「どういうアピールをしたらもっと

定期的に検査に来てもらえるだろう？」
「お母さんがこどもの病気 について予備知識を
身につけていてくれたら、診察がスムーズなのに。」
「お子さんがつまらなさそうにしてる…。
もっと楽しませる方法はないのかな？」

小児科さんのそのお悩み、

MyClinicTV なら
解決できます。
お 待た せ しま した 。

！
す
で
生
『小児 科パック』 誕
導入いただいた方々 から こんな声が届いています！
気にはなっていた検査があったんですけど、

待合室をお子さんがうろうろ…お母様も

こどもが嫌がりそうだし、億劫で。でもサイネージで

ゆっくりできず、どうにかできないだろうかと思って

見かけて、思ってたよりもずっと簡単な検査だと

いたのですが、TV付のプランにしてDVDと二画面

わかり、すぐに検査の申し込みをしました！

表示したところ、
今では親子で同じTVに釘付けです♪

わかりやすくてすごく良かったです！医療情報

大変だろうし面倒だと思っていたんですけれど、

だけじゃなくエンタメとしても楽しく、例えば「プチ

科目に合わせたチャンネルとオリジナル番組も作れる

心理学」という子育てに役立ちそうな知識もある

こと、医院の患者層や待合室状況に合わせて真剣に

チャンネルが嬉しい！こどもチャンネルもGOOD！

考えてくださる姿勢に感動し導入いたしました。

親はこどもが生まれて初めて知る病気が

お子さんは年齢と共に体質が変わったり

たくさんあるので、
例えば食物アレルギーなどはこどもが

しますよね。定期的に来ていただけたらと思っては

うまく表現できず「嫌い」と言ったりしかできない、

いても、
アピールするのは気が引けて…。
そういう懸念

なんてまさに目から鱗でした…勉強になりました！

点を上手くカバーして促進できるようになりましたね！

オ ス ス メ で きる “ ワケ ”が あ り ま す！
実際にマイクリニックTVを導入していただいて半年、1ヶ月の医院さまでも効果を実感していただけています。

? なぜ効果が出るの？
lo�i�.

私たちの考える「ロジック」のもとにコンテンツ制作に尽力しています。

lo�i�.

小児科の患者層はもちろん
「子ども」ですが、キーになる
のは付き添いでいらっしゃる
お母さん方です。1人目でも2人目でも、子どもによってケースが
大きく変わる「子どもの病気」に対し、お母さんにいかに興味・関心を
持っていただけるかで、検査や検診に対する意識にも違いが現れます。

来院されるお子さんにとっても
居心地の良い病院になりえる
よう、
お子さんも楽しめる内容の
コンテンツもご用意しています。さらに、
お母さんには専門的な医療
知識の提供ばかりではなく、子育てのヒントになるような生活の
知恵や心理学などを扱ったエンタメ系コンテンツにも力を入れています。

lo�i�.

lo�i�.

01

03

「お母さん」の
知識欲を刺激

番組は、初めの「数十秒」で続きを
見てもらえるかが決まります。その
ため、短時間で患者さんの気持ちを
キャッチできる構成が重要です。また、文字の大きさなど視認性に
配慮し、特に子ども向けのコンテンツは保護者がお子さんと一緒に
楽しめるような、可愛らしく親しみやすいデザインに仕上げています。

番組の
「見せ方」

02

「お子さん」も
楽しめる番組

04

医院のホームページから、TVの
番組と同じ内容を閲覧することが
できる「eBooks」を活用すれば、
保護者がスマートフォンやタブレットでTVの続きを見ることができます。

「eBooks」を
活用する
※

特に、検診の項目などを「後からチェックしたい」と考える、熱心な
お母さんの多い小児科にはうってつけです。※フルプラン限定

! だから、結果がついてきます！
マイクリニックT Vで放送している
医療情報はご覧いただけましたか？

NO

ご覧いただいた中で、
「 受診したい」
「気になる検査」はありましたか？

NO

YES
約

導入事例をもとに日々ノウハウを蓄積しています。

YES

約半数

80 %

名古屋市 小児科で実施した患者アンケート結果より
（2015年8月実施）

どんな検査が
気になりましたか？

食物アレルギー

睡眠時無呼吸
症候群

花粉症

約

来院されたほとんどの方にマイクリニックTVで
医療情報をご覧いただけています！

導入前に比べて、
約半数もの人が新たな検診・
検査へ積極的な姿勢になりました！

100%

90 %

約

85%

左記の内容について
「YES」
と回答したほとんどが
流した医療情報の全ての疾患に興味を示しました。

患者さんへの影響力は圧倒的です！
「本当にそんなに変わるの…？」「じゃあ別にマイクリニックTVじゃなくてもイイネ。」なんてお思いですか…？

マイクリニックT Vだからこそ、実現で きます。
01

point.

貴院のニーズに
合ったチャンネル、
設置場所の選定

02

point.

貴院「オリジナル」の
スライドの作成

03

04

point.

point.

※
「eBooks」
で
スマ ホ・タブレット
端 末での閲覧機 能

番組と連帯した
検査・治療の
持ち帰り用小冊子 ※
※フルプラン限定

「面倒」で片付けるのではなく、ぜひ患者さまや待合室の傾向をお教えください。

貴 院にとっての「 ベスト 」を 一 緒に考えましょう！

エンパワーヘルスケア株式会社 MyClinic サポートセンター

0120-934-838

受付時間 9:00〜19:00

（土・日・祝日を除く）

オリジナルデザインページ作成
レイアウトや文字数に

◆ 医院のイメージにぴったりの背景

できるスライドページです

遊びのひろば

オプションに
すれば自由に
変更可能！！

小児科パックのラインナップはこちら！今後も続々配信予定です！

かくれんぼ！③

遊びのひろば

知っておきたい 食物アレルギーの基礎知識
小児生活習慣病

医療専門情報

小児ワクチン
アレルギー
アトピー性皮膚炎

こんな時は医療機関へ 小児ワクチン

セルフケア

小児生活習慣病のセルフケア

こんな時は医療機関へ

小児生活習慣病

知っておきたい基礎知識

小児ワクチンの基礎知識

こんな時は医療機関へ

小児ワクチン

基礎知識

アレルギーの基礎知識

基礎知識

食物アレルギーの基礎知識

セルフケア

アトピー性皮膚炎のセルフケア

医療一般情報

こんな時は医療機関へ

アトピー性皮膚炎

睡眠時無呼吸症候群

こんな時は医療機関へ

子どもの睡眠時無呼吸症候群

花粉症

こんな時は医療機関へ

子どもの花粉症

メディア漬け

知っておきたい基礎知識

知っておきたいメディア漬け

季節のコンテンツ

知っておきたい基礎知識

夏の感染症の基礎知識

栄養辞典

脳の健康に役立つ栄養素

ギャバ/ＤＨＡ/ブドウ糖

生活

心理学

きょうだい構成でわかる性格の違い

子ども向け

くじら先生を探そう！

子ども向け

ぼくのTシャツはどこ？

子ども向け

ねこさんについて行こう！

子ども向け

かくれんぼ！①

子ども向け

かくれんぼ！②

子ども向け

かくれんぼ！③

遊びのひろば

今 なら無 料

◆ 全画面・半画面の2画面対応（専用T Vのみ）

【基本サービスの場合】
デザインはテンプレートから
お選びいただきます

10ページ

9 0 ,0 0 0 円分 が

◆ 表示領域に合わせて最適なレイアウトをご提案！

捉われず、自由な構成が

ラインナップ

特 別 ペーン
ン
キャ

ぼくのTシャツはどこ？

心理学 きょうだい構成でわかる性格の違い

