
歯科の検索キーワードランキング

DDまっぷ夏病特集スタート！【予告】
　DDまっぷでは「夏病特集 2018」を 6月 1日からスタートします。
内科・皮膚科・眼科を標榜されている会員様につきましては、「夏病の治療ができる医療機関」
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内科・皮膚科・眼科様、あるいはその他の診療科目で希望される会員様は、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の特集ページへの掲載は無料です。）

【掲載期間】　2018年6月1日 ～ 2018年9月30日 【掲載科目】　内科・皮膚科・眼科
夏病特集

　2018 年 5 月 11 日から、DD まっぷ歯科特集がスタートします。そこで特集にちなんで、歯科に関するキーワードにはどのよう
なものがあるのかをご紹介します。
　下の表は、「A市　歯科」で検索したときに検索窓に出てくるサジェストの順位です。サジェストとは、検索窓に語句を入れた
時に次に入力する語句をグーグルが提案してくれる機能です。よく検索される語句が上位に表示されるので、ホームページやブロ
グのキーワード設定のヒントになります。検索窓に表示されるサジェストは、上位5件のみですが、解析ツールを使うと6位以降
も調べることができます。

A市 歯科 医院
aaデンタル 歯科 A市
bb 歯科 A市
B地域 A市 歯科
A市 歯科衛生士
cc 歯科 A市
A市 歯科 医師会
dd 歯科 A市
A市 歯科 女医
ee 歯科 A市
ff 歯科 A市
gg 歯科 A市
hh 歯科 A市
ii歯科 A市
A市 歯科医
A市 歯科 口コミ
A市 歯科 評判
A市 歯科 ランキング
A市 歯科 救急
jj 歯科 A市
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A市 kk 歯科
A市 歯科 ホワイトニング
A市 歯科 助手
A市 歯科 求人
ll A市 歯科
A市 歯科 日曜日
mm 歯科 A市
A市 歯科 おすすめ
nn 歯科 A市
oo 歯科 A市
A市 歯科 矯正
A市 歯科 口腔 外科
pp 歯科 A市
歯科 矯正 A市
A市 歯科 赤ちゃん
A市 歯科 顎関節
A市 歯科 qq
A市 歯科 入れ歯
A市 歯科 痛くない
A市 歯科 rr
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サジェストサジェスト順位 順位

梅⽥ ホワイトニング DDデンタル 検索

　表をみてみると、固有名詞 + 診療科目 + 地域名で多く検索
をされており（40 位内のうち 18 件）、固有名詞も含めたキー
ワードでよく検索されていることがわかります。また、「評判」
「口コミ」「ランキング」「おすすめ」などとの組み合わせもみ
られることから（16～ 18 位、28 位）、どういったクリニック
なのか事前に知りたいと思う患者さんが多くいることが予想
されます。ホワイトニング（22 位）や、矯正（31 位）など診療
領域での検索もされています。
　地域名+診療科目でのSEO対策に加えて、地域名+診療領
域でも上位になるような対策が重要になります。日頃お使い
の診察券や医院紹介パンフレットに「○○市　○○歯科」や「○
○市　○○歯科　ホワイトニング」のように検索窓を加えて
おくと、組み合わせ検索の促進となり増患に有効です。
（関連記事2018年 4月号参照）

（小文字アルファベットは固有名詞）

梅⽥ ⻭科 医院
梅⽥ ⻭科 DDデンタル
⼤阪 ⻭科 痛くない
梅⽥ ⻭科 ユーズ⻭科
梅⽥ ⻭科 ⼝コミ
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QRコードも
忘れずに！

待合室の壁のポスターがたくさん

院内ポスターの写真を、デジタルサイネージに表示。
すっきりとした待合室にタイムスリップ！

★デジタルカメラで撮影した画像を、簡単にポスターサイズで表示することができます。

★院内の限られたスペースを有効に活用することができます。

★自動再生によるスライドショーで、1ヵ所から様々なメッセージを患者様に発信することが
　できます。

院内ポスタ の写真を デジタルサイネ

DDポスターTVDDDDポスターTV

DDポスターDDDDポスターTV の特徴の特徴

に表示

新発売 !新発売 !

ポスターが画面に収まり、待合室がスッキリ快適

※自動再生は静止画もしくは動画（スピーカー内蔵）のいずれか片方での再生となります。

HPVワクチンを受ける　お子様と保護者の方へ

もしも、気になる体調変化が
あった場合は、このリーフレットを参考に、
医師等に相談してください。

ワクチンを受けた後は、
体調に変化がないか
充分に注意してください。

たいちょう へんか

じゅうぶ ん ちゅうい

HPVワクチンは、積極的におすすめすることを一時的にやめています
せっきょくてき

当日

数日後
から

数週間後

ワクチンを受けた日は
はげしい運動はやめてください。

ワクチンを受けた後30分ほどは
座って様子をみてください。※
※極度の緊張や、強い痛みをきっかけに、生理的な反応として、
　脈拍がゆっくりになったり、血圧が下がったり、時に気を失うことが
　あります（この反応を、血管迷走神経反射と言います。）。
　通常、横になって休めば自然に回復しますが、
　この時に、倒れてケガをすることがあります。

けっかんめいそうしんけいはんしゃ

きょくど

みゃくはく

かいふく

きんちょう せい り てき はんのう

気になる症状が出たときは
すぐにお医者さんや周りの大人に相談してください。

せっしゅ

しょうじょう

けいさい

ワクチン接種後に、もしも気になる症状が出てきた場合は、
迷わず、すぐに医師等に相談しましょう。
心配される症状を次頁に掲載していますので、参考にしてく

とをを一一時時的にやめています

相相談談談ししててくてください。談しして
は、

く

スタンド型壁掛け型

院内ポスターが
スライドショーに
なります。
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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115回 ～医療分野におけるAIへの期待　その③～

AIによる診断

AIで医療サービスの効率化

　AIが人間の医者よりも高い精度で病気の診断を下すという話は、いまや珍しいものではなくなりま
した。例えば「IBM Watson for Oncology」は、一定の条件はあるものの、平均的なガン診断率の精度
が96％に達しています。また、米ベンチャー企業のEnliticが開発した肺がん診断システムは、放射線
検診および医者の診断より精度が50％以上高いという報道もあります。
　認知症検査法へのAIの本格導入も進んでいます。日本では2025年、75歳以上の後期高齢者の数が
最高となり、それに伴い認知症患者の数が増えることが予想されています。人間の医師が解釈不能な
スキャン画像に対し、代わりにニューラルネットワークが読み取り、アルツハイマー病を発症した人と
そうでない人の脳の画像データベースを照合しながら、アルツハイマー病を発症しているかどうかを
見破る検査法も登場しています。

　検査データとAIを組み合わせれば、個人にカスタマイズされた治療を医師から受けられるという利点もあります。保険や
投資分野でも活用が始まったAI技術、ともに個人化されたサービスを安価かつ効率的に提供してくれるという特徴があり
ます。その文脈で考えれば、「個人化された医療サービス」が登場してくるのは時間の問題かもしれません。

　「患者待機時間の減少」も、AIに期待されている領域です。米Johns Hopkins病院とソフトウェア企業・Tableauとの共同研
究では、集中治療室にとどまる患者の時間を、平均11時間から4時間にまで短縮することに成功したという結果が報告され
ています。なお、AIは、診療科ごとに縦割りとなってしまった知識を統合し、専門科医同士の協業を促すことにも威力を発揮
しています。

http://ddmap.jp/0729207368
シンプルページ
http:///nishioka-clnc.com
オリジナルページ

活用しています ～  西岡ファミリークリニック　院長　西岡　宏彰　先生

検索東大阪市　西岡ファミリークリニック

　東大阪市の西岡ファミリークリニックは、内科・外科・循環器内科・アレルギー科の診療をしております。
　薬による治療のみではなく、食事・漢方薬・マッサージなども取り入れて、患者さんが納得しながら一緒に作る医療をめざし
ます。
　この度ホームページをRWDにリニューアルしました。是非ご覧ください。

パソコンパソコンパソコンパソコン スマホスマホ

ホームページが更新されない?!  ～ブラウザのキャッシュ

　パソコンと比べてスマホはキャッシュが長い間残ってしまうことが多く、更新マークを押しても新しくなった画面がすぐ反映さ
れないことがあります。そんな時には、設定画面でキャッシュを消してみましょう。

iPhoneの場合

Androidの場合

iPhoneのホーム画面で
「設定」をタップします。

「Safari」をタップします。

「履歴とWebサイトデータを
消去」をタップします。

「履歴とデータを消去」を
タップします。

「履歴とWebサイトデータを消去」
がグレーに変わり、選択できなく
なったら消去は完了です。

1

Androidのホーム画面で
「アプリ一覧」をタップします。
1

2

「ストレージ」をタップします。3

3

「キャッシュデータ」の
ゴミ箱マークをタップします。

4

4

「OK」をタップします。5

5

「設定」をタップします。2

※Androidのバージョン4.2以降

スマホのキャッシュは、溜まりすぎると
動作も遅くなります。
スマホの動きが重くなったら、キャッシュ
を削除してみましょう。

お盆の休診案内

お知らせ

現在、お知らせは
ありません

お知らせ
お盆の休診案内

お知らせ

現在、お知らせ
はありません

お知らせ

パソコンでは
休診案内が
掲載されてる
でも・・・

スマホで見たら
休診案内が
載ってない

　更新センターから更新完了のメールを受け取ったのに、パソコンから画面
を見てみると「アレ、前と変わってないよ？！」といった経験はないでしょうか。
また、パソコンでホームページの内容が変わっているのに、スマホでは変
わっていないという時はありませんか？ホームページ閲覧用のブラウザソフ
ト（インターネットエクスプローラ、グーグルクローム、サファリ等）には、古い
情報が表示されるキャッシュという仕組みが入っています。
　ページ更新の内容が反映されていない画面の場合、一度更新マーク「　」
をクリックして見て下さい。更新済みの最新画面がダウンロードされます。
（キャッシュ画面は「F5」キーでも更新されます。）

ブラウザ「更新」ボタンやキーボードのF5キーでキャッシュを更新!!

ブラウザ更新ボタン

F5キー
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歯科の検索キーワードランキング

DDまっぷ夏病特集スタート！【予告】
　DDまっぷでは「夏病特集 2018」を 6月 1日からスタートします。
内科・皮膚科・眼科を標榜されている会員様につきましては、「夏病の治療ができる医療機関」
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内科・皮膚科・眼科様、あるいはその他の診療科目で希望される会員様は、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の特集ページへの掲載は無料です。）

【掲載期間】　2018年6月1日 ～ 2018年9月30日 【掲載科目】　内科・皮膚科・眼科
夏病特集

　2018 年 5 月 11 日から、DD まっぷ歯科特集がスタートします。そこで特集にちなんで、歯科に関するキーワードにはどのよう
なものがあるのかをご紹介します。
　下の表は、「A市　歯科」で検索したときに検索窓に出てくるサジェストの順位です。サジェストとは、検索窓に語句を入れた
時に次に入力する語句をグーグルが提案してくれる機能です。よく検索される語句が上位に表示されるので、ホームページやブロ
グのキーワード設定のヒントになります。検索窓に表示されるサジェストは、上位5件のみですが、解析ツールを使うと6位以降
も調べることができます。

A市 歯科 医院
aaデンタル 歯科 A市
bb 歯科 A市
B地域 A市 歯科
A市 歯科衛生士
cc 歯科 A市
A市 歯科 医師会
dd 歯科 A市
A市 歯科 女医
ee 歯科 A市
ff 歯科 A市
gg 歯科 A市
hh 歯科 A市
ii歯科 A市
A市 歯科医
A市 歯科 口コミ
A市 歯科 評判
A市 歯科 ランキング
A市 歯科 救急
jj 歯科 A市

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A市 kk 歯科
A市 歯科 ホワイトニング
A市 歯科 助手
A市 歯科 求人
ll A市 歯科
A市 歯科 日曜日
mm 歯科 A市
A市 歯科 おすすめ
nn 歯科 A市
oo 歯科 A市
A市 歯科 矯正
A市 歯科 口腔 外科
pp 歯科 A市
歯科 矯正 A市
A市 歯科 赤ちゃん
A市 歯科 顎関節
A市 歯科 qq
A市 歯科 入れ歯
A市 歯科 痛くない
A市 歯科 rr

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

サジェストサジェスト順位 順位

梅⽥ ホワイトニング DDデンタル 検索

　表をみてみると、固有名詞 + 診療科目 + 地域名で多く検索
をされており（40 位内のうち 18 件）、固有名詞も含めたキー
ワードでよく検索されていることがわかります。また、「評判」
「口コミ」「ランキング」「おすすめ」などとの組み合わせもみ
られることから（16～ 18 位、28 位）、どういったクリニック
なのか事前に知りたいと思う患者さんが多くいることが予想
されます。ホワイトニング（22 位）や、矯正（31 位）など診療
領域での検索もされています。
　地域名+診療科目でのSEO対策に加えて、地域名+診療領
域でも上位になるような対策が重要になります。日頃お使い
の診察券や医院紹介パンフレットに「○○市　○○歯科」や「○
○市　○○歯科　ホワイトニング」のように検索窓を加えて
おくと、組み合わせ検索の促進となり増患に有効です。
（関連記事2018年 4月号参照）

（小文字アルファベットは固有名詞）

梅⽥ ⻭科 医院
梅⽥ ⻭科 DDデンタル
⼤阪 ⻭科 痛くない
梅⽥ ⻭科 ユーズ⻭科
梅⽥ ⻭科 ⼝コミ

サ
ジ
ェ
ス
ト

QRコードも
忘れずに！

待合室の壁のポスターがたくさん

院内ポスターの写真を、デジタルサイネージに表示。
すっきりとした待合室にタイムスリップ！

★デジタルカメラで撮影した画像を、簡単にポスターサイズで表示することができます。

★院内の限られたスペースを有効に活用することができます。

★自動再生によるスライドショーで、1ヵ所から様々なメッセージを患者様に発信することが
　できます。

院内ポスタ の写真を デジタルサイネ

DDポスターTVDDDDポスターTV

DDポスターDDDDポスターTV の特徴の特徴

に表示

新発売 !新発売 !

ポスターが画面に収まり、待合室がスッキリ快適

※自動再生は静止画もしくは動画（スピーカー内蔵）のいずれか片方での再生となります。

HPVワクチンを受ける　お子様と保護者の方へ

もしも、気になる体調変化が
あった場合は、このリーフレットを参考に、
医師等に相談してください。

ワクチンを受けた後は、
体調に変化がないか
充分に注意してください。

たいちょう へんか

じゅうぶ ん ちゅうい

HPVワクチンは、積極的におすすめすることを一時的にやめています
せっきょくてき

当日

数日後
から

数週間後

ワクチンを受けた日は
はげしい運動はやめてください。

ワクチンを受けた後30分ほどは
座って様子をみてください。※
※極度の緊張や、強い痛みをきっかけに、生理的な反応として、
　脈拍がゆっくりになったり、血圧が下がったり、時に気を失うことが
　あります（この反応を、血管迷走神経反射と言います。）。
　通常、横になって休めば自然に回復しますが、
　この時に、倒れてケガをすることがあります。

けっかんめいそうしんけいはんしゃ

きょくど

みゃくはく

かいふく

きんちょう せい り てき はんのう

気になる症状が出たときは
すぐにお医者さんや周りの大人に相談してください。

せっしゅ

しょうじょう

けいさい

ワクチン接種後に、もしも気になる症状が出てきた場合は、
迷わず、すぐに医師等に相談しましょう。
心配される症状を次頁に掲載していますので、参考にしてく

とをを一一時時的にやめています

相相談談談ししててくてください。談しして
は、

く

スタンド型壁掛け型

院内ポスターが
スライドショーに
なります。
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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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・歯科の検索キーワードランキング
・夏病特集2018スタート！【予告】
・ホームページが更新されない?!～ブラウザのキャッシュ
・IT講座115回 ～ 医療分野におけるAIへの期待（人工知能）③
・活用しています ～ 西岡ファミリークリニック
・DDポスターTV　新発売！ＤＤまっぷ登録医療施設 144,211 件（2018 年5 月1日現在）

2018 年　6月号　Vol.132

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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