
41第 75 巻・第 12 号（通巻 1570 号）

事務部門主導の企画・立案事例

Part 2

11 メディアやWebを活用した透析医療のブランドづくり
医療法人偕行会（愛知県） 法人本部 コーポレートブランディング部 広報課主任　岩田裕介

プロフィール

医療法人偕行会法人本部コーポレートブランディング
部広報課の岩田裕介です。2014 年 12 月に中途入職して
以来，偕行会グループの広報業務を担当しています。
2017 年開催の「第 21 回全国病院広報研究大会」にて入
選した経験があります。

仕事のうえでは，「常に，求められる以上の仕事をす
る」と言うことを大事にしています。パンフレット，チ
ラシ，Web サイトなど，様々な制作物の依頼に対し，
目的や対象に応じたものを制作することはもちろんです
が，付加価値を意識し，心に響くキャッチコピーをひね
り出したり，トレンドを意識したデザインを提案してみ
たりなど，常に求められた以上の仕事をしていきたいと
思っています。また，偕行会グループの「顔」として，
根拠に基づいた情報発信を心掛けています。

透析医療のブランドづくりをめざして

【はじめに】
偕行会グループは，1979 年に基幹病院である名古屋

共立病院（名古屋市中川区）が開院して以来，「人」が
健康で豊かな生活を送るために，創業者の専門分野だっ
た透析医療を中心として，予防・急性期・回復期・慢性
期・在宅医療までのシームレスな医療を提供できる体制
を整えてきました。透析医療においては，国内 23 施設（1
都 6 県）で約 3300 名（2020 年 4 月現在）の患者様をサ
ポートしています（図表 1）。

日本透析医学会の発表によれば，2018 年末現在，国
内の慢性透析患者数は約 34 万人とされ，前年調査より
5336 人，1.6％増加しています。これまでも右肩上がり
で透析患者数は増加しており，透析医療は安定的に収益
を確保できる分野と考えられてきましたが，診療報酬改
定のたびに行われる透析単価の引下げや新規導入患者数
の鈍化，患者の高齢化による合併症の増加など，透析医
療を取り巻く環境は年々きびしさを増しています。この
ような状況下でも，安定的な経営を継続させていくため
に，日常的な診療や透析合併症対策の徹底はもちろんの
こと，競合との差別化を図り，患者様にも医療従事者に

も選ばれ続けるよう，「偕行
会グループの透析医療ブラン
ドづくり」が必要と考え，現
場担当者と連携し，様々な広
報戦略を立案・実行しました。

ブランドづくりの一般的な
手順は，「認知」「信頼」「愛着」
のステップがあるとされてい
ます。このうち，まずは「認知」と「信頼」に注力しま
した。本稿では，実際に取り組んだ 3 つの広報事例を紹
介します。
【事例1：戦略的メディアリレーションズ】

当グループの透析医療に関してこれまで以上の認知度
向上を図るために，私たち広報課の最大の強みであるメ
ディアとのネットワークを活かし，各メディアに向けて，
媒体やエリアを問わず「メディアキャラバン」（訪問営業）
や営業資料の送付を行いました。訪問前には，過去の取
材傾向や医療分野に関心をもっている記者を徹底的にリ
サーチ。また，営業資料についてもプレスリリースやパ
ンフレットだけでなく，当グループで働くスペシャリス
トたちのこれまでの歴史を紐解いた「オリジナルストー
リー」（図表 2）を 12 本制作し，それぞれの「こだわり」
や「患者様への想い」を見える化。押し付けがましいセ
ールストークではなく，「隠れた良いところ」や「メデ
ィアが気付いていない新しい視点」を加えるなどの工夫
を行いました。その結果，日本経済新聞の一面や地元ブ
ロック紙（中日新聞）の人物紹介コーナー，ニュース番

図表1　偕行会グループ透析患者数の推移
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組，ラジオ，業界誌など数多くのメディアに露出させる
ことができました。その広告換算額（獲得した誌面・放
送時間等を購入した場合に掛かる金額）は，約 2 年間で
3785 万 8043 円（偕行会グループ調べ）となっています。
また，「オリジナルストーリー」はWeb サイトや SNS
（Facebook）にも掲載してクロスメディア戦略を実施。
幅広い年代に対しアプローチを行いました。
【事例2：Webサイトリニューアル】

当グループの透析医療の強みの一つに，日本透析医学
会の水質基準をはるかに超えるウルトラピュアな透析液
をはじめとする，徹底した合併症対策が挙げられます。
また，バスキュラーアクセス治療，人工炭酸泉，透析運
動療法など，きめ細やかなケアで安心安全な医療を提供
しています。

これらの取組みについて，広く一般の方々に理解を深
めていただくため，2017 年より Web サイトのリニュー
アルを開始しました。まずは，偕行会グループの透析医療

（合併症対策）についてまとめた「透析事業本部」サイト
から着手しました。Google 社が推奨するモバイルフレ
ンドリーな（携帯型端末でも閲覧しやすい）Web サイト
にするべく，スマートフォンへの最適化を念頭に置き，
高齢透析患者様に閲覧いただいた場合を想定してシンプ
ルなデザインを追求。アイキャッチとコンテンツは視覚
的にわかりやすいように工夫しました（図表 3）。Google 
Analytics の解析データを基に Web サイトリニューア
ル前後の 1 年間を比較すると，ページビュー（PV）数
とページ滞在時間はそれぞれ 2 倍以上に向上。直帰率（1
ページの閲覧で離脱してしまった割合）も激減しました。
ページセッションは 3.33，つまり平均で 3 ページ以上閲
覧いただける Web サイトへ生まれ変わりました（図表4）。

また，もう一つの強みである「どこの透析施設におい
ても，均一化された『偕行会クオリティ』の透析医療を
提供できること」を伝えるために，デザインの統一とド
メインの整理を行いました。「透析事業本部」サイトを
起点として，同一デザインのサテライトクリニックがぶ
ら下がるかたちになっています。

また，デザインの統一は，制作工数と費用の削減，ド
メイン整理による Web サーバーの契約費のコストダウ
ンなどの副次的な効果ももたらしました。
【事例3：慢性腎臓病（CKD）に関する啓発活動】

厚生労働省は 2018 年 7 月に，2028 年までに年間の新
規透析導入患者数を 3 万 5000 人以下に減少させるとい

う「腎疾患対策検討会報告書～腎疾患対策の更なる推進
を目指して～」を公表しました。国としても生活習慣病
に対して早めにアプローチを行い，透析導入とならない
よう（遅らせられるよう）に力を入れています。診療報酬
においても腎不全保存期の患者様に対し療法選択につい
て丁寧な説明を行うことが評価されるようになりました。

このような動きを受けて，私たち広報課としても，8
人に 1 人の割合で発症するとされる新たな国民病「慢性
腎臓病（CKD）」と腎代替療法に関し，啓発活動を開始
しました。その際，従来とは異なる視点で地域社会との
タッチポイントを増加させることを意識しました。具体
的には，「イラストで学ぼう！　腎臓のおはなし」と題
したWeb コンテンツの制作，日本最大のレシピサービ
ス「cookpad」で管理栄養士監修の「腎臓病食」等の掲
載（図表 5）などを行いました。「cookpad」については，
総アクセス数が 2 年 4 カ月で 143 万 6210 件（2020 年 11
月現在），1 日当たり約 1000 件のアクセス数を維持する
など，人気コンテンツになっています。

今後は 2021 年 3 月の世界腎臓デーに合わせて，オン

図表2　営業資料として制作した「オリジナルストーリー」
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ラインシステムを活用した市民公開講座も計画していま
す。オンラインのメリットを活かし，双方向のコミュニ
ケーションを実現したいと考えています。

これからの事務部門に期待すること

医療機関は専門職の集合体ですが，近年はチーム医療
の推進が図られ，医療職と事務職が多職種で協働する場

面も増加しています。こういった状況のなかで，医療機
関の事務部門は，医療の国際化，地域医療構想，介護人材
の不足といった医療と介護を取り巻く現状を客観的に俯
瞰し，その動向を把握することがまずは必要だと感じて
います。地域医療における自院の役割や各部署の特長に
ついてしっかりと理解し，法人理念を実現するための方
策を具体的に提案できると，経営層や各専門職と初めて
対等な立場で議論を交わせるのではないでしょうか。
「医療は医療のプロが，経営は経営のプロが行う」
─これは，偕行会グループの事務総合職の採用メッセ
ージとして掲げている言葉です。目的に対して，ときに
は事務部門が中心になって導いていくことができれば，
我々事務部門の価値はより向上すると思います。
「有名医師がいるから」「良い医療機器が導入されてい

るから」ではなく，「偕行会だから」という理由で選ば
れる病院ブランド作りを，これからも進めていきたいと
思います。 標

図表5　公式 cookpad

図表4　透析事業本部 新旧Webサイトアクセス解析
〈集計期間〉旧サイト：2016 年 9 月 1 日～ 2017 年 8 月 31 日，新サイト：2017 年 9 月 1 日～ 2018 年 8 月 31 日

ユーザー数 セッション PV ページセッション 直帰率 滞在時間
旧サイト 11,894 14,400 26,788 1.86 78.2％ 01：11
新サイト 11,596 16,874 53,988 3.33 48.5％ 02：25

図表3　透析事業本部 新旧Webサイト（左：旧サイト，右：新サイト）
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