
■ 2017年12月ページビュー＆ユニークブラウザ

■ 各広告メニューのインプレッション数＆クリックレート

ページビュー
2018.1.5

◆ 月間ページビュー 7,265,251

◆ 月間ユニークブラウザ 1,288,610

◆ メール配信数（12/21配信数） 467,653

◆ １日平均ページビュー 234,362.93

◆ １日平均ユニークブラウザ 41,568.06

※1 テキストアドのインプレッション数は4本の合計、クリックレートは平均値

E-mail ： nm-ad@nikkeibp.co.jp

【お問い合わせ】
テクノロジーメディア本部広告部（医療） TEL.03-6811-8036 FAX. 050-3153-7277

Online Marketing Report

インプレッション数 クリックレート インプレッション数 クリックレート インプレッション数 クリックレート

スーパーバナー 1,545,882 0.04% 1,697,280 0.04% 1,802,464 0.04%
第1レクタングル 1,726,884 0.08% 1,904,438 0.07% 1,972,440 0.08%
第2レクタングル 2,194,262 0.04% 2,369,519 0.04% 2,459,585 0.04%
トップレクタングル 527,079 0.18% 574,066 0.08% 580,460 0.09%
テキストアド（Information)　 ※1 10,673,575 0.01% 11,393,667 0.01% 11,387,677 0.01%

2017年12月1日-31日 2017年11月1日-30日 2017年10月1日-31日

※PV UBの数値はAdobe Analyticsによって集計されたデータです。
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■ 会員登録者数の推移

■主要会員属性

（マルチプルアンサ ※3つまで）■ 診療科目

■ 日経メディカル Onlineの医師認証システム

会員プロフィール
2018.1.5

Market ing Report

日経メディカル Onlineの医師認証では、実際の症例を詳細に紹介する記事などの

閲覧を医師に限定するため非常に厳しい医師認証システムを導入しています。

この認証システムでは、通常の登録項目に加え、医師の方にはご面倒ですが、

「卒業大学」「卒業年次」などの詳細な情報をご入力いただくことで、医師である

ことを確認させていただいております。

加えて、他者によるなりすまし登録を防止するために「登録完了のお知らせ」を

勤務先にご郵送し、所在確認もさせていただいております。

医師ご自身による詳細な登録作業と所在確認のダブルチェックを実施することで

日経メディカル Onlineでは、情報収集の意識が高く、かつアクティブな「医師会員」

を集めることができます。

E-mail ： nm-ad@nikkeibp.co.jp

【お問い合わせ】

テクノロジーメディア本部広告部（医療） TEL.03-6811-8036 FAX. 050-3153-7277

Online Marketing Report

2017年12月31日 2017年11月30日

内科 52,414 52,298
循環器科 12,093 12,073
心臓血管外科 2,088 2,077
呼吸器内科 5,748 5,730
呼吸器外科 1,516 1,514
消化器内科 11,373 11,338
消化器外科 6,462 6,436
内分泌代謝内科・糖尿病科 4,110 4,090
腎臓内科 3,245 3,238
血液内科 1,918 1,915
アレルギー科 2,369 2,366
リウマチ科 2,627 2,625
老年科 1,185 1,181
神経内科 3,623 3,605
脳神経外科 4,194 4,184
精神科 6,294 6,268
心療内科 1,673 1,668
小児科 11,443 11,405
小児外科 560 559
外科 11,157 11,139
整形外科 9,035 8,995
リハビリテーション科 3,580 3,576
形成外科 1,432 1,420
産婦人科 5,308 5,286
眼科 3,432 3,420
耳鼻咽喉科 3,379 3,370
皮膚科 4,475 4,460
泌尿器科 3,520 3,507
放射線科 3,349 3,338
麻酔科 4,880 4,864
救急・ICU 4,180 4,163
口腔外科 159 162
性病科 77 77
肛門科 668 668
基礎医学系 1,526 1,524
その他の内科 2,201 2,191
その他の外科 1,013 1,012

2017年12月31日

154,821 6,914

125,266 117,575

6,092 27,444

23,463 2,314

1,083

保健師

助産師

看護師・准看護師

医師

　　病院理事長・院長

　　勤務医

　　診療所理事長・院長

歯科医師

薬剤師

■勤務先病床数
2017年12月31日

診療所（無床）     33,035 病院（200～299床） 12,175

診療所（1～19床）  6,084 病院（300～499床） 24,567

病院（20～99床）   6,619 病院（500床以上）  49,338

病院（100～199床） 11,979 その他             8,603
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476,193人 516,220人

127,669人 134,929人
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143,323人
567,808人 626,669人
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						内科 ナイカ		52,414		52,298		52,145		51,984		51,843		51,678		51,502		51,286		51,103		50,955		50,767		50,596		50,596		48,171		48,036		47,906		47,769		47,574		47,460		47,306		47,081		46,920		46,755		46,589		46,390		46,251		46,038		45,832		45,658		45,510		45,290		45,115		44,934

						循環器科 ジュンカンキカ		12,093		12,073		12,053		12,016		11,985		11,954		11,915		11,864		11,827		11,795		11,750		11,725		11,725		11,700		11,664		11,617		11,574		11,514		11,488		11,453		11,408		11,358		11,316		11,252		11,216		11,174		11,126		11,081		11,022		10,978		10,926		10,876		10,826

						心臓血管外科 シンゾウ ケッカン ゲカ		2,088		2,077		2,068		2,062		2,056		2,050		2,041		2,034		2,021		2,017		2,023		2,015		2,015		2,012		2,005		2,001		1,992		1,985		1,979		1,970		1,960		1,953		1,945		1,936		1,924		1,917		1,916		1,906		1,899		1,887		1,876		1,874		1,866

						呼吸器内科 コキュウキ ナイカ		5,748		5,730		5,694		5,665		5,643		5,619		5,599		5,577		5,547		5,527		5,503		5,475		5,475		5,449		5,416		5,389		5,365		5,339		5,321		5,305		5,277		5,253		5,229		5,207		5,180		5,161		5,138		5,119		5,096		5,071		5,045		5,022		4,998

						呼吸器外科 コキュウキ ゲカ		1,516		1,514		1,510		1,506		1,500		1,496		1,495		1,486		1,481		1,476		1,470		1,466		1,466		1,461		1,456		1,450		1,448		1,446		1,438		1,431		1,425		1,421		1,415		1,410		1,402		1,397		1,389		1,380		1,371		1,362		1,356		1,354		1,348

						消化器内科 ショウカキ ナイカ		11,373		11,338		11,306		11,270		11,226		11,201		11,172		11,117		11,066		11,030		10,992		10,956		10,956		10,898		10,860		10,815		10,790		10,738		10,704		10,666		10,620		10,576		10,531		10,487		10,449		10,419		10,371		10,340		10,293		10,253		10,191		10,156		10,109

						消化器外科 ショウカキ ゲカ		6,462		6,436		6,411		6,384		6,359		6,340		6,316		6,296		6,268		6,224		6,184		6,165		6,165		6,141		6,122		6,101		6,082		6,053		6,024		5,998		5,972		5,950		5,915		5,897		5,869		5,840		5,816		5,800		5,771		5,745		5,708		5,652		5,621

						内分泌代謝内科・糖尿病科 ナイブンピツ タイシャ ナイカ トウニョウビョウ カ		4,110		4,090		4,074		4,056		4,042		4,026		4,001		3,969		3,943		3,927		3,910		3,891		3,891		3,871		3,855		3,841		3,829		3,803		3,783		3,766		3,745		3,722		3,710		3,683		3,662		3,646		3,629		3,599		3,577		3,557		3,527		3,510		3,491

						腎臓内科 ジンゾウ ナイカ		3,245		3,238		3,224		3,210		3,194		3,184		3,173		3,160		3,144		3,131		3,110		3,090		3,090		3,079		3,056		3,039		3,029		3,018		3,010		2,996		2,985		2,979		2,962		2,946		2,927		2,918		2,903		2,893		2,877		2,863		2,839		2,828		2,819

						血液内科 ケツエキ ナイカ		1,918		1,915		1,904		1,898		1,894		1,891		1,884		1,865		1,853		1,847		1,840		1,827		1,827		1,824		1,816		1,807		1,795		1,786		1,779		1,774		1,766		1,754		1,749		1,739		1,732		1,727		1,718		1,712		1,701		1,694		1,685		1,680		1,667

						アレルギー科 カ		2,369		2,366		2,358		2,353		2,352		2,349		2,342		2,336		2,335		2,333		2,326		2,321		2,321		2,317		2,312		2,303		2,297		2,288		2,284		2,277		2,270		2,266		2,260		2,252		2,245		2,237		2,233		2,229		2,225		2,217		2,210		2,206		2,198

						リウマチ科 カ		2,627		2,625		2,616		2,613		2,609		2,601		2,596		2,590		2,585		2,583		2,576		2,574		2,574		2,568		2,563		2,556		2,552		2,546		2,544		2,534		2,525		2,521		2,514		2,503		2,485		2,482		2,474		2,467		2,460		2,453		2,445		2,438		2,429

						老年科 ロウネン カ		1,185		1,181		1,177		1,176		1,172		1,172		1,170		1,169		1,165		1,166		1,165		1,161		1,161		1,158		1,155		1,148		1,142		1,139		1,139		1,138		1,134		1,129		1,125		1,118		1,115		1,111		1,105		1,102		1,102		1,097		1,096		1,090		1,087

						神経内科 シンケイ ナイカ		3,623		3,605		3,597		3,579		3,561		3,539		3,527		3,510		3,497		3,490		3,465		3,452		3,452		3,445		3,429		3,414		3,413		3,395		3,383		3,374		3,364		3,354		3,343		3,337		3,326		3,310		3,299		3,279		3,266		3,249		3,233		3,217		3,196

						脳神経外科 ノウシンケイ ゲカ		4,194		4,184		4,169		4,150		4,139		4,127		4,107		4,087		4,071		4,065		4,048		4,032		4,032		4,020		4,001		3,983		3,975		3,961		3,948		3,937		3,923		3,913		3,891		3,879		3,863		3,851		3,830		3,813		3,797		3,778		3,763		3,745		3,722

						精神科 セイシン カ		6,294		6,268		6,242		6,206		6,174		6,158		6,127		6,095		6,069		6,032		5,994		5,940		5,940		5,923		5,897		5,860		5,843		5,810		5,781		5,756		5,717		5,685		5,662		5,633		5,607		5,594		5,576		5,539		5,505		5,495		5,463		5,449		5,408

						心療内科 シンリョウ ナイカ		1,673		1,668		1,663		1,656		1,648		1,646		1,640		1,634		1,629		1,626		1,615		1,613		1,613		1,609		1,603		1,598		1,597		1,594		1,589		1,586		1,578		1,572		1,564		1,561		1,551		1,549		1,540		1,534		1,531		1,527		1,520		1,515		1,508

						小児科 ショウニ カ		11,443		11,405		11,355		11,317		11,280		11,242		11,202		11,151		11,098		11,049		11,010		10,957		10,957		10,873		10,835		10,798		10,767		10,724		10,708		10,675		10,622		10,583		10,551		10,516		10,480		10,461		10,435		10,402		10,356		10,330		10,280		10,248		10,211

						小児外科 ショウニ ゲカ		560		559		554		550		547		544		543		543		543		541		537		538		538		537		535		532		532		532		531		530		525		524		523		523		518		517		514		512		509		508		503		501		500

						外科 ゲカ		11,157		11,139		11,123		11,105		11,085		11,066		11,032		10,994		10,959		10,945		10,934		10,914		10,914		10,216		10,180		10,164		10,148		10,120		10,095		10,067		10,031		10,002		9,966		9,947		9,906		9,883		9,847		9,804		9,765		9,733		9,705		9,663		9,617

						整形外科 セイケイ ゲカ		9,035		8,995		8,969		8,920		8,876		8,837		8,806		8,760		8,720		8,687		8,647		8,620		8,620		8,597		8,562		8,530		8,506		8,474		8,455		8,433		8,387		8,363		8,342		8,305		8,230		8,194		8,155		8,121		8,073		8,049		8,007		7,992		7,955

						リハビリテーション科 カ		3,580		3,576		3,569		3,560		3,555		3,548		3,543		3,533		3,523		3,513		3,501		3,497		3,497		3,483		3,478		3,474		3,467		3,459		3,455		3,442		3,435		3,427		3,420		3,415		3,385		3,370		3,359		3,347		3,337		3,326		3,315		3,301		3,287

						形成外科 ケイセイ ゲカ		1,432		1,420		1,418		1,411		1,402		1,401		1,395		1,390		1,382		1,380		1,375		1,369		1,369		1,361		1,355		1,346		1,345		1,344		1,335		1,334		1,331		1,325		1,316		1,303		1,297		1,285		1,284		1,284		1,278		1,275		1,267		1,265		1,250

						産婦人科 サンフジンカ		5,308		5,286		5,258		5,229		5,192		5,168		5,146		5,116		5,083		5,062		5,034		5,005		5,005		4,990		4,961		4,941		4,934		4,909		4,893		4,882		4,860		4,851		4,767		4,752		4,742		4,728		4,718		4,705		4,680		4,673		4,656		4,646		4,622

						眼科 ガンカ		3,432		3,420		3,402		3,376		3,354		3,324		3,318		3,304		3,288		3,284		3,264		3,214		3,214		3,206		3,194		3,183		3,176		3,165		3,161		3,152		3,142		3,135		3,124		3,112		3,101		3,094		3,082		3,069		3,050		3,038		3,028		3,019		3,006

						耳鼻咽喉科 ジビ インコウ カ		3,379		3,370		3,359		3,335		3,318		3,302		3,293		3,272		3,256		3,246		3,238		3,228		3,228		3,215		3,203		3,188		3,171		3,155		3,149		3,139		3,131		3,115		3,106		3,095		3,074		3,067		3,057		3,039		3,017		3,006		2,987		2,977		2,962

						皮膚科 ヒフカ		4,475		4,460		4,448		4,426		4,401		4,381		4,361		4,340		4,326		4,309		4,280		4,259		4,259		4,246		4,223		4,199		4,190		4,171		4,156		4,132		4,105		4,091		4,074		4,060		4,033		4,014		4,002		3,983		3,972		3,957		3,935		3,912		3,888

						泌尿器科 ヒニョウキカ		3,520		3,507		3,497		3,483		3,466		3,453		3,442		3,424		3,410		3,403		3,391		3,375		3,375		3,364		3,354		3,342		3,335		3,316		3,306		3,295		3,280		3,268		3,251		3,236		3,222		3,214		3,199		3,188		3,173		3,159		3,132		3,122		3,103

						放射線科 ホウシャセンカ		3,349		3,338		3,327		3,303		3,297		3,283		3,275		3,264		3,249		3,243		3,234		3,217		3,217		3,190		3,177		3,165		3,160		3,147		3,139		3,118		3,099		3,078		3,062		3,057		3,047		3,030		3,018		3,004		2,996		2,979		2,955		2,942		2,931

						麻酔科 マスイ カ		4,880		4,864		4,853		4,826		4,805		4,786		4,757		4,738		4,724		4,710		4,690		4,661		4,661		4,654		4,624		4,604		4,589		4,555		4,548		4,538		4,520		4,502		4,490		4,468		4,452		4,445		4,429		4,398		4,375		4,360		4,332		4,314		4,283

						救急・ICU キュウキュウ		4,180		4,163		4,144		4,116		4,092		4,065		4,045		4,017		3,996		3,971		3,946		3,926		3,926		3,918		3,902		3,889		3,878		3,857		3,844		3,828		3,800		3,786		3,769		3,740		3,726		3,712		3,690		3,663		3,632		3,610		3,566		3,540		3,525

						口腔外科 コウクウ ゲカ		159		162		162		164		162		162		161		160		160		160		162		156		156		158		155		154		153		154		154		153		154		154		154		154		153		153		153		153		154		153		153		152		152

						性病科 セイビョウカ		77		77		77		76		76		76		76		76		76		75		75		75		75		74		74		74		75		75		75		74		74		74		74		73		73		72		72		72		71		71		70		70		70

						肛門科 コウモンカ		668		668		667		669		669		669		668		670		668		668		664		663		663		665		665		665		665		663		662		661		660		659		656		656		653		651		650		647		647		646		644		643		641

						基礎医学系 キソ イガク ケイ		1,526		1,524		1,519		1,516		1,512		1,515		1,514		1,510		1,507		1,506		1,493		1,490		1,490		1,486		1,484		1,485		1,485		1,482		1,482		1,481		1,476		1,473		1,469		1,466		1,464		1,462		1,460		1,458		1,456		1,453		1,452		1,451		1,451

						その他の内科 タ ナイカ		2,201		2,191		2,170		2,141		2,119		2,107		2,082		2,063		2,037		2,011		1,982		1,954		1,954		1,919		1,902		1,881		1,875		1,870		1,866		1,857		1,851		1,851		1,842		1,836		1,823		1,816		1,805		1,792		1,785		1,778		1,771		1,768		1,756

						その他の外科 タ ゲカ		1,013		1,012		1,007		1,000		992		984		981		978		973		968		964		957		957		953		940		932		930		931		931		930		927		924		919		918		917		914		912		906		901		902		899		899		899
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