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花ヶ島ウィメンズクリニック様（宮崎県宮崎市）待合室風景

とみ皮膚科クリニック
先生おしえて！貴院が選ばれ続けるワケ
医療機関インタビュー

次の診療につながる
院内での取り組みについて考えてみよう！

連載1

「来てもらえるクリニック」になろう!連載2

ロゴ特集！
今号は

医療機関ロゴカタログ
集めてみました！皆さんの素敵なロゴ

ロゴカタログ

当社ロゴ
も

リニュー
アル！

全自動コーヒーメーカー
IAC-A600

 メディアコンテンツファクトリーは2017年7月で20周年を迎えました。
それに伴い、ロゴリニューアルと並行して、本社の全面改装も行いまし
た。お客様からは見えない部分にはなりますが、少しだけご紹介したい
と思います。
 今回の改装では、「メグル ツナガル オフィス」をテーマに、スタッフ
が自由にオフィスを行き来し、スタッフ同士のコミュニケーションが豊か
になるようレイアウトを考えていただきました。改装前の荷造りは業務と
並行しての作業となり、作業は前日夜まで続きました。なんとか最後の
段ボールを詰め終えた時の感動は今でも忘れません(笑)オフィスが生ま

れ変わってから、スタッフの表情も生き生きしているように感じます。や
はり社内の雰囲気が変われば、自ずとモチベーションもあがってくるも
のですね。
 ちなみに、今回ご紹介した弊社のロゴも、エントランスサインとして新
たな顔となってくれています。リニューアルした弊社ホームページで写真
を見ることができるので、ご興味のある方はぜひ見てみてくださいね。
 お洒落に生まれ変わったこのオフィスから、どんなアイディア・サービ
スが生まれてくるのか、今から楽しみです。

Bee編集担当　井上絵未

編集後記編集後記

◎ 株式会社メディアコンテンツファクトリー   2017 禁無断転載

〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街 8-27 第 16岡部ビル 5階
TEL: 092-471-3555  FAX: 092-471-3556

本誌感想等、皆様のご意見をお聞かせください。
アンケートにお答えいただいた方の中から
抽選で、1名様にアイリスオーヤマ製
全自動コーヒーメーカーをプレゼント！

Bee読者アンケートにご協力ください
本誌表紙に、貴院の写真を掲載しませんか？
写真が掲載された方には、商品券5,000円分プレゼント!!

Bee表紙写真を募集しています！

【募集写真】  
メディキャスター・メディウィンドウのある風景

【応募方法】
応募写真をメールに添付して下記宛先まで

bee@media-cf.co.jp
※メール本文に「貴院名」と「ご応募者様氏名」をご記入ください。

【締切】  2017年8月31日(木)
※ご応募多数の場合は抽選、当選された方にのみ事前にご連絡いたします。

【応募方法】
下記アドレスにアクセスしてください。
http://mcf.bz/bee 
【締切】  2017年10月31日(火)
※ 当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
※ 製品の色は、Bee 編集部にお任せください。

NEWS
&

TOPICS 弊社ホームページを                  しました！リニューアルリニューアル

クリニック様の集患・増患をテーマにホームページやデジタルサイネージ等、
各ツールごとに効果的な活用方法についてご紹介しています。

コラム
 『だから患者が集まる』

弊社情報発信サイト『MCF LOG.』リリース！
http://www.mcf.bz/

医療機関様向けのコラムや、弊社取組みを紹介するブログ・レポート等を掲載しています。
ぜひチェックしてみてください。

各規模の薬局様をインタビューでご紹介しながら、今後、ますます多様化し
ていく薬局経営について考えるコラムです。絶賛連載中！

コラム 
『未来の薬局』

NEW RELEASE
このボタンから
移動できます

弊社ホームページが新しくなりました。私たちがどういう思いで仕
事をし、何を目指しているのか等も掲載していますので、ぜひ
チェックしてみてください。

ユーザー様専用サイトの
入り口が画面左下になり
ました！

ホームページが新しくなりました!

URLは変更ありません。
http://www.media-cf.co.jp



集めてみました！
皆さんの素敵なロゴ

ご開業やリニューアルの際に制作することが多いロゴですが、いざロゴを作ろう！と思うとどんなデザインがいいんだろう？と悩んでしま
いますよね。そこで今回は素敵なロゴを掲げている全国の医療機関にご協力いただき、ロゴに込めた思いや気に入っている点など
をご紹介します。
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ロゴカタログロゴカタログロゴカタログ医療機関

「アルファベット」 医療機関名の頭文字をモチーフにしたデザイン。
アルファベット+αの要素を入れることが一般的。

ロゴ掲載例 「自然・動物」 医療機関のロゴマークで多いのが自然や動物をイメージした     デザイン。親しみやすさ・やわらかさが特徴。

診療方針や診療内容からデザインに人の部位や形の要素を取り入れ
たデザイン。「人」 院長先生のプロフィールに由来するものをモチーフにした

デザイン。患者さんとの会話のきっかけに。「院長先生」「診療内容」 特徴となる診療内容をモチーフとしたデザイン。患者さん
にダイレクトに伝わるメリット。

かみだ脳神経クリニック（大分県）
脳神経外科・神経内科・リハビリテーション科

「脳に幸せを」をテーマに制作しました。
また、頭の病院だと分かりやすいように顔の
イラストと、脳の部分には幸せを意味するク
ローバーを付けて、やわらかい印象のロゴに
なっています。

親しみ 真面目

女性的 男性的

楽しさ 美しさ

親しみ 真面目

女性的 男性的

楽しさ 美しさ

長瀬クリニック（神奈川県）
内科・消化器内科・肝臓内科・内視鏡内科

亀が虹を見上げる様子が可愛らしいロゴマーク。世代
を問わず親しみやすく、希望のあるイメージです。ロゴの
亀は当院ホームページのデザインでもモチーフとして使
用しています。(編集部より)

親しみ 真面目

女性的 男性的

楽しさ 美しさ

親しみ 真面目

女性的 男性的

楽しさ 美しさ

松陰神社前クリニック（大分県）
整形外科・リハビリテーション科

近くの松陰神社の木をモチーフにし、木に止まった元
気がない鳥が木の精に心と身体を癒やされ元気になり
飛び立つ様を表しました。早く地域に溶け込めるよう
に、色は有名なコンビニと同じ配色を取り入れました。

親しみ 真面目

女性的 男性的

楽しさ 美しさ

石井皮膚科（宮崎県）
皮膚科

メッセージというものではありませんが、ロゴは父親が開
院祝いに作成してくれました。
因幡の白兎からおもいついたようです。

親しみ 真面目

女性的 男性的

楽しさ 美しさ

中司内科（山口県）
内科・循環器科・呼吸器科・アレルギー科

中司内科のnがドーム型の屋根のように、
クリニックのｃを白十字でくりぬいたものを
囲ったデザインです。当院が患者様を助け
合って包み込み支え守ることをイメージしまし
た。見た方がなんだろう？と思って覚えてくれ
るので気に入っています。

親しみ 真面目

女性的 男性的

楽しさ 美しさ

まえだ内科神経内科クリニックのMがモチー
フのロゴデザイン。Mの上に丸が二つあり、
人と人が向き合う様子になっています。患者
様としっかり向き合うクリニックという信頼感の
あるデザインだと思います。(編集部より)

まえだ内科神経内科
クリニック（兵庫県）
内科・神経内科

本田医院（東京都）
内科・胃腸科・呼吸器科・糖尿病内科・皮膚科

医院名は知り合いの書家の方に書いてもらい、その雰
囲気に合わせたロゴデザインにしました。ロゴマークは、
当院の診療内容から、胃、大腸、内視鏡をイメージして
います。

親しみ 真面目

女性的 男性的

楽しさ 美しさ

町田エールクリニック（東京都）
内科・糖尿病内科・消化器内科

ロゴは診療に笑い療法を取り入れ患者様の苦痛や不
安を和らげ治療していくイメージで、Ｙは人が元気に万歳
をしている、eは笑顔を表しています。さらに丸の形、笑
顔のeの文字は昇る朝陽も意味しております。

とみ皮膚科クリニック（静岡県）
皮膚科・美容皮膚科

クリームを皮膚にやさしく“ちょん”と乗せたところをイメー
ジして作りました。
まるくてやさしい感じが好きです。

親しみ 真面目

女性的 男性的

楽しさ 美しさ

かつの整形外科・
リハビリテーション科（福岡県）
整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科

院長の名前にちなみ“雷さまの整形外科”の
イメージで、普段の会話から患者さんの体調
の変化に気を配れるように、という思いを込
め風神と雷神の目線を合わせて、心が通い
合うようなデザインとなっております。

親しみ 真面目

女性的 男性的

楽しさ 美しさ

しみず小児科（大分県）
小児科

玄関前に本物のSL動輪を展示し、当院も
豊肥本線沿線に立地しています。院長も乗
り鉄の趣味があり、汽車のイメージで作成し
ました。患者様からポッポ病院と呼ばれてい
ます。

親しみ 真面目

女性的 男性的

楽しさ 美しさ

MCFクリニック（福岡県）
内科

コツコツと蓄積してきた『知識・技
術』をベースに成長し、実を結ぶ木
をイメージしてつくられています。

親しみ 真面目

女性的 男性的

楽しさ 美しさ

ロゴの画像

ロゴの
イメージ
パラメーター

病院名、県名
科目名

ロゴに込めた思いや
気に入っている点

親しみ 真面目

女性的 男性的

楽しさ 美しさ

ひらやま 内科クリニック（福岡県）
内科・呼吸器内科・アレルギー科

幅広い年齢の方が気軽に立ち寄れるクリ
ニックというテーマで親しみやすさを念頭に
おき、アルファベットのHと小鳥のキャラク
ターでデザインしました。キレイな空気（肺）
になり美しい歌声を響かせるイメージです。

かみぞのキッズクリニック（大分県）
小児科・アレルギー科

ネガティブな雲と、ポジティブな青空のイメー
ジから制作しました。クリニックに来て明るく
なって帰ってほしいというメッセージを込めて
います。

親しみ 真面目

女性的 男性的

楽しさ 美しさ

降旗醫院（長野県）
内科・呼吸器科・アレルギー科

若葉がのびる感じとクリニックの将来を重
ね、またイニシャルを視認可したイメージのロ
ゴです。

親しみ 真面目

女性的 男性的

楽しさ 美しさ

親しみ 真面目

女性的 男性的

楽しさ 美しさ

たじり整形外科・胃腸科医院（福岡県）
内科・整形外科・消化器内科・糖尿病内科
※診療科目は代表的なもののみ掲載させていただきました。

院長が好きなコアラと医院名のイニシャル
「T」を組み合わせて制作しました。
「T」とコアラの掛け合わせがとても気に入っ
ています。 



第2 回  ロゴを侮ることなかれ

スタッフ教育も院内広報につながる　
　スタッフの意識が高まることで、質の高い診療が行えると、自然と患
者さんの満足度も上がっていくものです。そうやって、スタッフ自身が広
告塔とも言える存在になっていけるのではないでしょうか。
　ロゴはクリニックが目指すべき診療のあり方を患者さん、スタッフに
伝えるツールにもなりえるのです。さあ、どんどんロゴを活用していきま
しょう。

ロゴの
活用法

第2回
院内は 患者さんにアピール するＢＥＳＴスポット★

について考えてみよう！

次回は、「ホームページ」についてのお話です。

医療機関を例に考えてみる

ロゴに込めた想いは発信を

　ロゴは、企業や商品のイメージを決定づける、いわば「顔」のよう
なものです。例えば、図1のようなロゴのカフェA・B・Cが並んでいた
場合、サラリーマンが休憩に入るならどのカフェを選ぶでしょうか？
　価格帯や内装など他の条件に差がない場合、または差があった
としても、BかCを選ぶ確率が高いのではないでしょうか。Aと比べ
ると、Bは男性でも入りやすい印象ですよね。また、Cは、見ただけで
カフェのイメージが湧き、安心感や信頼感があります。
　このように、ロゴは集客や認知にダイレクトにつながるツールなの
です。

　次は、医療機関を例に考えてみましょう。例えば、小児科のロゴに
多い動物モチーフは、子どもに「安心」「怖くない」というイメージを
与えられますよね。その結果、子どもが病院に行くのを嫌がらず、保
護者が楽に連れていけるため、来院につながることもあります。

　実際、この例でロゴが伝えていることは、主に「イメージ」です。し
かし、「どんな人にどんなイメージを与えるか」によって、見た人の行
動が変わってくるのもまた事実。ロゴって意外と侮れないものなの
です。

　ロゴには様々な想いが込められているもの。しかし、ロゴそのもの
の「イメージ」のみで、その想いまで伝えることは至難の技です。
　そんなときは、ホームページやブログなど他のツールを使い、看板
だけでは伝えきれない貴院の想いを積極的に発信してみましょう。
　発信するということは、貴院のことを知ってもらうチャンスが増え
るということ。そうすることで、また一歩、「来てもらえるクリニック」
に近づけるかもしれません。

患者さんの導線を意識した配置を　
　院内のどこにロゴを配置すれば良いのでしょうか。ロゴが思い浮か
ぶ、コンビニやファミレスを例に考えてみましょう。普段、私たちがどんな
タイミングでロゴを目にしているか、思い返してみてください。入口の
扉、入口のマット、販促用のPOPやスタッフの制服、トイレの中にまで
至るところにロゴが隠れています。私たちは無意識のうちにロゴを目に
し、記憶しているのです。
　ロゴを配置する上で大切なことは、来院される患者さんの導線を意
識することです。院内だけでなく、帰宅後も目に触れる機会が生まれる
よう、診察カードや封筒、貴院制作の広報誌、ノベルティなども準備す
ると、さらに効果的です。
　ロゴを配置し継続してアピールすることで、クリニックのイメージを覚
えていただくことができます。

クリニックの想いを意識するきっかけに　
　次につながる診療を行うためには、それに携わるスタッフの意識・行
動が何よりも大切です。スタッフにクリニックの想いが伝わっていなけ
れば、目指すべき診療と実際の診療には大きな隔たりが生まれてしま
います。
　想いを理解・実践してもらうためには、伝え続けることが大切です。ま
ずは、その想いをスタッフに話すことから始めましょう。

C 有名なカフェの
よく見かけるロゴ

 ★
 COFFEE  ★

SAMPLE

B モノトーンで
クールなロゴ

CAFE

図1

お花やリボンモチーフの
可愛らしいロゴ

A

ロゴ制作
サービス

ロゴリニューアルのプロセスをご紹介！ 弊社のロゴが決定するまでのプロセスをご紹介します。
ロゴ制作の際のご参考になれば幸いです。

お問合せ 0120-807-824 (担当: 伊藤)

※1 ロゴ制作サービスは弊社ご契約ユーザー様だけの限定価格になります。
※2 新規ご契約でメディキャスターorホームページご成約のお客様も対象です。

1 アンケート
アンケートを実施し、社内スタッフのロゴにもとめるポイントは「医療の会社である」、「従来のロゴを何かしらの
形で活かしたい(ブランドの継続性)」の2点であることがわかりました。

2 会社イメージのブレスト
プロジェクトチームを組み、「これから会社は、対外的にどういうイメージを持ってもらいたいか」、「自分たちの
強み・特徴の本質は何か」という点でブレストしました。

5 最終決定！
社内の会議を重ねて決定したのが新しいロゴです。

4 制作
手書きのラフ案からイメージを絞り込み、社内でイメージ調査を実施。さらに競合他社のロゴデザインを集め、
独自性を打ち出せているかを考慮し、完成に向けて少しずつブラッシュアップを重ねました。

3 デザインの方向性決定
ブレスト結果をもとにブランドパーソナリティ(＝会社の性格)を決定。いよいよデザイン制作スタート。

¥ 50,000 (税別)

　しかし、多忙な日々の中、「言葉で伝え続ける」ことはなかなか難しい
もの。そこで、受付やスタッフルームなど、今度は、スタッフの導線を意
識してロゴを配置してみましょう。ふと目に留まったとき、込められた想い
を改めて意識するきっかけになるはずです。

Before

After

ロゴリニューアルしました！
メディアコンテンツファクトリーは2017年7月にお陰様で20周年を迎えました。
気持ちを新たに、ロゴをリニューアルしました。
これからもよろしくお願いいたします。

MCFクリニック

診療科目　内科・小児科
月

火
水

木
金

土

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
×

〇
×

9:00-12:3015:00-19:00

092-471-3555

MCFクリニック
診療科目　内科・小児科

月 火 水 木 金 土
〇 〇 〇 〇 〇 〇
〇 〇 〇 × 〇 ×

9:00-12:30

15:00-19:00

092-471-3555

来院時 帰宅時

ロゴの活用シーン
苦労したのは「医療」をどのように表現するかでした。
柔らかさを意識して最終的には「ハート」に決定。

ラフイメージ

アイデア

調整

ロゴリニューアルを検討したい！という方へ



他の医療機関では、患者さんへの情報発信をどう行ってい
るのか…気になるところです。今回も、そんな“気になる”を
余すところなくおしえていただきました。ぜひ、貴院の広報施策
のヒントにしてください。

手間をかけなくても院内広報はできる

口コミですね。実は、「知り合いの人から聞いた」とか、口コミ

が一番多いんです。

――ホームページの他には、どんな来院のきっかけがあるんでしょうか。

貴院が                  ワケ

とみ皮膚科クリニック
〒417-0862　静岡県富士市石坂68ｰ8
http://tomiskinclinic.com/

先生おしえて！
医療機関

i n t e r v i ew

実は、皮膚科医になる前は専業主婦をしていたんです。息子が

幼少の頃、アトピー性皮膚炎の状態が悪く、私自身が悩み、正し

い治療を避けて民間療法を研究したことがあります。そのとき

は、正しい知識を持っていなかったことから、息子をつらい目に

あわせてしまったんです。

そんな中、ある医師への受診から考えを改め、その後、正しい

治療を継続し、息子はいきいきと日常生活を送れるようになりま

した。この経験から、「きちんと医学を勉強して正しい知識を身

につけよう」、「同じように悩んでいる方に正しい治療を教えてあげ

たい」と思うようになりました。

――なぜ皮膚科医になろうと思ったのですか？

皮膚科医になった思い

「皮膚科×やさしさ」が伝わるイメージづくり

北里大学の医学部を卒業して、大学病院で皮膚科に入局して、

研修医になって。そのあと、大学病院と国立横浜医療センターを

交互に行ったり来たりしながら、皮膚科医として働いていました。

――まずは、先生のご経歴を教えてください。
クリニックに来やすい、やさしい感じのイメージになるように、

特に色遣いにはこだわりましたね。

――弊社で制作させていただいたホームページもロゴを生かしたデザ
インになっていますよね。

とみ皮膚科クリニック
（静岡県富士市）

　静岡県富士市にある、とみ皮膚科クリニック。「病気

から美容まで、皮膚のことなら何でもお応えできる皮膚

科クリニック」として、女性皮膚科専門医による保険診

療、美容皮膚科治療を行っています。

　今回は、院長の川村都美（かわむら とみ）先生に、皮

膚科医になったきっかけから診療内容や先生の思いを

患者さんにうまく伝える方法まで、様々なお話をお伺いし

てきました。

【インタビュアー：営業 壷田一功】

院長
川村 都美先生
（かわむら とみ）

クリームを皮膚にやさしく“ちょん”と乗せたところをイメージして作ったロゴ。
曲線や色遣いから、やさしい雰囲気が伝わってきます。

　ロゴやホームページ、院内の雰囲気など、様々なところから院

長先生の思いが伝わってくる印象的なクリニックでした。今後は、

メディキャスターで流すオリジナルコンテンツの制作も予定して

いるとのこと。先生の思いが伝わるコンテンツ、楽しみにしてい

ます。貴重なお話ありがとうございました！

今回の取材を終えて
――治療を受ける側の気持ちが分かるからこそ、医師を目指され
たんですね。確かに、「同じように悩んでいる方の力になりたい」
という院長先生の思いと、ロゴなどから伝わるクリニックのイメージ
とがぴったり合っている気がします。

　そうですね。うちのロゴマークは、クリームを皮膚にやさしく

“ちょん”と乗せたところをイメージして作ったんですよ。まるく

てやさしい感じが、クリニックの目指すイメージに合っているので、

気に入っています。

――ホームページ全体の色遣いについては、結構打ち合わせを重
ねた記憶があります。(笑)
では、実際にホームページを作ってみて、効果を感じたことはあり
ますか。

単純に、「ホームページを見て来ました」という方はもちろんい

ますね。これは、クリニックに来やすい、やさしいイメージを伝え

られているからかなとは思います。あとは、「こういう診療をやっ

ていますよね」など、診療内容についてのお問い合わせもありま

すね。特に、美容皮膚科の方で。

――そうなんですね。知り合いから聞いた情報って、やはり信頼でき
ますもんね。

口コミが多いのは、来院された患者さんにLINEアカウントをお

伝えしていることも影響しているかもしれないです。

美容皮膚科のお得な情報とか、こんな製品が入ったとか、新し

い施術を始めたとか。そういうことをお知らせしています。そうい

う情報を、知り合いの方に話していただくことで口コミが生まれ

ることも多いのかなと思います。

クリニックのデザインや雰囲気を壊さないために、ポスターなど

をべたべた貼りたくなかったので、サイネージを使って色々なお

知らせができるのがいいですね。

医療機関ホームページガイドラインという指針が出ていること

もあり、ホームページ上ではなく、メディキャスターでキャンペーン

のお知らせを流しています。待合室で流しているので、「今こう

いうキャンペーンをやっているんだな」と知ったら、すぐに診察室

で聞いてもらえるんですよね。詳しくご説明すると、「ちょっとやっ

てみたいんですけど…」という流れになることも結構あります。

今は、用意されているコンテンツの中から、うちのクリニック

に合う内容のものをチョイスしたり、内容を少し変えて流してい

ます。「流したいものを選ぶだけ」なので、診療で忙しいときでも

手間がかからず重宝しています。

――待合室デジタルサイネージのメディキャスターですが、実際に
導入してみていかがでしょうか。

――LINEやFacebookなどは、患者さんに伝えたい情報をダイレク
トに届けられますよね。

そうですね。あと、来院される患者さんが、10代から40代ぐらい

までの方が多く、LINEを普段から使っている世代なんですよね。

――なるほど。来院される患者さんの年齢層に合わせたツールを
使っているところもポイントなんですね。

――ホームページには、「お悩み別・施術別一覧」の項目のように、
詳しい情報も掲載していますよね。そういう情報が、美容皮膚科
を受診する患者さんが来るきっかけにもなっているんですね。

口コミがきっかけで、新しい施術を受けてみたいという方が来院されることもあります。

クリニックの雰囲気づくりのために、掲示物は最低限にとどめ、メディキャスターを
使ってお知らせをしています。

待合室はスッキリした印象です。

患者層に合ったLINEでの情報発信が口コミに
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