
スポーツ怪我特集 2018 スタート !【予告】

　昨年改正された医療法でホームページも広告扱いとなり、具体的な取扱いについても今年の5月に「医療広告ガイドライン」
（医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針）が改定されました。今回はガイドラインに例示
されている項目の中から、問合せの多い術前術後の写真掲載について詳しく考察します。

　以上4つの要件を満たすことが必要ですが、各情報の掲載場所や掲載方法も患者が容易にわかる場所に明記することが必要
です。例えば、リスクを小さな文字で書くことは不可としています。
　術前術後の写真の掲載は、治療についての分かりやすい説明としての役割もありますので、以上の4要件を踏まえるようにして
掲載してください。

すべての患者が同様の効果を得られるような誤解を与える可能性
がある

患者が自ら情報を得ようとして入手した情報。ホームページ、患者からの
請求により送付されるパンフレット、メールマガジン（請求もなく勝手に
送り付けるものは限定解除要件にならない）

問合せ先の明記（電話番号、メールアドレス）

自由診療の通常治療内容、標準的な費用。通常必要な治療機関や治療
回数を示さなかったり、最低限の費用だけを表示するのは不可。最低金
額から最高金額までの範囲を記述するなど

自由診療の治療にかかわる主なリスク、副作用の情報提供
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医療広告ガイドライン

術前術後写真（ビフォーアフター）を掲載する場合の注意点

×
術前術後の写真だけを掲載したり、術後の撮影時のみメイクを施したものはNG

限定解除の4要件（※）を満たした場合はOK

※医療広告ガイドライン　第4 広告可能時効の限定解除要件等

術前 術後
治療方法

リスク副作用

TEL：06-●●●●-●●●●
e-mail：●●●●＠●●●.com

通常〇回レーザーを照射します。
1回あたり〇円

稀に炎症を起こす場合があります。

ご質問等は下記まで

　スポーツの秋になると、インターネットのスポーツやトレーニングに関する情報にアクセスが増えます。
　DDまっぷでは、「スポーツ怪我特集2018」を9月1日からスタートします。外科・整形外科を標榜されている医療機関様に
つきましては、「スポーツによるケガの治療や予防指導など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。

スポーツ怪我特集
【掲載期間】9月1日（土） ～11月30日（金）　【標榜科目】外科・整形外科

※DDまっぷ特集ページへの掲載を希望されない外科・整形外科様、あるいはその他の診療科目で
　掲載をご希望される医療機関様は、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様の特集ページへの掲載は無料です。）

ゴチャゴチャ

インターネット不要！カンタンに使えます

カンタン！
月額＆インターネット不要！

★スマホ・デジカメで撮影したポスターを、カンタンに表示することができます。

★画像が動くので、固定されたポスターよりも自然に目に入ります。

★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。

特徴の特徴

新発売 !新発売 !

スッキリ快適

※静止画又は動画（スピーカー内蔵）で自動再生します。

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、
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
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

に相相相談談ししてしてくだださいしてくください。

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。

32 型　70.35 ㎝×39.8 ㎝×5.6cm

43 型　 94.6 ㎝×53.4 ㎝×4.6cm

49 型　107.8 ㎝×60.9 ㎝×4.6cm

55 型　121.4 ㎝×68.5 ㎝×4.6cm

ディスプレイサイズ (H×W×D)

ランニングコスト0円！ランニングコスト0円！

のののDDポスターTVDDDDポスターTV

DDポスターTVDDDDポスターTV
DDまっぷ通信　9月号（2018 年8 月10日発行）　（DDまっぷ会員向け） 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　9月号（2018 年8 月10日発行）　（DDまっぷ会員向け） ddmap.jp
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・医療広告ガイドライン
・スポーツ怪我特集2018スタート！【予告】
・ホームページの更新依頼に関するお願い
・IT講座118回 ～ SSL化とは
・活用しています ～ 医療法人 しばじクリニック
・DDポスターTV　新発売！ＤＤまっぷ登録医療施設 144,211 件（2018 年6月1日現在）

2018 年　9月号　Vol.135

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）



IT講座118回 ～SSL化とは

SSL化されたサイトの見分け方

　SSL（Secure Sockets Layer）とはインターネット上の通信を暗号化する技術です。通信を暗号化することで、盗聴やなりす

ましを防止します。今までは、ショッピングサイトやメールフォームなど一部のページのみSSL化されているサイトが多かっ

たのですが、セキュリティ強化の必要性から、これからはサイト全体をSSL化する方向に向かいます。

　SSL化されたサイトは、アドレスが、https://○○○.○○/　になっています。（SSL化されていないサイトは、http://○○○.○○/）

SSLの仕組み

サーバーブラウザ

サーバー
証明書

サーバー
証明書

SSL通信要求
（SSL化されたサイトへアクセス）

「公開鍵」とサーバー証明書を
ブラウザへ送信

「暗号化した共通鍵」を
サーバーへ送信

受け取った「公開鍵」を元に
「共通鍵」を作成、暗号化

公開鍵公開鍵

暗号化した
共通鍵
暗号化した
共通鍵共通鍵共通鍵

秘密鍵秘密鍵

サーバーは「秘密鍵」を使って
受け取った「暗号化した共通鍵」
を複合

共通鍵共通鍵

共通鍵共通鍵 共通鍵

秘密鍵秘密鍵

暗号化データで通信

共通鍵で受け取った暗号化データを複合する

STEP1 STEP2

https://○○○.○○/https://○○○.○○/

SSL化されたサイトのサーバーには、
「サーバー証明書」「公開鍵」「秘密鍵」
が置いてあります。

DDまっぷもSSL化に向けて、
順次作業を進めて行きます。

活用しています ～  医療法人  しばじクリニック　院長　柴地　隆宗  先生

スマホスマホ

http://ddmap.jp/0756613400
DDまっぷホームページ

http://kyoto-e-camera.com https://shibaji-clinic.com
内視鏡専門サイト （本サイト）

検索しばじクリニック　内視鏡検査

　京都市南区にあるしばじクリニックでは、痛くない、苦しくない内視鏡検査をおこなっています。また、下剤を飲まない大腸
検査もおこなっており、患者さまの負担を減らすことを目指しています。
　このたび内視鏡専門サイトを公開しました。是非、一度ご覧ください。

パソコン

ホームページの更新依頼に関するお願い

DDまっぷトップページの画面右上に表示
されている「会員マイページ」をクリックし
てログイン画面を開きます。

メニューボタンをタップすると
メニューが開きます。

または右のQRコードから
アクセスしてください。
マイページQRコード→

スマホから

パソコンから

※ログインID・パスワードがご不明な方は、
更新センターまでお問合せください。

06-6341-3331

(掲載内容ごとに掲載期間を設定できます。）（2）画面右側「新規お知らせ登録」、
　  または掲載終了欄の「編集」をクリック

（1）画面左側の欄にある
　  「お知らせ」をクリック

（3）お知らせ内容を入力し、掲載開始日と終了日を
　  入力後「登録」または「保存」をクリック

会員マイページから、お知らせを更新して頂く事も可能です。

ホームページの更新依頼を頂いてから完了までの目安

会員マイページにアクセス1 ログイン2

お知らせを登録3

　日々、メールやFAXで多くの医院様より休診のご案内や季節毎の注意喚起・ページ内容の変更等、ホームページの更新依頼を

頂いております。

　弊社では出来る限り早く更新するよう、取り組んでおりますが、急な臨時休診等の更新依頼を除き、ご連絡頂いた順にホーム

ページを更新させて頂いております。土日や月初の診療案内等、ご予定が決まりましたら早めの更新依頼をお願い致します。

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

更新依頼 完了

完了

完了

完了

完了

更新依頼 完了

⽔曜⽇

更新依頼

更新依頼

⽉曜⽇ ⽕曜⽇ ⽔曜⽇ ⽊曜⽇ ⾦曜⽇ ⼟曜⽇

更新依頼

更新依頼

⽇曜⽇ ⽉曜⽇ ⽕曜⽇

※左記は目安です。
　依頼数が多い場合や
　更新内容によっては、
　別途ご連絡させていただく
　可能性がございます。
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稀に炎症を起こす場合があります。

ご質問等は下記まで

　スポーツの秋になると、インターネットのスポーツやトレーニングに関する情報にアクセスが増えます。
　DDまっぷでは、「スポーツ怪我特集2018」を9月1日からスタートします。外科・整形外科を標榜されている医療機関様に
つきましては、「スポーツによるケガの治療や予防指導など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。

スポーツ怪我特集
【掲載期間】9月1日（土） ～11月30日（金）　【標榜科目】外科・整形外科

※DDまっぷ特集ページへの掲載を希望されない外科・整形外科様、あるいはその他の診療科目で
　掲載をご希望される医療機関様は、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様の特集ページへの掲載は無料です。）

ゴチャゴチャ

インターネット不要！カンタンに使えます

カンタン！
月額＆インターネット不要！

★スマホ・デジカメで撮影したポスターを、カンタンに表示することができます。

★画像が動くので、固定されたポスターよりも自然に目に入ります。

★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。

特徴の特徴

新発売 !新発売 !

スッキリ快適

※静止画又は動画（スピーカー内蔵）で自動再生します。

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、
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
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

に相相相談談ししてしてくだださいしてくください。

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。

32 型　70.35 ㎝×39.8 ㎝×5.6cm

43 型　 94.6 ㎝×53.4 ㎝×4.6cm

49 型　107.8 ㎝×60.9 ㎝×4.6cm

55 型　121.4 ㎝×68.5 ㎝×4.6cm

ディスプレイサイズ (H×W×D)

ランニングコスト0円！ランニングコスト0円！

のののDDポスターTVDDDDポスターTV

DDポスターTVDDDDポスターTV
DDまっぷ通信　9月号（2018 年8 月10日発行）　（DDまっぷ会員向け） 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　9月号（2018 年8 月10日発行）　（DDまっぷ会員向け） ddmap.jp
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・医療広告ガイドライン
・スポーツ怪我特集2018スタート！【予告】
・ホームページの更新依頼に関するお願い
・IT講座118回 ～ SSL化とは
・活用しています ～ 医療法人 しばじクリニック
・DDポスターTV　新発売！ＤＤまっぷ登録医療施設 144,211 件（2018 年6月1日現在）

2018 年　9月号　Vol.135

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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