
医療経営・マーケティング事例集 
患者やスタッフを魅了する病院・クリニック事例20選 

医療経営大学  × 



『医療経営・マーケティング事例集』は、実際の成功事例から

医療経営・病院経営・マーケティング改善のノウハウを学ぶ、

医療機関の経営層・医療従事者のためのケーススタディブック

です。 

 

・医療経営・マーケティングの成功事例20選 

 

‥‥を収録しています。 

『医療経営・マーケティング事例集』とは？ 

医療経営・マーケティング事例集 

2



医療経営・マーケティングの成功事例20選



『がちゃポン先生®』は、医療機関向けガチャガチャ無料レンタ
ルサービスです。 
 
診察・治療時に、嫌がって泣きわめいて暴れるお子さんを診
察・治療するのはとても大変です。お子さんが来院される様々
な医療機関において、来院されたお子さんにガチャガチャを
楽しんでいただくことで、病院嫌いなお子さんたちが、おとなし
く診察・治療を受けるようになります。 
 
それにより先生方がストレスなく診察・治療が行えるだけでな
く、結果的に集患・通院継続率のアップにつながるという、非
常に費用対効果の高いサービスです。 

『ガチャガチャ』で病院の待合室で子どもが喜ぶ仕掛け 

医療経営・マーケティング事例集 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【出典】医療機関向けガチャガチャレンタルサービスガチャぽん先生 



病院の天井に青空や動物を描いて子どもたちを癒す 

医療経営・マーケティング事例集 

発展途上国で小児医療支援をする非政府組織ジャパンハー
トと童画家の中山忍さんは、「病院を訪れる子どもたちが少し
でも安心した気持ちになってくれれば」という想いから、2016年
よりカンボジアの病院の天井に動物や青空の絵を描き、患者
を癒やす「ホスピタルアート」を始めました。 
 
この取り組みで中山さんは、「手術台に寝たとき、絵を見て不
安が和らぐように」という思いを込め、カラフルで、青空に浮か
ぶ雲をハート形にするなど遊び心あふれる作品に仕上げたと
いいます。 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【出典】大失敗したユニクロ野菜から、ＧＵが生まれた｜永井孝尚オフィシャル・サイト 



「マイメロディ」をイメージキャラクターにした 歯科医院 

ハーツデンタルクリニック（埼玉県草加市）は、株式会社サンリ
オのキャラクター『マイメロディ』をイメージキャラクターに採用
し、『マイメロディ』を外観や内装にデザインした歯科医院を
2014年9月1日（月）にオープン。 
 
同歯医者によると、「ヤダヤダ怖い」という歯科医院のイメージ
を一新し、「ニコニコ明るく楽しい」歯科医院作りを目指した取
り組みであるといいます。 
 
外装だけでなく、院内のいたるところにマイメロディとお友だち
のデザインが施された、とってもかわいい歯医者さんとして注
目されています。 

医療経営・マーケティング事例集 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【出典】ハーツデンタルクリニック谷塚、サンリオ公式HP 



ぬいぐるみのための専門病院『ぬいぐるみ病院』 

医療経営・マーケティング事例集 

「ぬいぐるみを治したい、キレイにしたい」というユーザー層の
中でも特に、ぬいぐるみを命ある存在とし、家族の一員として
一緒に暮らす、思い入れの深い人のための病院。 
 
クリーニングや修理ではなく、人間社会でいう入院→治療→退
院というとらえ方で、HP／販促物／メール文面等、すべての
デザインをそのストーリーに沿った形で統一して提示し、病院
側もその世界観通りに、患者様として心から大切に受け入れ
ています。その点が共感されたことで今まで治したくてもどこに
も頼めなかった人の申し込みが殺到し、現在1年以上の入院
待ちとなっているといいます。また、「自分の価値観を理解して
くれる場所がある」という安心感も提供することができていま
す。 

【出典】ぬいぐるみのための専門病院 [ぬいぐるみ病院] - グッドデザイン賞 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湘南鎌倉総合病院で写真展を開催 

医療経営・マーケティング事例集 

【出典】実はこんなことをしています！ – 九州医事研究会ニュース 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湘南鎌倉総合病院は、2020年「実はこんなことをしています！
働く職員の写真展」と題し、受付の職員から、普段はめったに
見かけることのない手術室で働くスタッフまで約80点の写真を
展示。 
 
当写真展を企画した経理課の関口さんは、新型コロナウイル
スの感染拡大以降、精神的・業務的にあらゆる現場が疲弊し
ていくのが分かったといいます。 
 
「何か職員を元気づける方法はないか」と考えた末に思いつい
たのが、病院を訪れる患者やその家族に「病院の仕事」を知っ
てもらう写真展でした。会場には職員に宛てたコメントを書くこ
とができる箱も用意。患者から「皆さんのおかげで安心して通
院できることに感謝」など多くの声が寄せられています。 



「患者さんにもっと楽しく、明るい気分で治療を受けていただき
たい」。 
 
そんな想いで、歯科クリニックを色鮮やかなグラフィックで彩っ
たスペインの事例をご紹介します。マドリード、バルセロナなど
国内にクリニックを併設した25拠点を展開するiDental Dental 
Social Assistance (iDental Asistencia Dental Social) 社は、デ
ザイン会社Digitot社の協力の下、2014年に当社インクジェット
プリンターを活用してクリニックの外観、内装、設備などをデコ
レーション。壁一面に施されたヒーローや恐竜、宇宙などのグ
ラフィックが、子どもから大人まで、クリニックを受診する多くの
患者さんの目を楽しませています。こんなクリニックなら、通院
するのが楽しくなりそうです。 

歯科クリニック × デザイン会社によるコラボレーション 

医療経営・マーケティング事例集 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【出典】こんな歯科クリニックに通ってみたい！スペインのユニークな事例をご紹介 



医療法人甲風会『有馬温泉病院』では、「こころとカラダのリハ
ビリと、全員が幸せになる病院になる」という目標が定められて
います。 
 
日本三大古湯・三大薬湯と呼ばれる有馬温泉の金泉・銀泉を
すべての来院者が楽しめるよう車椅子にも対応した足湯をは
じめ、あらゆる介護度の患者が利用できるリフト付きの大浴場
と特別個浴など、患者の心とカラダの満足度の向上に寄与す
るサービスが充実しています。 
 
有馬病院温泉は、昭和47年の開院以来、幾度もの増改築を
行っているものの、「温泉のある病院」として、唯一無二の価値
を提供し続けています。 

黒田官兵衛もリハビリした有馬温泉につくられた病院 

医療経営・マーケティング事例集 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【出典】夢のような病院をつくる｜有馬温泉病院というかたち 



VRを活用した「mediVR カグラ」は、経済産業省主催のジャパ
ン・ヘルスケアビジネスコンテスト2018でグランプリを受賞した
医療機器です。これまでできなかった定量的なリハビリの実
践、課題型のリハビリ運動などが行えるという点で注目を集め
ています。 
 
医療法人えいしん会『岸和田リハビリテーション病院』では、
「現場で行われるリハビリが定性的な評価になりがちで、患者
さんも改善を実感しづらい」という問題を解決するために、同
機器を実際に導入し、リハビリ環境を大幅に改善させました。
また、カグラの治療効果を聴いた人からの来院や問い合わせ
が増え、メディアに取り上げられる機会も増えたといいます。 

改善困難例の治療効果も高める『VRリハビリ』 

医療経営・マーケティング事例集 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【出典】クリニックばんぶう2019.9、日経新聞、医師協タイムズ 



2016年に開業した医療法人社団TLC医療会ブレインケアクリ
ニック（東京都新宿区）では、うつ病やパニック障害などの精神
疾患全般を診るだけでなく、「リコード法」と呼ばれる認知症予
防プログラムに基づく治療にも力を入れています。 
 
リコード法とは、認知症になりやすい因子を精密に調べ、それ
に対してどのように生活習慣を改善すれば良いのか、一人ひ
とりに合わせた治療法を提供するオーダーメードの認知症治
療のこと。 
 
今野名誉院長は2019年、日本で初めてリコード法認定医を取
得した第一人者としてメディアに取り上げられ、注目度が向
上。今では100名以上の患者がプログラムを実行しているとい
います。 

米国で成果を上げた認知症予防プログラムをいち早く導入 

医療経営・マーケティング事例集 

【出典】Caloo(カルー) - ブレインケアクリニックの口コミ・評判、クリニックばんぶう2019.11 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兵庫県姫路市にある石橋内科・広畑センチュリー病院は、
2000年の開業以来、医療業界の中でもいち早く患者様満足
（CS、カスタマーサティスファクション）に取り組みはじめた病院
です。 
 
石橋内科では、元ザ・リッツカールトンホテル大阪の営業統括
支配人であった林田正光氏の指導のもと、13か月の歳月をか
けて作った「患者様の求める手作りの医療」というクレドを拠り
所に、一流ホテル並みのサービスを目指しています。 
 
職員の病院に対する忠誠心の醸成、外部講師によるホテルマ
ナー研修、新人職員の人間形成研修など、一流ホテルさなが
らのおもてなしの姿勢は『ガイアの夜明け』（テレビ東京系）で
も取り上げられ話題になりました。 

リッツ・カールトンホテルのような病院 

医療経営・マーケティング事例集 

【出典】CSがつくった最高の病院（あさ出版）、石橋内科 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社会医療法人敬和会大分岡病院は、『夏休みだ！ 病院探検
ツアー』と題し、小学4〜6年生約20名を募集して、夏休みの1
日を使って手術体験、看護体験、コメディカル体験を行っても
らうイベントを実施しています。 
 
外科医によるサポートをしっかり受けながら、鶏肉を電気メスで
切開し、自分で縫合する手術体験は一番人気であるといいま
す。 
 
同病院は、このイベントを「キッザニアを超える体験」と謳い、
例年参加者の募集には苦労しないといいます。近年の、医療
をテーマにしたドラマの影響からか医師や看護師を目指す子
どもも少なくないそうで、イベント終了後は「夢に一歩近くことが
できた」という声も聞かれるそうです。 

夏休みに病院体験ツアーを実施 

医療経営・マーケティング事例集 

【出典】今すぐできる！ 患者が集まる病院広報戦略（日本医療企画） 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大阪府大阪市の石川泌尿器科は、がんなどの腫瘍から外傷、
結石、血尿など幅広く診療する一般泌尿器科として開業した
ものの、開業8年目に患者ニーズをつかみ、専門診療にシフト
しました。 
 
現在、1日あたりの外来患者数は30〜50人で、初診患者のうち
8割は性感染症関連で受診。主に、梅毒、淋病、クラミジア、性
器ヘルペス、HIVなどに悩む20〜40代の男性が多く、同院の
HPや、同院が開設している「性病専門サイトを」見て全国から
患者が訪れるといいます。 
 
同院は、検索上位を保つためにウェブ戦略を活用し、他院が
大々的に治療をしていなかった性感染症治療をいち早く打ち
出すことで、病院の泌尿器科とも、開業している泌尿器科とも
差別化を図ることに成功しました。 

専門特化で成功した診療所の戦略 

医療経営・マーケティング事例集 

【出典】クリニックばんぶう2020.4 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医院を運営する『柊みみはなのどクリニック』は、ターゲットやコ
ンセプトを明確に打ち出すことにより、他院との差別化や患者
満足度の高い診療所づくりを実現しています。 
 
HPを子どもが見ても楽しめる仕様にし、院内にタペストリーや
人形を置いたり、クイズを用意して正解したらプレゼントを渡
す、治療後にシールやおもちゃ、ガチャガチャなどのご褒美を
用意するなど子どもが喜ぶ仕掛けを徹底的に盛り込んでいる
だけでなく、耳鼻咽喉科に加えて歯科、皮膚科、小児科を有
しており、子どもの健康について困ったら頼ることのできるかか
りつけ医としてのブランドを確立しています。患者として通院し
ていた子どもが成長してスタッフとして働いてくれたり、自分の
子どもを連れてきてくれることもあるといいます。 

子どもに特化して複合的な診療を展開 

医療経営・マーケティング事例集 

【出典】柊みみはなのどクリニック総合サイト、採用専門サイト 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2万8000種類の応援コメントで患者を応援 

美原記念病院は、脳卒中を主とした神経疾患の専門病院で
す。特にリハビリテーションによる機能回復に力を入れている
同院は、「患者とのコミュニケーションには応援の姿勢が不可
欠」として『ハイタッチ先生』というプロダクトを開発。その名の
通りハイタッチして患者さんを応援する、デジタルサイネージ
の先生です。 
 
ハイタッチ先生は、リハビリセンター入り口で患者さんを出迎え
ます。患者さんが手のひらにハイタッチすると静脈センサーで
個人を認証し、データベース上のその人の情報にアクセス。
一人一人に合った応援メッセージを表示するという仕組みで
す。内容はリハビリへの実践的なアドバイスから、好きなスポー
ツや趣味などの雑談まで、様々。実際の会話を再現するため
に、コメントは組み合わせで2万8000以上のパターンを用意し
ています。 

医療経営・マーケティング事例集 

【出典】応援コメント2万8千種、「ハイタッチ先生」｜ウェブ電通報 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病人のイメージを覆し、寄付促進に成功 

医療経営・マーケティング事例集 

2017年、国際エコー賞（DRMにおける国際的なアワード）を受
賞したのは、カナダで活動する小児専門病院のための基金団
体「シックキッズ基金」でした。 
 
彼らは「病気と戦う子どもたち」をヒーローとして描き、交通広告
や屋外広告で「子どもたちとともに病気と闘おう」というメッセー
ジを伝えました（シックキッズ基金の『VS』キャンペーンで打ち
出された動画広告では、果敢に戦う子どもたちが描かれてい
ます）。 
 
寄付を募る動画としては真新しいストーリー性を加え、「具体
的に必要な支援人数」と「緊急性」を感情に訴える形で打ち出
すことで、毎月継続的な寄付を行う人が前年に比べ18％増、
目標達成となる3000人以上の寄付者を獲得しました。 

【出典】DMA国際エコー賞 受賞作にみる、「効果があった」ダイレクトマーケティング施策｜宣伝会議 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病院 × デザイン大学。医療問題をデザインで解決 

医療経営・マーケティング事例集 

【出典】医療問題をデザインで解決。ロンドンの病院内にあるHELIX Centreとは？｜Goodpatchblog 

先進国の健康問題のひとつに、肥満問題があります。アメリカ
やメキシコなどはイメージしやすいですが、実はロンドンもその
問題を抱えている都市のひとつ。22%の子どもたちが肥満体型
であり、世界でもかなり多い分類に入るそうです。 
 
ロンドンのセント・メアリー病院にあるHELIX Centreというデザ
インスタジオは『Zilli』という新しいカードゲームを提案しまし
た。Zilliは9歳から13歳の子どもたちをターゲットにしており、安
価で堅苦しくなく、人とのつながりを感じながら楽しめる運動を
目指して作られています。同プロダクトは、クラウドファンディン
グサイトKickstarterで公開されるや否や、約100万円、300人
以上に支援され、実際に支援した人たちの元に届けられまし
た。 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看護師専門情報ポータルサイト『かがやきナース』の調査によ
ると、東京都で看護師の就職先として最も人気が高い病院は
『聖路加国際病院』でした。 
※算出方法：各病院ページへのアクセス数、平均滞在時間を
掛け合わせた数字をポイント化し、ポイントが多い順に集計｜
期間：2018年5月〜2019年4月 
 
同院の特徴は「全人的医療を行うため、全職員の専門性を結
集する」ことを目指し、11の職種ごとに個別の採用ページをもう
け、それぞれの分野におけるプロフェッショナルを育成するこ
とを基本方針としている点です。 
 
医療の進歩・複雑化に伴いコ・メディカル業務も多岐にわたっ
ています。様々なスペシャリストが医師の指導・協力のもと、よ
り良い医療サービスを提供しています。 

医療業務ごとに採用ページを完備し、プロフェッショナルを結集 

医療経営・マーケティング事例集 

【出典】聖路加国際病院公式HP 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『モバイルクリニック』は、医療従事者の感染リスクを最小限ま
で減らすことを目的に設計された、移動型診療所です。台風
などの悪天候にも耐えうる頑強さとモビリティ、 医療用レベル
での感染症対策設備を併せ持つ、今までにない製品であると
いいます。 
 
新型コロナウィルス対策で発熱専用外来や検査室を増やす必
要がある病院・介護施設に、院内感染を防ぐため陰圧室を別
棟で、しかも短期間で建てる必要がある総合病院に、公共イ
ベントの開催場所や交通機関のハブなど、人が密集する場所
での一時的な医療エリアに、被災地や過疎地域での医療拠
点に‥‥など様々な用途に活用可能であり、2020年7月1日
（水）より新規導入を検討したい医療従事者向けにリモート内
覧会を行っています。 

移動型診療所『モバイルクリニック』で第三の医療エリアを創造 

医療経営・マーケティング事例集 

【出典】発熱外来 コンテナ診療所、リモート内覧会受付開始｜時事津新社 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大阪・アメリカ村にある「アウルクリニック」は夜の診療所は2014
年に開院しました。これまで、昼間は事情があって通院できな
い4000人近くの患者の診療を引き受けてきました。 
 
院長である片上徹也氏は「精神科、心療内科の専門医として
数多くの患者を診察するうち、精神疾患を抱えている人は朝
や昼間の外出が難しい一方、夜間診療のクリニックが少ないこ
とに気付き、“夜間診療をしないと受診できない診察難民がい
る。そうした人々に向き合うことが真の医療”と考え、若者の多
いミナミ周辺で夜間診療を行うクリニックの開設を思い付いた」
といいます。同院の取り組みはNHK「かんさい熱視線」、テレビ
朝日「テレメンタリー」や朝日新聞など、さまざまなメディアで紹
介されています。 

夜しか開かない精神科診療所 

医療経営・マーケティング事例集 

【出典】『夜しか開かない精神科診療所』（河出書房新社） 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地域課題を解決するための病院コラボ 

姫野病院では「普通の病院では実施しないようなイベントを開
催し、地域にひらけた病院になること」を目指して、医療福祉
だけではなく無料送迎バスや婚活なども含めて、ユニークな取
り組みに日々挑戦しています。 
 
2020年には病院内で、地元の伝統工芸品である久留米絣を
額縁に入れてギャラリー化する試みを実施しました。過去には
「病院=病気・ケガの人が来る場所」というイメージを払拭し、
「誰でも気軽に足を運べる場所・元気な方がくる病院」となるた
め、18,000冊のマンガや無料で遊べるゲーム機を設置、夏祭
りを開催するなど、地域にとって身近な存在を目指した取り組
みはメディアでも話題を呼んでいます。 

医療経営・マーケティング事例集 

【出典】PR TIMES 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医療経営・マーケティング事例集 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・自社の商品やサービスに人が集まらなくて困っている‥‥ 

・自社に優秀なスタッフ、社員が集まらない・採用しても離職する‥‥ 

・すぐにスタッフ、社員がやめてしまうが原因がわからない‥‥ 

・学びや実践をフィードバックし合える志の高い仲間がほしい‥‥ 

・本物のマーケティングを実施し、成果をあげたい‥‥ 

・開業医に必要な集患・マーケティング・経営を学びたい‥‥ 

・地域で選ばれるクリニックにしていきたい‥‥ 

こんなことにお困りではありませんか？ 



医療経営・マーケティング事例集 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院長先生・開業医のためのマーケティング・経営講座 

多くの院長先生が学び成果を出している 

成功事例満載の 

「三方よし」マーケティング特別セミナーへ 

無料ご招待 

詳細・参加はこちら>>> 

https://lp.seminars.jp/mbs/pv3-medical/?route=seminarsmedia_atsumaru
https://lp.seminars.jp/mbs/pv3-medical/?route=seminarsmedia_atsumaru

