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Ⅰ 広告規制の対策と重要ポイント

広告規制の概略
医療に関する広告については、患者等

項

歯科 小児歯科 矯正歯科 歯科口腔外科
法令に根拠のない名称
（例）
「インプラント科」
、
「審美歯科」や診療科名とを組み合わせた場合であっ
ても、その広告は認められない。

⑵診療科名

することとした。

改正後

広告規制の概略

その際、医療機関のウェッブサイト等

の規定により制限されてきたところであ

についても、他の広告媒体と同様に広告

るが、医療機関等のウェッブサイトにつ

事項を限定することとした場合、詳細な

いては、原則として規制対象とされてこ

診療内容など患者等が求める情報の円滑

なかった。 しかしながら … 医療法等の

な提供が妨げられるおそれがあることか

一部を改正する法律（平成 29 年法律第

ら、一定の条件の下に広告可能事項の限

57 号）により、 医療機関のウェッブサ

定を解除することとしている。 そして、

イト等についても、他の広告媒体と同様

下記①②いずれの要件も満たす場合に広

に規制の対象とし、虚偽又は誇大等の表

告に該当するものと判断する（医療法等

示を禁止し、是正命令や罰則等の対象と

の一部を改正する法律）
としました。

①患者の受診等を誘引する意図があること
（誘因性）

②医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療 所の名
称が特定可能であること
（特定性）

改正前

従来は、インターネット上の病院等の

するものであり、従来より情報提供や広

ホームページは、当該病院等の情報を得

報として扱ってきており、下記③が認め

したり、検索サイトで検索した上で閲覧

要点と具体的禁止項目の例示

⑴歯科医師である旨

の利用者保護の観点から、医療法その他

ようとの目的を有する者が、URL を入力

第３ 広告可能な事項について

目

られないため原則として広告とは見なさ
ないこととしてきました。

⑶名称・電話番号・ 住所及
略称や英語名は可。電話番号や住所、管理者名は広告可能。
び管理者名
・診療日又は診療時間 診療日及び診療時間は患者等に対し、提供するべき情報であるので、可能
な限り医療に関する広告においても記載するのが望ましいものであること。「午前宅診・午後往診」
⑷診療日若しくは診療時間 との記載、診療日を明示せず休診日を明示すること 等は差し支えないこと。
「平日○○時〜○○時予約受付」
、
「24時間予約受付」
等、
又は予約による診療の実施 ・予約による診療の実施の有無 例えば、
予約時 間を併せて示すことや予約を受け付ける電話番号、ホームページのURL、Eメールアドレ
の有無
ス等を示すことも差し支えないこと。選定療養としての予約診療の場合には、その制度、負担費
用等についても、併せて示すことが望ましいこと。
⑸法令規定～⑺入院設備

省略
当該病院又は診療所において診療に従事する・・歯科医師・・医療従事者に関する事項について、
⑻当該病院又は診療所にお
医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに
いて提供される医療の内容
ついてのみ、限定的に広告可能
に関する事項
歯科医師等の氏名、年齢、性別、役職、略歴、厚生労働省が認めた専門性の資格の広告は可。
ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
ク
ケ

⑼管理・運営

休日又は夜間における診療の実施
診療録を電子化している旨
セカンドオピニオンの実施に関すること
当該医療機関内に患者からの相談に適切に応じる体制を確保
当該医療機関内での症例検討会を開催している旨
医療の安全を確保するための措置
個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
平均待ち時間
開設日、診療科別の診療開始日

「紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サー
ビスを提供する者の名称を広告できる
ホームページアドレス、
電子メールアドレス 情報伝達手段として、
インターネット上のホームペー
⑾医療に関する情報の提供 ジのアドレス
（URL）
や電子メールアドレスについて、広告可能であること。QRコードによる広
告 も差し支えない
⑿医療の内容、保険・自費 保険診療等の医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして広告告示で定め
に関する事項
た事項に限定して広告可能である
⑽紹介可能な他施設

下記の要件をいず

れも満たした場合、
広告可能事項の限
定を解除し、 他の

事項を広告するこ
とができる。
認知性
⑴医 療に関する適切な選
択に資する情報で、 患
者等が自ら求めて入手
する情報を表示する
ウェッブサイトその他
これに準じる広告であ
る場合
⑵表 示される情報の内容
について、 問合せ先が

⒀外来患者数・手術件数等 医療機能情報提供制度において報告が義務付けられた事項についてのみ、広告が可能であること。

記載される等により容

⒁その他

易に照会が可能であり、

項

「アンチエイジングドック」
等、現時点で医学的・社会的に様々な意見が あり、広く定着している
と認められないものについては、広告対象としては認められないものであること。

第４ 禁止される広告について

目

要点と具体的禁止項目の例示

⑴広告が可能とされてない
専門外来は広告可能な事項ではない。
広告
・加工・修正した術前術後の写真等の掲載
⑵
【虚偽広告】
あたかも効果があるかのように見せるため加工・修正した術前術後の写真等については、虚偽に
内容が虚偽にわたる、又は
わたるものとして取り扱うべきであること。
客観的事実であることを証
・
「当院では、絶対安全な手術を提供しています」
・
「どんなに難しい症例でも必ず成功します」
明することができないもの
・
「一日で全ての治療が終了します」
・
「○％の満足度」
・
「当院は、○○研究所を併設しています」
、
「No.1」
、
「最高」
等著名人との関連性を強調
⑶
【比較優良広告】
他との比「日本一」
「○○の治療では、日本有数の実績を有する病院です」 ・
「当院は県内一の医師数を誇ります」
較等により自らの優良性を ・
・
「芸能プロダクションと提携しています」・
「著名人も○○医師を推薦しています」
示そうとするもの
① 任意の専門資格、施設認定等の誇張又は過度な強調
・
「知事の許可を取得した病院です」
・
「医師数○名」
・
「○○学会認定医」
（活動実態のない団体に
⑷
【誇大広告】
・
「○○協会認定施設」
（活動実態の ない団体による認定）
・
「○○センター」
内容が誇大なもの又は医療 よる認定）
機関にとって都合が良い情 ② 手術・処置等の効果・有効性を強調するもの
・撮影条件や被写体の状態を変えるなどして撮影した術前術後の写真等をホームページに掲載し、
報等の過度な強調
その効果・有効性を強調することは、国民・患者を誤認させ、不当に誘引するおそれがある
⑸患者等の主観に基づく体
患者等の主観又は伝聞に基づく体験談を広告してはならない。
験談等
治療等の内容又は効果について患者等を誤認させるおそれがある治療等の前後の写真等を広告し
⑹治療等の前後の写真等
てはならない。
⑺公序良俗に反するもの
⑻その他

・
「ただいまキャンペーンを実施中」・
「期間限定で○○療法を50%オフで提供しています」
・
「○○100,000円50,000円」・
「○○治療し放題プラン」 ・提供される医療の内容とは直接
関係ない事項による誘引 ・
「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」

患者等と医療機関の情
報の非対称性の軽減が
担保されている場合
⑶自 由診療について情報
を提供する場合には、
あわせて次に掲げる事
項を提供する場合
①通 常必要とされる
治療内容、 費用に
関する事項
②治 療等のリスク、
副作用等に関する
事項

①患者の受診等を誘引する意図があること
（誘因性）

②医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療 所の名
称が特定可能であること
（特定性）

ワンポイントガイド

③一般人が認知できる状態にあること
（認知性）

10

イト運営会社に対して費用を支払うこと

あるいは検索サイト上で、 例えば「癌治

によって意図的に検索結果として上位に

療」を検索文字として検索した際に、 ス

表示される状態にした場合などでは広告

ポンサーとして表示されるものや検索サ

規制の対象となるとしてきました。

規制の経過

しかし、
インターネット上のバナー広告、

2007（H19）
年３月…医療広告ガイドライン⇒誘因性・特定性・認知性３要件全て＝医療広告
2012（H24）
年９月…医療機関ホームページガイドライン

2015（H27）
年７月…消費者関係団体から厚労省への法令改正検討
2016（H28）
年３月…検討会にて新規制導入への討議

2017（H29）
年６月…医療法等の一部を改正する法律の公布⇒誘因性・特定性の2要件＝医療広告
2018（H30）
年６月…医療法等の一部を改正する法律の施行
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Ⅰ 広告規制の対策と重要ポイント

医療法上の広告規制実施の全体像
都道府県
（衛生主管部局）

連携

都道府県
（消費者行政担当部局）
消費生活センター

医療安全支援センター
ガイドラインに基づく行政指導

・報告命令又は立ち入り検査
・中止命令又は是正命令
・告発
・行政処分
・周知
・公表

情報提供

医療法上の広告規制実施の全体像

不適切な
広告に関する
苦情・相談

医療機関

連携

12

を作る必要がある

ウ：中止命令又は是正命令

オ：行政処分

と判断できる広告については、広告を

3）命令等の対象者

行う者に対して必要な行政指導を行う。

違反広告の実施者が個人の場合は当該個
人、病院又は診療所の場合は開設者又は

断できない情報物や違反しているか判

管理者、 広告代理店、 雑誌社、 新聞社、

断できない広告については、・・・都

放送局の場合はその代表者宛にする。

道府県等の職員から厚生労働省医政局
総務課あてにFAX等により照会する。

患者・国民

4）
公表

ワンポイントガイド

啓発

厚生労働省は 2018 年 8 月 24 日、医療機
関のウェブサイトにうそや大げさな表示がな
いかどうかを監視する「医療機関ネットパト

消費者庁

厚生労働省

イ：報告命令又は立入検査

②都道府県において広告に該当するか判

国民生活
センター
委託

医療監視員の知見を活用して適切な体制

①各都道府県等において、違反している

（広告を行う者）

通報

ア：任意の調査

1）広告内容の確認

情報提供

広告︵治療︶

ネットパトロール
事業者

2）広告違反の指導及び措置

エ：告発

不適切な
広告に関する
苦情・相談

違反の内容の改善要求

広告指導の体制及び手順

連携

ロール」を開始しました。

経済産業省
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Ⅰ 広告規制の対策と重要ポイント

② 個別のチェックポイント

項

矯正歯科

歯科 小児歯科 矯正歯科 歯科口腔外科
法令に根拠のない名称
（例）
「インプラント科」
、
「審美歯科」や診療科名とを組み合わせた場合であっ
ても、その広告は認められない。

⑵診療科名

第 3 広告可能な事項についての中で、

歯科

要点と具体的禁止項目の例示

⑴歯科医師である旨

1）「審美歯科」
の表記
⑵歯科の診療科目としては 歯科

第３ 広告可能な事項について

目

可ですが、
「インプラント科」、
「審美歯科」

小児

は認められないし、これら法令に根拠の

歯科口腔外科 のみ表

ない名称と診療科名とを組み合わせた場

示するようにと指示しています。
そして、名称・住所に略称や英語名は

合であっても、その広告は認められない
とされています。

⑶名称・電話番号・ 住所及
略称や英語名は可。電話番号や住所、管理者名は広告可能。
び管理者名
・診療日又は診療時間 診療日及び診療時間は患者等に対し、提供するべき情報であるので、可能
な限り医療に関する広告においても記載するのが望ましいものであること。「午前宅診・午後往診」
⑷診療日若しくは診療時間 との記載、診療日を明示せず休診日を明示すること 等は差し支えないこと。
「平日○○時〜○○時予約受付」
、
「24時間予約受付」
等、
又は予約による診療の実施 ・予約による診療の実施の有無 例えば、
予約時 間を併せて示すことや予約を受け付ける電話番号、ホームページのURL、Eメールアドレ
の有無
ス等を示すことも差し支えないこと。選定療養としての予約診療の場合には、その制度、負担費
用等についても、併せて示すことが望ましいこと。
⑸法令規定～⑺入院設備

省略
当該病院又は診療所において診療に従事する・・歯科医師・・医療従事者に関する事項について、
⑻当該病院又は診療所にお
医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに
いて提供される医療の内容
ついてのみ、限定的に広告可能
に関する事項
歯科医師等の氏名、年齢、性別、役職、略歴、厚生労働省が認めた専門性の資格の広告は可。
ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
ク
ケ

⑼管理・運営

休日又は夜間における診療の実施
診療録を電子化している旨
セカンドオピニオンの実施に関すること
当該医療機関内に患者からの相談に適切に応じる体制を確保
当該医療機関内での症例検討会を開催している旨
医療の安全を確保するための措置
個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
平均待ち時間
開設日、診療科別の診療開始日

「紹介をすることができる他の病院若しくは診療所又はその他の保健医療サービス若しくは福祉サー
ビスを提供する者の名称を広告できる
ホームページアドレス、
電子メールアドレス 情報伝達手段として、
インターネット上のホームペー
⑾医療に関する情報の提供 ジのアドレス
（URL）
や電子メールアドレスについて、広告可能であること。QRコードによる広
告 も差し支えない
⑿医療の内容、保険・自費 保険診療等の医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして広告告示で定め
に関する事項
た事項に限定して広告可能である
⑽紹介可能な他施設

② 個別のチェックポイント

例えば、ホームページに「審美歯科」
と
して表示している歯科医師の方々の多く

いて、新たな診療科を標榜しようとして

れも満たした場合、
広告可能事項の限
定を解除し、 他の

事項を広告するこ
とができる。

⑴医 療に関する適切な選
択に資する情報で、 患
者等が自ら求めて入手
する情報を表示する
ウェッブサイトその他
これに準じる広告であ
る場合
⑵表 示される情報の内容
について、 問合せ先が

⒀外来患者数・手術件数等 医療機能情報提供制度において報告が義務付けられた事項についてのみ、広告が可能であること。

記載される等により容

⒁その他

易に照会が可能であり、

項

ある歯科医院に送られてきた注意喚起の書面（一部）

下記の要件をいず

「アンチエイジングドック」
等、現時点で医学的・社会的に様々な意見が あり、広く定着している
と認められないものについては、広告対象としては認められないものであること。

第４ 禁止される広告について

目

要点と具体的禁止項目の例示

⑴広告が可能とされてない
専門外来は広告可能な事項ではない。
広告
・加工・修正した術前術後の写真等の掲載
⑵
【虚偽広告】
あたかも効果があるかのように見せるため加工・修正した術前術後の写真等については、虚偽に
内容が虚偽にわたる、又は
わたるものとして取り扱うべきであること。
客観的事実であることを証
・
「当院では、絶対安全な手術を提供しています」
・
「どんなに難しい症例でも必ず成功します」
明することができないもの
・
「一日で全ての治療が終了します」
・
「○％の満足度」
・
「当院は、○○研究所を併設しています」
、
「No.1」
、
「最高」
等著名人との関連性を強調
⑶
【比較優良広告】
他との比「日本一」
「○○の治療では、日本有数の実績を有する病院です」 ・
「当院は県内一の医師数を誇ります」
較等により自らの優良性を ・
・
「芸能プロダクションと提携しています」・
「著名人も○○医師を推薦しています」
示そうとするもの
① 任意の専門資格、施設認定等の誇張又は過度な強調
・
「知事の許可を取得した病院です」
・
「医師数○名」
・
「○○学会認定医」
（活動実態のない団体に
⑷
【誇大広告】
・
「○○協会認定施設」
（活動実態の ない団体による認定）
・
「○○センター」
内容が誇大なもの又は医療 よる認定）
機関にとって都合が良い情 ② 手術・処置等の効果・有効性を強調するもの
・撮影条件や被写体の状態を変えるなどして撮影した術前術後の写真等をホームページに掲載し、
報等の過度な強調
その効果・有効性を強調することは、国民・患者を誤認させ、不当に誘引するおそれがある
⑸患者等の主観に基づく体
患者等の主観又は伝聞に基づく体験談を広告してはならない。
験談等
治療等の内容又は効果について患者等を誤認させるおそれがある治療等の前後の写真等を広告し
⑹治療等の前後の写真等
てはならない。
⑺公序良俗に反するもの
⑻その他

患者等と医療機関の情
報の非対称性の軽減が
担保されている場合
⑶自 由診療について情報
を提供する場合には、
あわせて次に掲げる事
項を提供する場合
①通 常必要とされる
治療内容、 費用に
関する事項
②治 療等のリスク、

・
「ただいまキャンペーンを実施中」・
「期間限定で○○療法を50%オフで提供しています」
・
「○○100,000円50,000円」・
「○○治療し放題プラン」 ・提供される医療の内容とは直接
関係ない事項による誘引 ・
「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」

副作用等に関する
事項

いる訳ではないと考えられます。

は、 多くの場合患者さんの『きれいにな
りたい』という希望に応えたいと思い、

20

なので、例えば『マタニティ歯科』
『訪

まず検索で「審美歯科」という文言を選択

問歯科』など『～科』という診療科目に見

してもらうとともに、ホワイトニングや

られやすい文言は、ホームページの表記

セラミックなどを使用することによって、

から削除して、より具体的な文言に変更

その希望に沿った治療をしたいと考えて

したほうがよろしいと思います。

ワンポイントガイド
キーワードには検索数が多いいわゆ

ビッグキーワードとしてはインプラ

るビッグキーワードとそうでもないス

ントや矯正、歯科、歯医者、歯科医院

モールキーワードがあります。

などがあります。
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Ⅱ 人財募集の最新ホームページ戦略

1）これまでのサイト戦略
①今まではポータルサイト（グッピー、リクナビ等）に
掲載依頼してきました。
特によく利用されてきた人材募集につ
いてのネット媒体です。

a.歯科医師・・
・リクルート系

医院の内部を判断する求職者が一般的に
もなってきていますので、フェイスブッ
クの歯科医院オフィシャルページを制作

して更新するケースも増えています。
※フ ェイスブックの歯科医院オフィシャル
ページは、SEO 上通常のホームページと
同じ扱いとなります。

c.歯科助手・・
・リクルート系
（とらばーゆ・タウンワーク）
等

今後もこれらの媒体の利用は継続され
ていくでしょう。

・グッピー
これまでのサイト戦略

・Ｅ－デンティスト
・Ｄｒ．ＮＡＶＩ
b.歯科衛生士・・
・リクルート系（とらばーゆ・タウンワーク）
・グッピー
・クオキャリア

②ブログ＆フェイスブック（SNS）を
活用する戦略もあります。
求職者がインターネットで閲覧する確
率が最も高いのはホームページ内部のブ
ログや外部のブログ＆フェイスブック
ページなどです。
特にホームページ内部のブログは、更

気やシステムを知るための貴重な情報源
といえます。
もちろんヤフーやアメブロ（アメーバ
ブログ）などホームページ外部のブログ
も求職者の閲覧対象となります。

新頻度が高いことでSEO効果もあります
が、求職者にとっても歯科医院内の雰囲

36

ワンポイントガイド
2000 年以降、 インターネットの常時接

年 2 月にサービスを開始し、1997 年に「リ

続が一般化すると、自社ホームページでの求

クルートナビ」に名称変更して今に至ってい

人や求人・求職専門ウェブサイト（ホームペー

ます。

ジ）を使った求人は、 紙媒体である情報誌の

また、 その後企業がハローワークに申請・

無料化が進行するのと並行して増加の一途を

登録した求人情報を求職者が検索できる「ハ

たどりました。

ローワークインターネットサービス」などの

最も有名な（もともと求人情報誌の老舗で
あった）リクルート社の「リクナビ」は1996

インターネット求人情報サービスも 2000
年頃から開始されました。

また、近年フェイスブックを見て歯科

37

Ⅱ 人財募集の最新ホームページ戦略

2）これからのサイト戦略
これから人財を募集するためには、独

新たに制作する。総合的なホームペー

立性のあるホームページを、他のサイト

ジとは別に、独立した人材募集専門の

との差別化をするために作成する必要が

ページを制作する。

あります。

※ド メインを取得して普通のボリュームの
ペ ー ジ を 制 作 し ま す が、 こ れ は SEO と
PPC の飛び先（リンク先）用です。

特に検索エンジン型求人専門サイトに
は注目する必要があります。

③総合的なホームページの中に、人材募
集のページを制作する。

①簡単なページ（いわゆるランディング

a既存のホームページの中に人材募集

これからのサイト戦略

ページ）を制作する。

ページを制作して、それ自体をグー

※人 材募集のみを内容とする簡単な

グル等のSEOに対応する構造にしま

ホームページを制作しまが、これは
PPC（グーグル＆ヤフーの有料広告）
の飛び先（リンク先）用です

す。
b既存のホームページの中に検索エン
ジン型求人専門サイトに対応する人
財募集ページを制作します。

②人材募集専門サイト（ホームページ）を

人財専門検索サイトに対応するホームページの要件（例）
●1URLに対して、一職種×1勤務地

求人募集している各会社の自社サイトに掲

2005年 クリック報酬型求人広告ネットワー

●スマートフォン対応であること

載された求人情報を、ロボットで集めてリス

クのベータ版を開始

●html形式であること（PDFは不可）

ト化して表示する検索エンジン型求人専門サ

2009年11月 日本での運営を開始

イトがその存在感を増しています。

2010 年 4 月 世界 7 大陸すべてでサービス

この形式で最も存在感が大きいのが

を展開

Indeed で …

2012年9月にリクルートが買収

●エントリーができるページ（フォーム）及びサンクスページが存在すること
●・・・・
●・・・・
●・・・・
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ワンポイントガイド

2004年11月 ポール・フォースターとロ
ニー・カーンにより共同設立

…（現在同型式サイト NO.1）に至ってい
ます。
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Ⅲ 口コミ対策と★★★（スター）対策（SEO）

1）これからの口コミ対策
テルスマーケティング（ステマ）」
（肯定

2）2015 年 4 月千葉県内の診療所がグー

るかどうかという意思決定に、重要な要

的レビューを書かせて収益につなげる）

グルマップに投稿された口コミについて

素であることは、 間違いありませんし、

の問題もあり指摘されることがあります

インターネット上の口コミは、今やもち

ので、あまりお勧めはしません。

として削除の仮処分を求めた問題で、千

ろんその判断材料の口コミの一つで、肯

●否定的口コミ

葉地裁松戸支部はグーグルに削除を命じ

口コミは対象とする歯科医院に来院す

事実と明らかに異なる記述が名誉棄損

定的口コミと否定的口コミは、当事者で

歯科医院にとって、否定的口コミは架

ある歯科医院にとってみれば、たいへん

空の故意によるものであれば診療妨害に

もし、グーグルマップに事実と明らか

気になるところです。

もなるケースですが・・・判例では・・・

に異なる記述が投稿された場合は、まず

これからの口コミ対策

ホームページ内の口コミは掲載禁止と

る仮処分決定を出しました。

グーグルに削除の依頼をし、認められな

なっていますので、ここではグーグルを

1 ）2014 年 9 月にリフォーム業者がリ

い場合は 1）と同様の依頼を、弁護士を

はじめ外部の口コミのホームページを前

フォーム業者をランク付けしたサイトで

通じて行うことが可能です。

提としてですが…

最下位とされ名誉を傷つけられたとして
情報開示を求めていた訴訟で、京都地裁

●肯定的口コミ

は「ランキングが真実であることを裏付

歯科医院にとって、自医院の肯定的口

ける証拠がなく、 権利侵害は明白だ」と

コミはもちろん歓迎すべきものです。し

判断し、サイトのあるサーバー運営会社

かし、客観的にいいと言ってくれる口コ

にサイト管理者の IP アドレスなどの情

ミの収集は、簡単にはいきませんので来

報を開示するよう命じました。

院して満足された患者さんに、書き込み

もし、弁護士に依頼するのなら、書き

をお願いするなどの継続的な努力が一番

込みを掲載しているホームページの管理

です。

者に IP アドレスを開示してもらい、 判
明したプロバイダーに契約書を開示させ

もし企業に依頼した場合、“ やらせ “ で
はないかと疑われそうな口コミ文が見ら

て相手方に損害賠償を請求する途があり
ます。

ワンポイントガイド

【ステルスマーケティング】
ステルスマーケティングとは、消費者に宣

店舗前に行列をつくり、その状況を取材や撮

伝と気づかれないように宣伝行為をすること

影をさせたり雑誌社に取材させ写真を撮らせ

＝いわゆる
“やらせ”です。

たり、
そうした映像や写真と記事をマスメディ

例えば、知名度がなく顧客が集まらない状

アに流すことで、あたかも評価が高いかのよ

態であるにもかかわらず、企業（派遣会社など）

うな「偽りのイメージ」を消費者に持たせ、人々

に依頼して、金銭でアルバイトを多数雇って

の話題にさせる行列商法のこと。

れますし、2010 年代に話題となった「ス
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Ⅲ 口コミ対策と★★★（スター）対策（SEO）

2）これからの★★★対策
よく、自医院のグーグルの評価結果で、
★が 2．5 なのだけれど、 ★ 3．5 以上に
するにはどうしたらいいかという質問を
いただきます。
★の数でその評価結果を判定するのは、

んな評価の口コミでも表示される仕組み
になっています。
なお、悪意のある口コミの基準は、
「口
コミに関するポリシー」で定められ・・・
例えば、

これからの★★★対策

歯科医院の評価自体であり、ホームペー

誹謗中傷など悪意のある表現

ジの評価ではありませんし、SEO（検索

サービスと全く関係のない口コミ

結果のキーワード別上位表示）に関しま

なりすまし（ライバル店の従業員からの

しても、 グーグルのアルゴリズム（検索

意図的な投稿など）

システム）は、 ★の数によりその医院の

スパム行為（複数のアカウントから何度

ホームページの評価を決定することは、

も投稿するなど）

現在行われてはいないようです。

などです。
もし「口コミに関するポリシー」に触れ

ご存知のように、グーグルには、口コ

ていると思われる口コミや星の評価は、

ミ投稿機能があり、口コミを編集する画

グーグルに通報することで削除される場

面は、星の入力欄とコメントの入力欄に

合があります。

分かれていて、ここで星のみを入力して
投稿すると、ネット上では星のみが表示
されます。

低評価（★1つや2つ）で、なおかつ星
のみの口コミが連続投稿されると心配に
なってきて、できれば削除したいと思っ
てしまうものですが、現状のグーグルで

ワンポイントガイド

【CGM】
CGM と は、Consumer Generated

画など）
、
、

Media（コンシューマー ジェネレイテッド

ブログ
（アメーバブログなど）

メディア）の略で、 掲示板やクチコミサイト

などがあります。

など、一般ユーザーが参加してコンテンツが
できていくメディアのことです。
CGMを分類すると、

現在、 口コミをマーケティングに利用す
る動きが流行している背景にはこういった
CGM サイトの普及が影響しているほか、 消

口コミサイト
（価格コム、食べログなど）

費者が企業の広告以外の第 3 者からの声によ

SNS（Facebook、Twitterなど）
、

る判断を行うことが多くなってきているから

動画共有サービス（ Youtube、 ニコニコ動

です。

は、明らかな悪意がある場合以外は、ど
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Ⅳ ホームページの戦略・戦術

1）重要なのは〈title〉と "description"
“〇〇〇,〇〇〇,〇〇" />

ムページの文字や文章をデータとして蓄

ムページの内容とアピール力及び他の競

基準として最も基本的なものは目的の明

<meta name=“Description” content=

積してそれを評価していますので、特に

合ホームページの狙いと SEO 対策のレ

確性で、ホームページの基本が学術的な

“〇〇〇・・・・・・・・・・" />

このタイトル、キーワード、ディスクリ

ベルを知ることができます。

ホームページも含めて物事を判断する

文章＝論文とするならば、そのホームペー

この 3 つは、ホームページの表面に表

重要なのは〈title〉と“description”

ジのソースが、大見出し ⇒ 中見出し

示されませんが、ページの目的やその内

⇒ 小見出し という形式が採られている

容を表現するものとして、ホームページ

かが大きなポイントとなり、具体的には

上最も重要なものです。

ホームページのタイトル等は、誰でも見ることができます。

ホームページのお約束である、タイト

また、<title> は検索結果の TOP に表示

ル、キーワード、ディスクリプションが

され、“Description” はその下の説明文と

その基本となります。

して表示されます。

<title>〇〇〇</title>
<metaname=“keywords”content=

プションを知ることにより、自らのホー

グーグルの検索システム（アルゴリズ
ムともいいます）もそれに沿って、 ホー

●IE の場合
・E10 まで

⇒

マウスの右クリック

・E11 から

⇒

右上
「ツール」→「F12 開発者ツール」

●Safari の場合

⇒ 「ソースの表示」

Safari の環境設定 ⇒ メニューバーの Safari ＞ 環

境設定… をクリック。上にタブが並んでいますので、
一番右にある「詳細」
タブをクリックし、
その一番下に
「メニューバーに”
開発”
メニューを表示」
という項目がありますので、
チェックを入れます。Safari の上部メニュー
に、それまでなかった
「開発」
という項目が表示されますので、その
「開発」
をクリックすると多くの項目が並んでいますので、
ソースを見るためには、
「ページのソースを表示」
を選びます。
タイトル等：
<title> 港区 六本木の歯医者 山下歯科です。 六本木の矯正 インプラント
ホワイトニング 審美 は当歯科医院へ </title>
<meta name=“ keywords”content=“港区 , 六本木 , 歯科 , 歯医者 , 歯科
医院,矯正 , インプラント , ホワイトニング , 審美 " />

プログラム言語を記述したファイルのこと

その他、 ブラウザ（ホームページを閲覧す

<meta name=“ Description”content=“港区六本木にある歯医者の山

を「ソースファイル」と呼び、またはプログラ

下歯科です。六本木の矯正 インプラント ホワイトニング

るソフト）には「ソースの表示」機能があり、

ム自体のことを
「ソース」とか「ソースコード」

閲覧中のホームページのソース（すなわち

と呼んだりもします。

HTML）
を表示させたりできます。

院へどうぞ。 もちろん むし歯 歯周病
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ワンポイントガイド

審美

は当歯科医

小児歯科にも対応しています。" />
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