
2021年6月
covidvaccine-syokuiki@mnys.jp

confidential

医療法人社団ナイズ

日本初の本格的クリニックチェーン

キャップスクリニック

職域接種実施のご案内

mailto:covidvaccine-syokuiki@mnys.jp


365日・年中無休
いつも身近で地域の健康をサポートする
プライマリケア・クリニック

Child And Parent Support
キャップスとは「Child And Parent Support」の頭文字から名付けた、医療法人社団ナイズが運営するクリ

ニックの名称。365日・年中無休で診療を行う、地域に根差したプライマリケア・クリニックとして展開。エビ

デンス（医学的な根拠）に基づく、質の高い医療の提供を重視するとともに、患者とその家族の生活スタイ

ルに合わせた、「社会生活の中の医療」の提供を実践している。

経営理念 事業ビジョン

• 最先端の知識と高いコミュニケーション能力を
持った医療従事者による質の高い医療の提供

• 人と人、医療と社会全体の繋がりを重視した、
隔たりのない、心の通じ合う温かい医療の提供

• ホスピタリティとサービスマインドを持った接
遇の実践

• 患者の健康の記録（Personal Health Record）
を半永久的かつ安全に管理し、個人の健康管理
のために活用することができる環境の提供

医 療

接 遇

情 報

• エビデンスに基づく“標準的な治療”を365日受
けることができる「治療提供拠点」を構築・維
持し、普及させる。

• 他分野との融合を図り、地域の人々の真の健康
を生み出す“予防医学”を実践するための「予
防医療拠点」を構築する。

• 地域の人々が自らの力で健康となる“セルフメ
ディケーション”能力を身につけるための「セ
ルフメディケーション学習拠点」を構築する。

治 療

予 防

教 育

キャップスクリニックの概要
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関東圏にて9拠点のクリニックを運営
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キャップスクリニック代官山T-SITE

小児科

代官山駅
徒歩5分

キャップスクリニック西葛西

小児科

西葛西駅
徒歩5分

キャップスクリニック北葛西

小児科

内科

西葛西駅
船堀駅
徒歩15分

キャップスクリニック亀有

小児科

内科

亀有駅
徒歩1分

キャップスクリニック錦糸町

小児科

錦糸町駅
徒歩1分

キャップスクリニック柏の葉

小児科

柏の葉
ｷｬﾝﾊﾟｽ駅
徒歩3分

キャップスクリニック武蔵小杉

小児科

武蔵小杉駅
徒歩4分

キャップスクリニック東品川

小児科

品川ｼｰｻｲﾄﾞ駅
徒歩3分
青物横丁駅
徒歩7分

キャップスクリニック志木

小児科

志木駅
徒歩1分

神奈川 千葉 埼玉

東
京

６
拠
点



ワクチン接種実績
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クリニック9拠点にて年間11万本以上のワクチン接種を実施

2020年度ワクチン接種本数
(本)

年間

11万本
以上



新型コロナワクチン接種を安全・迅速に
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医師
手配

会場
運営

予約
管理

事後
フォロー

● 年間11万件以上のワクチン接種の実績
● 大企業向けのワクチン接種の運営実績
365日開院しているクリニックがあるため、
翌日以降の副反応にもオンライン診療対応可能など
手厚いサポートを行えます

職域接種を円滑に行うために、以下を一括対応可能



Appendix



ＩＴの活用 人材の育成患者視点の運営

●365日・年中無休の診療体制
・夜間も診療
・開院中は予防接種・健診可能
●子どもと働く世代が主な対象
●予防医療を推奨
●健康情報を積極的に発信
●多店舗展開で受入体制を拡大

●独自のクラウド電子カルテ
・現場の意見を迅速に反映
・業務フローを反映、効率化
●クラウド化による多店舗対応
●データに基づくｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ改善
●データに基づく医師の評価
●ＰＨＲデータの活用（今後）

患者のニーズ＝
多様化するニーズに応える運営

●マネジメント層の育成
・医師とマネジ層の分離
・スタッフのキャリア形成の拡充
・医療・接遇の質の向上へ
●公正な評価体制 （1on1、MBO）
●社内研修、各種支援
●インセンティブ制度の活用

かかりつけ制度の推進
治療医療から予防医療へ

経営視点が必須の時代に
病院勤務が難しい時代に

ＩＴの活用により
医療の質を担保

育成・評価の徹底により
365に対応できる人材を確保

キャップスクリニックの運営コンセプト
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医療従事者に対する、
社会的教育・経営教育の実践
• 大学教授・講師等による職員向けの研修・セミナーを開催
• 医療従事者向けのクリニック経営セミナーを開催
• 職員の学会参加、資格取得等を積極的に支援

大手ＩＴ企業、米国ＮＰＯ法人など、
他分野と連携した予防医療サービス
• 様々なヘルスケア事業を行う、ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ社を設立
• ヤフージャパン社と提携し、各種健康経営支援サービスを実施
• セサミワークショップと提携し、セサミストリートクリニックを展開

３６５日・年中無休の小児科・内科
東京都首都圏を中心とした多拠点展開

ＩＴの活用による、
質の高いプライマリケアの提供
• クラウド電子カルテ、WEB問診、遠隔診療システム等を自社開発
• 診療データに基づく、診療方針の策定、クリニック運営の実践
• インセンティブ制など実績に基づく評価・報酬を実践

年間25万人規模の来院数
（2019年度25万人）

３６５日の利便性と
質の高い医療の提供により、
高い患者満足度を実現

利便性の
追求

ＩＴの活用

他分野との
連携

充実した
教育

110,044 

(77%)

22,044 

(15%)

10,165 (7%) 650 (1%)

2017年度患者満足度

非常に満足 満足 普通 不満足

キャップスクリニックの特長
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健康を基軸とした、
幸せの総量の最大化のために

白岡 亮平
1979年生。慶應義塾大学医学部卒。小児科専門医、産業医、日本医師会認定スポーツ医、他。

「健康を基軸とした、幸せの総量の最大化」を目標に掲げ、地域に根差した予防医療社会を実現するべく、

2012年「医療法人社団ナイズ」を設立する。365日・年中無休で質の高い医療を提供するプライマリケア・

クリニック「キャップスクリニック」を関東6箇所に展開するほか、ヘルスケア事業を営む民間企業を設立し、

最高医療責任者に就任するなど、真の健康をテーマとした幅広い活動を行う。

2004年 3月 慶應義塾大学医学部 卒業

2012年 4月 キャップスクリニック西葛西 開院

2012年 7月 医療法人社団ナイズ設立・理事長就任

2013年 7月 キャップスクリニック北葛西 開院

2014年 1月 キャップスクリニック代官山T-SITE 開院

2014年 9月 キャップスクリニック亀有 開院

2014年12月 CAPS株式会社 設立

2017年 3月 米NPO法人セサミワークショップと事業提携

セサミストリートクリニックの世界第1号拠点を展開

2018年 4月 キャップスクリニック柏の葉 開院

2019年 4月 キャップスクリニック錦糸町 開院

2019年 8月 キャップスクリニック武蔵小杉 開院

2020年 6月 キャップスクリニック東品川 開院

2021年 4月 キャップスクリニック志木 開院

医療法人社団ナイズ 理事長
キャップスクリニック 総院長

法 人 名 医療法人社団ナイズ（Medical corporation NYS）

所 在 地 東京都渋谷区猿楽町17-5 代官山蔦屋書店1号館3階

連 絡 先 TEL 03-6455-1754 FAX 03-6455-1771

設 立 2012年7月

職 員 数 約300名（非常勤含む）

事業内容 クリニック運営、遠隔診療、健康経営支援、他

事 業 所 キャップスクリニック各院

東京 ：代官山、西葛西、北葛西、亀有、錦糸町、東品川

千葉 ：柏の葉
神奈川：武蔵小杉
埼玉 ：志木

白岡亮平の経歴 医療法人社団ナイズの概要

医療法人社団ナイズ 代表 白岡亮平
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