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DDまっぷ更新センターまでお問い合わせください！

ねえ、Google
明日の天気は？

はい、明日は
晴れ時々曇りです
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Mini1. ホームページリニューアルご注文

2. オリジナルホームページの追加制作ご注文

3. 新規会員ご紹介（※）

2018年3月1日木～5月31日木
【キャンペーン期間】

【キャンペーン内容】

キャンペーン期間中に上記いずれかをお申込みの
DDまっぷ会員様へ

AI スピーカー プレゼント !
（話題の Google HOME mini）
※新規会員様をご紹介いただきました会員様には
　サイト公開後、新入会員様とご紹介会員様それぞれにプレゼント（合計2台）

V4

お申込み

お待ちしてるワン

要注意、病院広報も広告に！：医療法改正2017年6月から③

花粉症特集 2018 始まりました！

　ホームページ法改正について3回目の今回は「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針」（医療ホームペー
ジガイドライン（平成24年9月28日  厚労省医政局総務課作成）の4.ホームページに掲載すべきでない事項と5.ホームページに掲
載すべき事項（自由診療に限る）から、抜粋します。

　掲載すべきでない事項については「過度な強調」と記載されていて、客観的な判断のしにくいものです。少なくとも例示されて
いる表現は避けるべきでしょう。
　また、自由診療については、積極的に費用を表記すべきですが、「ホクロ除去1ケ所○○円」、「ただいまキャンペーン」など費用
の安さを強調した表現は禁止されています。自由診療の場合、費用を表記するとともに、リスクを隠さずに説明して信頼性を高め
るコンテンツを考えるのが指針に従った広告表現ということになります。
　法改正前に作ったホームページは「院内広報」としての取り扱い基準で制作されていましたので、今回の改正により医療広告と
しての取扱いに抵触してしまう部分もあるかと思います。
　最後に、広告規制違反の場合、行政から報告徴収、立入検査、広告の中止命令が出されます。ただし虚偽広告については直ちに
中止命令と罰則が適用され、誇大広告については、報告・中止・是正命令に従わない場合罰則が適用されます。（間接罰）

5.ホームページに掲載するべき事項（自由診療を行う医療機関に限る）

ホームページの法的取扱いが大きく変わりました

4.ホームページに掲載すべきでない事項

　DDまっぷでは、2月1日から「花粉症の予防特集2018」をスタートしました。
耳鼻咽喉科・内科・眼科を標榜されている医療機関様につきましては、「花粉症の予防と治療が受けられる
医療機関」として特集ページに掲載させていただきます。

※DDまっぷ特集ページへの掲載を希望されない耳鼻咽喉科・内科・眼科様、あるいはその他の診療科目で希望されるお客様は、
　お手数ですが更新センターまでお知らせください。（DDまっぷ掲載医療機関への特集ページへの掲載は無料です。）

【掲載期間】　2018年2月1日～2018年4月30日 【掲載科目】　耳鼻咽喉科・内科・眼科
花粉症特集

（1）虚偽、又は客観的事実を証明できないもの
（2）他との比較により自らの優良性を示そうとするもの
（3）内容が誇大なもの又は医療機関にとって都合が良い情報等の過度な強調
（4）早急な受診を過度にあおる表現又は費用の過度な強調
（5）科学的な根拠が乏しい情報に基づき、国民・患者の不安を過度にあおるなどして、医療機関の受診や特定の手術・処置等
　  の実施を不当に誘導するもの
（6）公序良俗に反する者
（7）医療法以外の法令で禁止されるもの（薬事法、健康増進法、不当景品類及び不当表示防止法、ス製競争防止法他）

（1）通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項
（2）治療等のリスク、副作用等に関する事項

費用の安さの過度な協調

DDまっぷ通信　3月号（2018 年2 月10日発行） ddmap.jp

◆ 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

DDまっぷ通信　3月号（2018 年2 月10日発行） ddmap.jp
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・要注意、病院広報も広告に：医療法改正2017年6月から③
・花粉症特集2018スタートしました
・DDまっぷV4リリース　新機能紹介
・IT講座112回～パスワードのブラウザ保存
・活用しています ～ ラ・クォール本町クリニック
・DDまっぷV4連動キャンペーンＤＤまっぷ登録医療施設 144,193 件（2018 年2月1日現在）
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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111回 ～ブラウザのパスワード保存～

ブラウザにパスワードを保存することの危険性について

オートコンプリート機能のパスワードを保護するには（ブラウザ別）

オートコンプリート機能（自動入力）を無効にする方法  【 Chromeの例 】

　サイトのログイン名（ユーザーID）とパスワードの情報を自分に代わって記憶しておいてくれるオートコンプリート機能。
　この機能を使用すると、IDやパスワードなどログインに必要な情報は自分のパソコンにあるハードディスクに保存されま
す。よく使うサイトへログインする際にいちいち入力しなくてもログインできる便利な機能なのですが、そこにウイルスプロ
グラムを感染させるとインターネットを通じて、犯罪者もIDやパスワードを閲覧できてしまいます。ある種のウイルスに感染
するとこれらの秘密の情報が簡単に流失します。
　流失すると大きな被害を受けてしまうようなサイト（クレジットカードの情報などにつながるようなサイト）へのログイン情
報は、オートコンプリートにしないのが原則。既に自動入力機能を使用している場合は、自動入力設定の解除と履歴の削除
をおすすめいたします。

Internet Explorer ／ Microsoft Edge ／ Google Chrome

Mozilla Firefox ／ Opera 12

パスワードを保護する機能がないので、パスワードを保存しないようにしたり、オートコンプリート機能を無効化する

マスターパスワード機能でパスワードを保護する （マスターパスワードを指定してない場合は何ら保護されてない）

１ Chrome を開きます。 2 画面右上で、その他アイコン [設定] の順にクリックします。

3 下の方にある [詳細設定] を
クリックします。

4 [パスワードとフォーム] で [自動入力の設定] をオフにします。

http://ddmap.jp/0661251250
シンプルページ

活用しています ～ ラ・クォール本町クリニック　院長　瀧野　敏子　先生

検索ラ・クォール本町クリニック

　大阪御堂筋本町駅すぐのラ・クォール本町クリニックは、ビジネスパーソンの保健室として、患者さんのQOL 向上をゴールに
多様な医療サービスを提供しています。
　この度、DDまっぷシンプルページを制作しました。ぜひ、一度ご覧ください。

DDまっぷDDまっぷ V4V4 リーリス リーリスしました！しました！DDまっぷ V4  リーリス しました！DDまっぷ V4  リーリス しました！

トップページからの検索が素早くできます。

会員マイページ、ブログ管理ログインのボタンを上部に設置。

クリニック・病院、歯科、薬局、それぞれのポータルページを作成。

V4新機
能

V4新機
能

都道府県+市町村+診療科目を一度に検索

更新しやすくなりました。

迷わずクリニックへ。

今後、コンテンツも充実していきます。

スマホ・タブレットで、グーグルマップの道順検索ができます。

※V4キャンペーンで、AIスピーカーをGET！（詳しくは、本誌4面目をご覧ください。）
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