糖尿病ネットワーク ＆ 糖尿病リソースガイド

メディアデータ

糖尿病ネットワークと糖尿病リソースガイドは、日本医療・健康情報研究所が運営する医療・健康に関するサイト（約30サイト）、関連
メルマガ
（6）と密接に連携して運営されており、多くの糖尿病患者さんと糖尿病医療に従事する医療関係者に利用されています。
また、
各サイトは、医療・健康グループ検索によりネットワーク化され相互に検索できるようになっております。
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糖尿病ネットワーク

メディアデータ

糖尿病患者さんと医療スタッフのための

糖尿病ネットワーク
概

要

糖尿病ネットワークは、1996年6月に開設された、糖尿病関
連情報の総合サイトです。
糖尿病患者さんと糖尿病の医療に携わる医師を初めとした
医療スタッフを対象に、情報提供を続けております。

糖尿病ネットワークの特徴と最近の傾向
■糖尿病患者さんおよび、医療関係者に広く知られ、特に医療
関係者からは、資料の調査や、最新の糖尿病医療の情報収
集に非常に便利で業務に役立つサイトと高く評価されてい
ます。
■Yahoo!、Googleをはじめ、すべての検索エンジンで、
「糖尿
病」を検索した場合トップページ上位に表示されます。また、
糖尿病に関連するほとんどのサイトのリンク集に掲載され
ているとともに、糖尿病に関する多くの専門書で紹介され
ています。
また、糖尿病ネットワークで配信した関連記事や企画コー
ナーもその多くが検索サイトで上位に表示されています。
■糖尿病とその周辺情報に関する内外の情報、資料・統計等
に関する情報が充実しており、糖尿病に関する初歩的な情
報から、資料作成に使える専門的な情報まで豊富なコンテ
ンツが掲載されています。
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■糖尿病に関する学会、研究会等、関連団体、および関連サイ
トと密接に連携し運営されており、関連記事は多くのサイ
トに自動配信されます。
http://mhlab.jp/labo/

■アクセスは、平日の昼間のアクセスが多く、夜間や休日はア
クセス数が落ちる傾向にあります。医療スタッフをはじめ
多くの方が、業務時間中の情報収集に繰り返し活用してい
ることが推測されます。
■医療機関や医療関係者から、講演会や教育用資料として糖
尿病ネットワーク内の記事やデーターの引用許可願いが多
く寄せられています。
■学会や研究会、セミナー、講演会などを主催するドクターか
ら、イベント掲載の依頼が多く寄せられています。
http://www.dm-net.co.jp/event/

学会、セミナーなどの開催情報をお寄せいただければ審査
の上掲載いたします。
■日本語の糖尿病サイトとして、世界各国よりアクセスされて
います。100万人以上といわれる海外在住の日本人から糖
尿病情報の入手もととして活用されております。

http://www.dm-net.co.jp/calendar/chousa/
http://www.dm-net.co.jp/calendar/
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糖尿病ネットワーク

メディアデータ

■特定のテーマに関して糖尿病患者さん、医療スタッフ
に紹介する情報ファイルが注目を集めております。
・糖尿病と血管内皮機能「FMD」情報ファイル
・グリコアルブミン情報ファイル
・間食指導の情報ファイル
・インスリンポンプ情報ファイル
・スローカロリーの情報ファイル
■著名医師からの提案や、関連企業からの企画提案に
より、医師による連載企画が増加しています。
・糖尿病性血管障害のより確実な抑止のために
―トリグリセライドコントロールの重要性―
・糖尿病 男の悩み
・いま、1型糖尿病は
■メルマガリストを活用した、糖尿病患者さんや医療ス
タッフを対象としたアンケートやリサーチの依頼が増
えています。
http://www.dm-net.co.jp/enq/

■関連企業からの記事の制作、掲載、配信依頼が増えて
います。記事内容によって、他の関連サイトにも配信
されます。

注目コンテンツ
■資料室
糖尿病に関する様々な
ニュースを日々配信。
2003年から記事を集
積、公開しております。
■調査統計
国内・海外の糖尿病に関
する調査、統計を紹介。
過 去から最 新 のデータ
までチェックできます。

■糖尿病の本屋さん
糖 尿 病に関する書 籍を
750冊以上紹介。
書 籍 検 索 やオンライン
購入が可能です。

・糖尿病ネットワーク（PC、スマホ、携帯）
・糖尿病リソースガイド
・日本生活習慣病予防協会
・特定健診・特定保健指導リソースガイド
・大人の健康生活ガイド
・日本健康運動研究所

利用者のプロフィール
1. 糖尿病患者さんとそのご家族、関係者 約50％
2. 糖尿病関連医療スタッフ 約50％
メルマガ登録者から見た、
利用者の職種別プロフィール

医師
看護師
栄養士
薬剤師
その他

25％
27％
21％
18％
9％

（2013年7月現在）
月間ページビュー：

約300万PV/月

アクセス数の多いコンテンツ
1. 最近の関連情報
http://www.dm-net.co.jp/calendar/

2. 糖尿病セミナー
http://www.dm-net.co.jp/seminar/index.html

3. 談話室
http://www.dm-net.co.jp/danwa/

http://www.dm-net.co.jp/calendar/

主な配信先関連サイト
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4. イベント・学会情報
■1型ライフ
1型 糖 尿 病 の 患 者 さん
を中心としたニュースや
イベントを紹介しており
ます。
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http://www.dm-net.co.jp/event/index.php

5. 糖尿病の調査・統計・数字
http://www.dm-net.co.jp/chousa/
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メールマガジンの配信
・毎月2回（月初、月中）、一般・患者さん向けと医療スタッフ向
けのメールマガジンを配信しております。
・糖尿病ネットワークの最新ニュースやイベント、各コンテンツ
の更新情報、プレゼント情報を配信しております。

・外資系を含め大手製薬会社数社の社内LANにて再配信さ
れており、業務に役立つ情報と高く評価されています。
（再配
信許可申請より）
※社内再配信ご希望の際は、糖尿病ネットワーク事務局まで
ご一報ください。⇒

・不定期にメールマガジン登録者へアンケートを実施、結果は
調査・統計コーナーにて公表しております。
※アンケートをご希望の際は、広告料金表をご覧の上、糖尿
病ネットワーク事務局までご連絡ください。⇒

■一般・患者さん向け（2013年7月時点）
○登録者数

約12,500人

○糖尿病との関係

家族や周囲の
方が糖尿病
22％
血糖値に気を
つけていない
8％
通院なし、血糖に
気をつけている
8％

○男女別割合
男性：64%
女性：36％

通院などで治療を
受けている
62％

○年齢別割合

10 歳 未 満：1%
10～19歳：2%
20～29歳：9%
30～39歳：21%
40～49歳：28%
50～59歳：22%
60～69歳：13%
70～79歳：3%
80 歳 以 上：1%

■医療スタッフ向け
（2013年7月時点）
○登録者数

約9,200人

○職業別割合
その他
9％
薬剤師
18％

栄養士
21％

○男女別割合
男性：39%
女性：61％

○年齢別割合

医師
25％

20～29歳：21%
30～39歳：33%
40～49歳：28%
50～59歳：14%
60～69歳：3%
70～79歳：1%
80 歳 以 上：0%

看護師
27％
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糖尿病患者さんと医療スタッフのための

糖尿病ネットワーク モバイルサイト
スマートフォンサイト

概要

携帯電話サイト

糖尿病ネットワーク（PCサイト）と連携して糖尿病に関する情報を時間、場所を選
ばず、チェックできます。
2011年9月より運用開始。アクセス数は夕方から夜間にかけて高く、帰宅時、帰
宅後に糖尿病関連ニュースのチェックに活用していることが推測されます。

メニュー部分

概要

2009年より運用開始。糖尿病に関する情報を携帯電話で確認できます。携帯電
話サイトは学習コンテンツのアクセス数が多く、糖尿病患者さんを中心に糖尿病
に関して知識を深めるために活用していることが推測されます。

■主要コンテンツ
・最新ニュース
・イベント・学会情報
・糖尿病の調査・統計
・糖尿病検査の基準値
・情報ファイル
・ネットワークアンケート
・医療機関リスト
・糖尿病セミナー
・糖尿病用語辞典
・糖尿病Q&A1000
・談話室
・国際糖尿病支援基金
・糖尿病のアプリ・ツール

糖尿病検査の基準値
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■月間ページビュー
・約10万PV/月
■アクセス数の多いコンテンツ
1．最新ニュース
2．糖尿病Q&A1000
3．糖尿病のアプリツール

© 2013 soshinsha. All Rights Reserved.

■主要コンテンツ
・最新ニュース
・数字でみる糖尿病
・糖尿病の基礎知識
・糖尿病クイズ50
・糖尿病Q&A1000
・糖尿病用語辞典
・糖尿病検査の基準値
・運動による消費カロリー
・食品のカロリー
・使用機器の相談窓口
・国際糖尿病支援基金
■月間ページビュー
・約9万PV/月
■アクセス数の多いコンテンツ
1．糖尿病Q&A1000
2．糖尿病クイズ50
3．糖尿病の基礎知識
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糖尿病リソースガイド

メディアデータ

糖尿病医療に求められる製品、サービス、関連情報サイト

糖尿病リソースガイド
概

1

糖尿病リソースガイドの特徴

要

糖尿病リソースガイドは、1980年に発足した糖尿病治療研
究会の30周年記念事業として、糖尿病治療研究会(代表幹事
池田義 雄)・財団法 人 日本 糖尿病財団( 理事長 金 澤康
徳 )・日本 医 療・健 康 情 報 研 究 所(㈱ 創 新社 )の 3 者により、
2009年9月に開設されました。
医療スタッフのために、糖尿病医療の現場で求められる医薬
品や医療機器をはじめ、食事や運動など糖尿病療養に役立つ
製品、サービスの最新情報を収 集・整理してお届けしていま
す。

■医師、医療スタッフ向けに、糖尿病に関連する医薬品、医療
機器、検査機器をはじめ、食事療法や運動療法に役立つ製
品情報を収集し、比較検討できるよう整理・掲載しておりま
す。
■関連する製品情報や学会・業界の情報を収集し、トップペー
ジの「最近の関連情報」コーナーで紹介するとともに、各製
品グループ別のコーナーにも掲載することで製品情報と関
連情報を一緒に見ることが出来るようになっています。
■糖尿病の総合情報サイト「糖尿病ネットワーク」をはじめ、
糖尿病ネットワークi(携帯サイト)やそのほかの糖尿病関連
サイトと連動して運営されており、大きな情報発信力を有
しています。
■更新情報、最近のニュースなどは、 糖尿病ネットワーク
＆糖尿病リソースガイドメールマガジン(医療スタッフ向け
配信登録者：約9,200人)で、毎月2回配信されます。
（2013年7月現在）
月間ページビュー：

約16万PV/月

© 2013 soshinsha. All Rights Reserved.
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糖尿病ネットワーク・糖尿病リソースガイド

広 告 ガ イド

本資料に関するお問合せは以下の担当者までお願いいたします。

お問合せ先
株式会社

担当

創新社 http://mhlab.jp/sss/

三角 英海（みかど ひでみ）

〒 105-0003
東京都港区西新橋 2-8-11 第７東洋海事ビル８階
Tel：03-5521-2881 Fax：03-5521-2883
E-mail： mikadoh@mhlab.jp
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糖尿病ネットワーク

広告ガイド
1

2

糖尿病ネットワーク トップページ

バナー広告セット

トップページのほかに主要なコンテンツページに掲載。
※バナー広告のimp数、
クリック数はお問い合わせ頂ければ、
最新の数値をご提供します。
情報ファイル専用バナー広告

糖尿病ネットワーク 中面ページ
1

1

情報ファイル等の糖尿病ネットワークの掲載コンテンツ紹介専
用スペース。
※ 8 情報ファイルの項をご参照ください。
3

1

関連特集広告記事

中面ページに製品、サービスに関する特集コーナーを制作、掲
載する。
http://www.dm-net.co.jp/takuhai/

5

4 テキスト広告

画像とテキストを組み合わせた掲載が可能。
5

関連記事の有料配信

ご希望のテーマ、ニュースソースをもとに、記事を制作し、最近
の関連情報欄に掲載します。記事は、
メールマガジンでも紹介
されるほか、関連する他のサイトにも掲載することができます。
6

4

連載コーナー

1

希望テーマにあわせて、専門ドクターによる監修記事を連載し
ます。
7 プレゼント企画 糖尿病カタログ

プレゼント応募者に簡易なアンケートを実施、
プレゼント製品
と共にアンケート結果を長期掲載します。

1
7

2
6
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糖尿病ネットワーク・糖尿病リソースガイド
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情報ファイル

希望テーマに沿って、ニュース記事、連載コンテンツなど関連情報を集約
し、専用ページにて公開、運営します。

9 メールマガジン広告

M1 スマートフォンサイト
M2 スマートフォンサイト

広告料金

バナー広告A
バナー広告B

毎月2回（月初・月中）配信するメールマガジンの目次上に広告掲載いた
だけます。
一般・患者さん向け、医療スタッフ向け
（一方のみの配信可能）

スマートフォンサイトの全ページのメニュー周りに広告を掲載いただ
けます。

10 登録者向けアンケート調査の実施

M3 携帯サイト

糖尿病患者さん、医療関係者それぞれにアンケートを実施いただけま
す。アンケート内容の企画、集計、分析・レポート、原稿制作、ネット掲載
も可能。

全角３０文字で広告掲載いただけます。

糖尿病ネットワークメールマガジン

テキスト広告

糖尿病ネットワーク
スマートフォンサイト

糖尿病ネットワーク
携帯サイト

9 10
M1

M1

M3

M2
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糖尿病リソースガイド

広告ガイド
タイアップ企画の実施、関連記事の有料配信、関連情報サイト
の開設・運営、ニュースレターとのクロスメディア企画などにつ
いては、糖尿病リソースガイド編集室までご連絡ください。
E-mail dmrg@mhlab.jp

■ご注意
・バナーの入稿は、掲載日の3営業日前までにお
願いします。
・広告掲載基準：商品やサービスの内容によって
は、広告をお引き受けできない場合もあります。
詳しくは、糖尿病ネットワーク事務局までお問
い合わせください。
・ 1 バナー広告のimp数、クリック数はお問い合
わせいたければ、最新の数値をご提供します。

1 バナー広告

糖尿病リソースガイドのほとんどのページに表示されます。
（ローテーション表示）
2

1
4

中面バナー広告

関連コーナーにバナー広告を掲載できます。
参考例）http://dm-rg.net/1/005/011001/
3

関連特集広告

関連コーナーに写真付きで製品を紹介します。
参考例）http://dm-rg.net/2/0201/01/01/
4

関連記事の有料配信

ご希望のテーマ、ニュースソースをもとに、記事を制作し、最近の
関連情報欄に掲載します。記事は、その後のメールマガジンでも
紹介されるほか、関連する他のサイトにも掲載することができま
す。
5

1

1

情報ファイル

希望テーマに沿って、ニュース記事、連載コンテンツなど関連情
報を集約し、専用ページにて公開、運営します。糖尿病ネットワー
クと柔軟な連携も可能です。
6 メールマガジン広告

3
2

糖尿病患者さんと日々接している医療スタッフに対して製品、
サービスの情報を提供できます。
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