
ご成約営業が訪問

ご後輩、ご友人やお知り合いの先生に新規開業や継承のご予定のある方で、

ユーザー様限定

ご紹介キャンペ
ーン

　子どもができてから医療機関を受診する機会が増えました。いろん
な医療機関に通うたびに一患者として思います。「もっと院内掲示物
がオシャレだったらな…」って。治療を受ける場所だし、誰もそんなとこ
まで気にしてないよ！と突っ込まれそうですが、デザインに関心のない
人も無意識的にイメージの中にきっと刷り込まれていると思います。
「あそこは素敵な病院」というイメージの中に、素敵な掲示物たちが。
　日々の忙しい診療の中、そんなところまで手が回らないということ
は察するに余りあるのですが、実は専門的なソフトを使わずに日々使

うソフト(Word)でも簡単に出来ることがいろいろとあります。
もし、今回の特集を見て少しでもこれからの掲示物制作の参考になれ
ば幸いです。
　雑然としがちな掲示物を整理するには、サイネージで掲示物の代わ
りに放映することも効果的です。Wordで作った素敵な掲示物や、掲
示したいけど制作する余裕がないものなど、どんどんMedicasterを活
用して発信いただき、貴院のブランディングの手助けが出来ればいい
なと思います♡ Bee編集担当　梅谷大介

編集後記編集後記

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】  2019年 8月31日(土)
※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。

Bluetooth対応
ワイヤレススピーカー
〔SONY SRS-X3-W〕

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
ソニー製Bluetooth対応スピーカーを
プレゼント！

【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】  2019年 9月30日(月)
※ 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。

ご紹介先への
デモンストレーション実施で・・・

同封のFAX用紙でお申し込みをお願いいたします。ご紹介いた
だいた医療機関様に弊社営業が訪問してサービスのご説明を実
施しましたらプレゼントをお送りします。

詳しくは同封のお申込用紙をCHECK!!

特典

1

対象製品のご成約で・・・

ご紹介いただいた医療機関様にて弊社製品をご注文いただいた
場合には、ご紹介先にも商品券3万円をプレゼントいたします！

特典

2

お申し込み 営業が訪問

上記にご興味をお持ちの方はいらっしゃいませんか？
ただいま、ユーザー様限定ご紹介キャンペーンを開催中！
この機会にぜひご紹介ください。

ユーザー様に

ご紹介先にも

商品券3万円分プレゼント!

商品券3万円分プレゼント!

2019年

12/31
2019年

12/31

お申込期限お申込期限

まで

◎ 株式会社メディアコンテンツファクトリー   2019 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

0120-807-824
お問合せ

（担当: 齋藤）

※他サービスご成約の場合はプレゼント対象外とさせていただきます。予めご了承ください。

メディキャスター・ホームページ制作・WEB問診システム
ご紹介キャンペーン対象製品

患者スマホで
回答できる
WEB問診

待合室の
デジタル
サイネージ

ホームページの
制作や

リニューアル

Benefit energy everyone
医療と患者様とをつなぐ情報誌
【ビー】
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安部医院安部医院
「来てもらえるクリニック」になろう！

今日からできる！Wordだけでできる！

問診票アンケート 上手に活用できていますか？

掲示物デザイン掲示物デザインで始める

簡単ブランディング

医療機関 Special Interview

特集

連載 1

連載 2

おおはま糖尿病・腎クリニック様(埼玉県川口市) 待合室風景おおはま糖尿病・腎クリニック様(埼玉県川口市) 待合室風景
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今日からできる！Wordだけでできる！

各 P o i n tで使えるテクニック！同じ内容を、デザインを変えて
作ったものの比較！

　ブランディングとは、商品やサービスについて、デザインやシンボルマークを使い共通のイメージを認識させることです。医療機関において
もブランディングは有効で、「おしゃれできれいなクリニックといえば○○」「親切な病院といえば○○」という意識を根付かせることができれ
ば、サービス・雰囲気に対して愛着・信頼を持ってもらうことになります。

Column vol.1

掲示物デザインで始める 簡単ブランディング!

見出しはポップな
フォントだけど、
本文は明朝体で

バラバラな印象・・・

フォントがきれいに
そろっているし、
ロゴに合わせた
配色もGOOD!
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デザイナーではないから、Wordしかないから、おしゃれな掲示物は作れないとあきらめていませんか？
Wordだけでもプロが作ったものとはいかなくとも、見た人が「きれい」「読みやすい」と思ってくれる掲示物は作れます。
ここで紹介する内容を活かしてぜひ貴院でもチャレンジしてみてください。
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どちらもOffice Word 2016で作成

特定フォントの一斉変更方法
①「ホーム」タブ → 「置換」。
②「検索する文字列」欄をクリック→「オプション」。
③「書式」から「フォント」を選択。
④「日本語用のフォント」で置換前のフォントを選択し「OK」。
⑤「置換後の文字列」欄をクリックし「書式」から「フォント」を選択、「日本
語用のフォント」欄で置換後のフォントを選択。

⑥「すべて置換」ボタンをクリック。

文字の選択とサイズ変更
①強調したい語のみを選択。
　※【Alt】キーを押したままドラッグすると、行や段落関係なく選択することができる。
②「ホーム」タブ → 「フォントサイズ」

文字間隔の変更方法
①「ホーム」タブ→「フォント」右下のボタン→フォントの
「詳細設定」タブへ。
②「文字間隔」で「狭く」「標準」「広く」で調整。さらに
「間隔」の数値を変更することで微調整が可能。

①「挿入」タブ → 「画像」から添付する画像を選択し挿入。
※画像によってはロゴの背景が白くなり、重ねると不自然になってしまいます。
②画像を選択した状態で「書式」タブ→「色」をクリックし、
　開いたメニューから「透明色の指定」をクリック。
③「 ←」の状態になったカーソルでロゴの背景部分をクリックすると
白い部分が透過される。

画像を挿入し背景を透過する方法

目立たせたい箇所の文字のサイズを大きくしたり太字にして目立
たせましょう。強調する語のサイズの差を大きくすることがポイント
です。下線も強調に効果的です。フォント設定の「下線」 ではな
く、図形の長方形を下線として使うとデザイン性が高まります。

強調は文字の太さ・大きさで

文字の間隔( カーニング）を調整すると、読みやすさや、書類の印
象を大きく変えることが出来ます。内容や文字量によって適度な
広さに調整しましょう。

文字間隔を意識しましょう

当院からのお知らせ
MCFクリニックでは・・・

当院からのお知らせ
MCFクリニックでは・・・

当院からのお知らせ当院からのお知らせ

ロゴがあれば、掲示物にもロゴ画像を使いましょう。どんな掲示物
にもロゴ画像を掲載することで貴院のイメージがより強くなるで
しょう。

ロゴを使いましょう

MCFクリニック

フォントを統一して読みやすい書類を作りましょう。意味もなくたく
さんの書体が混在してしまっていると、なにを伝えたいのか分かり
にくくなってしまいます。

フォントをそろえましょう

※文字はレイアウトを変更しやすいテキストボックスで入力することをおすすめします。

当院からのお知らせ

MCFクリニックでは・・・
当院からのお知らせ
MCFクリニックでは・・・

　医療機関の中にある診療予定、医療情報、お願いなどの様々な掲示物を、「ブランディング」を意識したデザインで制作すれば、非常に
効果的なブランディングの道具となります。今回はプロのデザイナーが使用するような、特殊で高額なソフトは使わず、Word を使って美しく
デザインするポイントをご紹介しました。より見やすく美しい掲示物を掲示することで、患者さんによいイメージを与えることができるでしょう。

Column vol.2医療機関のブランディング 施設内の掲示物も立派なブランディングの一つ
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さらに次ページでは 作った掲示物をサイネージで放映する方法 をご紹介！

BeforeBefore

AfterAfter

Office Word 2016の場合
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Step 2

Step 3

Step 1

自分で作った掲示物をブランディングの
応用編

医療専門デジタルサイネージMedicasterでは、ユーザー様用Medicaster管理サイト【SOKO】の「コンテンツを自分で作る」機能を使
い、ユーザー様ご自身で画像データをアップロードし、オリジナル番組として放映することが可能です。ユーザー様で作成した自慢の掲示
物を画像データ化し、ぜひサイネージでも放映してみましょう。

※ユーザー様のご契約内容によって、本機能はお使いいただけません。詳しくはお問合せください。

1. Wordファイルの画像データ化  画像データをアップロードして放映することができます。アップロード可能なデータは、
.jpg .jpeg .png .gif 形式です。まずは、wordデータを画像データに変換してみましょう。

2.【SOKO】で放映設定

サイネージの画面は16:9の比率です。印刷用に制作した書類
と比率がことなります。まずは印刷用に作成したデータ（A4)を
16:9のサイズに変更します。

①メニュー［レイアウト］から［サイズ］を選択し、「その他のサイ
　 ズを選択」
②［用紙サイズ］を幅：384ｍｍ 高さ：216ｍｍで設定し [OK] 
③レイアウトを修正（サイネージでは文字をできるだけ大きくするのがポイント）
④［ファイル］から［名前を付けて保存］
⑤［ファイルの種類］で［PDF] を選択して保存

Wordの用紙サイズ変更

Step 2
オンラインのWEBサービスで無料で簡単にPDFをjpgに変換できるも
のが多数あります。今回は例としてsmallpdfを使った変換方法を紹介
します。 

①Smallpdfへアクセス（「Smallpdf」と検索エンジンで検索）
②「pdf jpeg 変換」を選択し、pdfファイルをドラッグ＆ドロップ
③ダウンロード

PDFデータをjpgファイルへ変換

①[コンテンツを自分で作る]から
　 [+新しくコンテンツを作る]
②タイトルと放映期間を入力
③[画像をアップロード]へ

SOKOへログイン

①準備したjpg画像をアップロード
　 ※テロップでかくれてしまう箇所がないか要チェック
②放映する秒数を設定して［+作成］

画像をアップロード

①[コンテンツ一覧] から編集画面へ
②[プレビュー] で放映内容を確認
③[放映] ボタンで放映開始

放映

サイネージでも放映しよう！

サイネージで自作のオリジナル番組を放映する方法
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Step 1

[ https://soko.media-cf.co.jp ]

❸❸

医療機関では、まだまだ院内掲示物や広報誌などの“紙モノ”が
主流ですよね。でも、紙で渡すだけではもったいない！
「ワンソース・マルチユース」でもっと活用できるんです。

Beeもワンソース・マルチユース！ということで
WEBで記事を公開中です。ぜひご覧ください！

http://www.mcf.bz/category/bee/ 

ワンソース・マルチユースとは？

印刷物（DTPデータ）

データベース

電子カタログ

WEBサイト

映　像

広報誌・ホームページ・SNSなど、媒体が異なっても、コンテンツ
に一貫性をもたせることで、ブランドイメージを統一できます。

どんなメリットがあるの？

うまく活用するコツは“ちょっとだけ変える”

① クリニックのイメージを統一できる！

各媒体ごとにイチから内容を考えなくて済むので、制作時間を短
縮できます。

うまく活用するコツは、媒体に合わせて元の情報の
見せ方をちょっとだけ変えること。
例えば、広報誌の内容をホームページに利用する
場合、内容を抜粋して文字量を少し減らしたり画像
にしたりするだけでも、グッと見やすくなるんです。

② 手間が省ける！

例えば

問診票
アンケート
問診票
アンケート

アンケートは、回収箱を設置するのではなく直接手渡すほうが多くの回

答を集めることができます。回収箱を設置したほうが手間はかかりませ

んが、「クレームを書いてやろう」というネガティブな意見が集まりやすく

なってしまいます。しかし問診票に質問を入れて手渡すことで、ふだんは

回収箱型のアンケートには消極的な患者からも回答を得ることができ

るようになります。

診察時には、ほぼ毎回患者さんに手渡す問診票。その中に「来院のきっ

かけ」や「興味のある治療」などを聞く“アンケート”を入れているクリ

ニックも多いはず。

でもせっかくとったアンケートも活用できていなければ、今後に役立てる

ことはむずかしいものです。

そこで今回は、患者アンケートを手軽に活用できるツールをご紹介します。

問診票は、ほぼすべての来院患者に手渡すも

のです。その中に質問を入れることで、アン

ケート用紙を別で用意する必要もなく、手間

なく回答を得ることができます。

問診票の回答結果を活用するのに、手入力でエクセル計算するなどやりか
たは様々あるかと思いますが、こまめに入力するのは結構面倒ですよね。
そこで最近は、アンケート回答を含む問診結果を自動計算・グラフ化してく
れるツールとして「WEB問診」が注目を浴びています。「WEB問診」はこれ
までのタブレット問診とは異なり、スマホやパソコンを使って来院前に問診
回答ができる新しい分野のシステムです。

患者さんに回答してもらったアンケート結果は、クリニックの運営や
経営戦略など、いろいろなところに役立てることができます。
例）「当院を何で知りましたか？」 ➡ 広告出稿の見直しに
　  「スタッフの対応はいかがでしたか？」 ➡ 接遇改善に
　  「○○という治療に興味がありますか？」 ➡ 潜在患者の掘り起こしに

❶ 手間なく回答を得られる

❷ アンケートに消極的な患者からも回答を得られる

問診票に患者アンケートを入れるメリット

回答結果の活用方法

簡単に集計するためにWEB問診を活用

MCFの手がけるWEB問診

紙モノはワンソース・マルチユースで活用しよう
第5回

1つの情報（データ）をさまざまな媒体や方法で利用することです。

広報誌をPDF化してホームページに掲載
広報誌の内容をブログに掲載
パンフレットを診察時の説明資料としても利用

詳細はこちら

ス
マ
ホ
で
来
院
前
に
問
診



全国各地の医療機関様に、毎回様々な視点でお話をお伺いするSpecial Interview。今回は、ホームページや待合室での映像

放映、ブログから公式Facebookまで、幅広く情報発信を行っている安部医院の安部院長に、クリニックの運営やブランディン

グについてお話をお伺いしてきました。

「スタッフの働きやすい環境づくりのためにブランディングする」という

お話に目からウロコでした。

「待合室での映像放映（デジタルサイネージ）も重宝していますよ」とい

う言葉を受け、これからも医療機関と患者さんをつなぐツールにより磨

きをかけて、仕事への努力を惜しまないようにしようと勇気づけられま

した。貴重なお話ありがとうございました！

安部医院
耳鼻咽喉科/内科/小児科

安部医院

スタッフの幸せが
良い応対につながる

今回のインタビューを終えて

あんべ こういち

院長 安部 浩一  先生

ファンが増えれば
スタッフも働きやすい。
だから、ブランディングする。

― 開業されて20年以上ですが、医院を経営する中で最
も大切にされていることはなんですか？

　スタッフが幸せになれる、ということはすごく意識しています。
最初開業した当時は、患者さんを幸せにするというのが一番の
ミッションだと思っていました。
ところが、スタッフが増えていくうちに、実はスタッフを幸せにしな
ければ患者さんに良い応対もできないし、患者さんに良い応対が
できなければ患者さんにとって良い診療所にはならないと気付い
たんです。スタッフがいてこそ安部医院がある、ということを本当
に感じています。

　開業時はスタッフ2人から始まって、そこから3人、4人と増えて
いって、今はスタッフが21人いますが、そうやってスタッフが増え
る中で、患者さんとスタッフの幸せを実現するためには、マネジメ
ント力がないとダメだなということに気づきました。

　良いマネジメントができれば、たとえ自分が直接手を下さなくて
も自分の理念に共感して、自分のやり方をわかった上でやってく
れる人がいたり、そこに自分の理念に基づいた医療があれば、必
ずそこに携わるスタッフも 、そこにいらっしゃる患者さんにも幸せ
が届けられるよね、という風に考えられるようになったんです。

― スタッフの幸せを実現していくための方法や工夫は
ありますか？

　権限委譲して、彼女たちの「やった」という達成感を持たせた
いとは思います。シフトのことや日々の業務についても、自分たち
で考えて決めてもらうようにしています。
　ただ、同じ言葉を使っても響く人もいるし、響かない人もいる。
だから、ひとりひとりにそれぞれの響く言葉を使って、彼女たちの
目線になった上で、みんなが最終的にこんなに伸びたんだってい
うものを感じ取れるような環境、安部医院で良かったんだってい
うものを提供できたらなと思っています。
結局、理詰めで話しても納得しないんですよ。心の底から納得し
てもらうには、彼女たちにとって納得感がないとだめだと思って
います。

　実はまだスタッフにも話していないんですけど、毎週土曜日、
誰か一人ですが何時間でも話し合おうと思って時間を空けてい
るんです。そのときに伝えようと思ってることは、僕は「スタッフの
１番の理解者になりたい」ということ。スタッフそれぞれの言って
いることを理解した上で、自分としての思いを伝えていければと
思っています。
　ただ、医院を船に例えたら、船の行き先は船長が決めるので、
船員はその船の行き先に合意してもらう必要があります。だから
しっかり伝えると同時に、彼女たちの意見も聞きながら、結果み
んなが良かったねっていう形に持っていきたいと思ってます。

マネジメント力が大切

スタッフにいかに｢幸せ｣に
なってもらうか

安部医院のファンを増やすために
スタッフを大切にしつつ
自ら情報発信も

　待合室で医療情報を放映できるサイネージを入れた理由の一つ
にも、ファンを増やしたいという思いがあります。待合室にいなが
らにして患者さんのタメになる情報が流せる。またそれが患者側の
視点でわかりやすく作られているのが素晴らしいと思います。そこ
で知識をつけてもらうことで、診療の手助けにもなるのでとても重
宝していますよ。

― キッズコーナーも新しく作られたんですか？

　そうなんです。かなりこだわって作ったんですよ。お子さんが喜ん
で遊んでくれることで、親御さんの負担を減らす目的もあります。
どうしたら本当に気持ちよく過ごしてもらえるか、を考えました。

サイネージにしろキッズコーナーにしろ、患者さんにとってプラス
になるなら提供したい。それも、圧倒的に価値あるもので。そう
やってブランディングしていって、「安部医院が良いな」と思ってく
れる患者さんやスタッフを増やしていきたいと考えています。

待合室での医療情報の放映や
設備投資もブランディングの一環

インタビュアー：営業 谷口愛安部医院ホームページより。キャッチコピーにも「幸せ」という言葉が使われています。

〒202-0015 東京都西東京市保谷町3-24-2
https://www.ambe-clinic.com/

― 医院の紹介冊子、結構しっかりしたものを作られてい
ましたが、あの冊子を作った思いや狙いはなんですか？

SNSやブログで
積極的に情報発信。

　安部医院のファンを増やしたいと
思って作りました。以前聞いた話です
が、スターバックスは取引先・社員・顧
客・株主の順に大切にしているそうな
んです。そして、スターバックスに勤め
た人と話をするとスターバックス愛が
すごいんです。それはスターバックス
が社員をとっても大切にしているから
だと思うんですよね。

　また、彼らの「上手いな」と思ったところは、ひとつのブランドを
しっかりと確立して、そこのファンになるお客さんを育てているこ
と。そこに来るお客さんはスターバックスが好きなお客さんで、ス
タッフも楽しんで仕事をしているから、お客さんもスタッフに優しい。

　安部医院も、おかげさまでうちを好
いてくれる人がたくさんいる。こういう
人を増やしていきたいなと思ったんで
す。そのためには、うちが取り組んでい
ることや考えていることを自ら発信し
ていかないといけないと思ったんです。
　そうやって安部医院のことが好きな
人が患者さんとして来てくれれば、ス
タッフも絶対に仕事がしやすくなるは
ずですよね。

今回のインタビューの全貌は、メディアコンテンツ
ファクトリーの情報発信サイトMCF LOG.で公開
中！誌面では伝えきれなかったエピソードも掲載され
ていますので、ぜひチェックしてみてください。

メディアコンテンツファクトリーの情報発信サイト

http://www.mcf.bz/

WEBで
公開中！

スマホはこちら！
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