「どういうアピールをしたら検診について
もっと関心 を持ってくれるんだろう？」
「もう少し婦人科の病気 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。」
「患者さんをいつもお待たせしてしまう…。
少しでも不満解消できないだろうか。」

婦人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
『 婦人 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、

婦人科の病気ってなかなか周りに聞きづらい

地域によって補助があったりとか調べるのが面倒で。

話題なので予備知識が乏しく。病院でも何を聞いて

でもサイネージで見かけて、診察の時に先生へ効率

何を話せばいいのかと不安だったんですが、待ち

よく質問でき、申し込みまですることができました！

時間でそれが解消できたのは嬉しかったですね。

大変だろうし面倒だと思っていたんですけれど、

診療時間を抑えたいうちの場合、患者さんに

科目に合わせたチャンネルとオリジナル番組も作れる

医療知識をもたれても時間も割けないし不要だと

事、医院の患者層や待合室状況に合わせて真剣に

思っていたんだけど。専門知識だけじゃなくてエンタメ

考えてくださる姿勢に感動し導入いたしました。

系も結構読み応えがあったりして、
評判も良かったよ。

待合室の患者さんの顔の向きが変わった

開業するにあたって今注目されているサイネージ

んです！前はスマホをいじったり俯いている患者さん

導入も考えていたけど、
どう選べばいいのかわからず。

ばかりでしたがTVを天井側に設置したら皆さんの

こちらだと42インチのTV付プランにすれば2画面

顔が上を向くようになりました！効果絶大です！

でも見られる。おまかせして良かったですね。

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�.

婦人科の患者さんは婦人科
系の疾患への興味・関心が
高く、より専門的に深い知識を
訴求しやすい患者層でもあります。特に「乳がん」と「子宮頸がん」は
自治体が助成し、受診率の向上を目指しており、医療機関でも受診の
促進が望まれるため、マイクリニックＴＶでも重点をおいています。

妊婦さんに知っていただきたい
妊婦検診や妊娠中・授乳中の
注意点等の情報提供をはじめ、
医院で先生方が説明すべき内容を掲載するよう努めています。
さらに、専門的な医療知識の提供ばかりではなく、女性の患者さんが
ほっとできるような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

02

女性検診を
重点的に訴求

03

女性が
楽しめる情報

04

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、加えて各番組のデザインも婦人科のメイン患者層である女性に
ターゲッティングし、女性がより親しみやすいデザインにしています。

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、
患者さん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。
特に、検診の項目などを「後からチェックしたい」と考える、熱心な女性の
多い婦人科にはうってつけです。 ※フルプラン限定

番組の
「見せ方」

「eBooks」 を
活用する
※

! だから、結果がついてきます！
子宮頸がん検診希望者（20代女性）

2倍 以上UP!
29 %
導入前

導入事例をもとに日々ノウハウを蓄積しています。

乳がん検診希望者（30代女性）

1.5倍以上UP!

59 %

48 %

マイクリニックTV導入後

導入前

希望者の増加に加え、
「検診を考えていない」
30・40代の患者さんが大幅に減少しました！

待ち時間が長いと感じる患者さん

半数 以上DOWN!

74 %

30 %

マイクリニックTV導入後

導入前

希望者の増加だけでなく、
「検診を考えていない」
という回答が、30代〜60代以上で0%に！

13 %
マイクリニックTV導入後

マイクリニックTVのコンテンツで隙間時間を
有意義に活用できるので、
体感にも変化が！

林レディースクリニックで実施した患者アンケート結果より（2015年8月実施）

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

point.

「eBooks」で
スマホ・タブレット
端末での閲覧機能
※

04

point.

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）

林レディースクリニック

導入事 例

Profile

医院の特長
①乳がん検診及び子宮頸がん検診を行っており、市のがん検診
協力医療機関でもある。
②予約を優先とした診療を行っているが、待ち時間は長め

●地域：神奈川県相模原市
●立地：駅からバス/住宅街
●科目:産婦人科、婦人科

林 玲子 先生

こんなに患者さんの意識が変わっていたなんて驚きました
クリニックで多少は肌でも感じていましたが、待ち時間へのストレスが「半減した」と
いう患者さんのアンケート結果を拝見し、驚きました。当院にお越しの患者さんは
待ち時間があることを既にわかっていらっしゃるので日頃からさほど意見は出て
いませんが、年配の患者さんは割と雑誌や本を読むよりも、マイクリニックTVをご覧に
なっていました。

検 診 へ の 意 識 が向上する こ と がわ か り ま した
待ち時間に特に何もしない患者さんについては、受付を向いているのではなく、
マイクリニックTVを見ていますね。
「お薬の情報を流すのはいいですね」と声をかけて
くださる患者さんもいました。うちのクリニックはがん検 診の患者さんが多いの
ですが、がん検診に対しての意識が向上することが患者さんのアンケート結果を
見てわかったので、よかったなと思っています。

ラインナップ

婦人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！

知っておきたい 子宮がんの基礎知識

医療専門情報

乳がん

薬の豆知識 妊娠中の服薬の注意点
知っておきたい基礎 知識

乳がんの基礎 知識

当院で受けられる検査・治療

超音波検査

当院で受けられる検査・治療
当院で受けられる検査・治療

子宮がん
妊娠
薬の豆知識

医療一般情報

医療知識講座

知っておきたい基礎 知識

当院で受けられる検査・治療
当院で受けられる検査・治療
当院で受けられる検査・治療
妊娠授乳中の服薬
妊娠授乳中の服薬
婦人科系
婦人科系

シェイプアップ
ダイエット&ビューティー

入浴法
姿勢
顔

暮らしのヒント
生活

暮らしのヒント
暮らしのヒント

ダイエット&ビューティー

乳がん検 診の概要

マンモグラフィー検査
子宮がんの基礎 知識

子宮頸がん検 診の概要
子宮頸がんワクチン
妊婦健 診

妊娠中の服 薬の注意点
授乳中の服 薬の注意点

婦人科にかかるときの注意点
ライフスタイルと女性の病気

歩き方・立ち方/通 勤・通学でシェイプアップ

健 康&ビューティバスタイム/食欲を抑える入浴法
猫背をなおして健 康美 人に
ほうれい線撃退法

癒しのハーブティー

癒しのアロマテラピー

甘いデザートのリラックス効果

入浴法

