと断言しています。同じようなパスワード
を複数のサイトや機器で使用し、それを定期的に変えるよりも、それぞれ固有のパスワードを設定するほうがよいと言っていま
す。このことは、2016年12月から公開を始めた「ネットワークビギナーのための情報セキュリティハンドブック」に掲載されて
います。下記URLからPDFのダウンロードが可能です。
内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）　https://www.nisc.go.jp/security-site/handbook/index.html

　次のような場合は、パスワードの変更をしなければいけません。

　・Webサイトがパスワードを漏洩した場合
　・利用者に覚えのないログイン履歴があった場合
　・利用者がマルウェア（※）に感染した場合
　・業務システムの利用者が退職、異動した場合

　これらの場合は、パスワードが攻撃者に入手されていたり、内部不正のリスクが高まっていたり
しますので、速やかに変更する必要があります。また、情報が漏れた原因を特定しましょう。

　今号から、コーナー名を「IT講座」へ変更いたしました。今後もお役立ち情報を発信してまいります。ご期待ください。

り

※マルウェア (malware) とは、
　不正かつ有害に動作させる意図で作成された
　悪意のあるソフトウェアや悪質なコードの総称。
　コンピュータウイルスやワームなど。

http://ddmap.jp/0668720323
DDまっぷホームページ

http://sawamura-naika.com
オリジナルページ

活用しています ～ 医療法人　沢村内科　院長　澤村　昭彦　先生

検索豊中市　沢村内科

　この度ホームページを公開した沢村内科は、千里ニュータウンの北部に位置する、内科・循環器科の医院です。
年齢や合併症、患者さん自身の希望や社会的環境などを考慮し、画一的な
治療にならないことを心掛けて診療しています。

パソコンパソコンパソコンパソコン スマホスマホ

 レスポンシブWEBデザインのしくみとメリット

RWDとは？

RWDのしくみ

スマホやタブレット、パソコンなどあらゆる画面サイズに合わせて最適に表示されるデザインです。
現在のWebデザインの主流で、多くのWebサイトが採用しています。

同じデータを画面サイズに合わせてレイアウト変更している。

RWDのメリット
パソコンと同一内容が、スマホ、タブレットのサイズに合わせて読みやすく表示される

世界最大の検索サイト、グーグルが推奨しているため、SEOに効果的

同じデータなので表示が速く閲覧者に親切

パソコン用データ スマホ用
データ

同じデータを画面のサイズによって
レイアウトや画像サイズを変更して表示

機器によって読み込むデータを変えて表示

RWDの場合 RWDでない場合サーバー サーバー

1つのデータ
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パスワード変更が必要な場合

パスワードの定期的な変更は意味がない

　2017年6月に全面改定が行われたアメリカ国立標準技術研究所（NIST）が発行するガイドライン「SP800-63」の中には
「Webサイトは利用者に対し、パスワードの定期的な変更を要求しないほうがいい」という趣旨の一文が追加されました。
　なぜパスワードの定期的な変更を要求しない方がいいのでしょうか。
　利用者は、パスワードを定期的に変更しなければならないとき、次のような変更を行うことが研究で明らかになりました。

　【定期的にパスワード変更するときのよくある傾向】　
　・数字を増やしていく（例：1を2にする）
　・類似した文字を置き換える（例：Sを$に変換）
　・記号を追加/削除（例：末尾につけた!!!を!!にする）
　・数字や記号の位置を移動する（例：末尾の数字を先頭に移動する）  

　過去のパスワードが分かっている場合、利用者が次に選ぶパスワードの17％は5回以内の試行で推測可能、パスワードの
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　これらの場合は、パスワードが攻撃者に入手されていたり、内部不正のリスクが高まっていたり
しますので、速やかに変更する必要があります。また、情報が漏れた原因を特定しましょう。
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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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・要注意、病院広報も広告に：医療法改正17年6月から
・年末年始の休診日を早めに掲載しましょう!
・RWDのしくみとメリット
・IT講座110回（旧パソコン講座）～パスワード変更のタイミング～ 
・活用しています ～ 沢村内科　院長　澤村　昭彦 先生
・RWDを作りましょうＤＤまっぷ登録医療施設 144,179 件（2017年11 月1日現在）

2018 年　新年号　Vol.127

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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