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 平成 20年度歯科医院経営実績調査（当社 2009年４月号歯科経営情報レポート）におい
て、医業収入の対前年増減比較は以下のような結果でした。 
 
（１）医業収入全体 

＊分析母体：東京地区 70件、北海道地区 120件ついて集計        （単位：千円） 

年度 医業収入合計 保険診療収入 自費・労災・自賠 その他医業収入

平成 19 年度  43,024  34,557  8,188  279 

平成 20 年度  42,748  36,255  6,070  423 

前年対比（％）  99.4％  104.9％  74.1％  151.6％ 

 
（２）医業収入上位（20％） 

＊分析母体：東京地区 70件、北海道地区 120件の上位 20％について集計  （単位：千円） 

年度 医業収入合計 保険診療収入 自費・労災・自賠 その他医業収入

平成 19 年度  67,657  58,212  8,770  675 

平成 20 年度  69,707  59,780  9,384  543 

前年対比（％）  103.0％  102.7％  107.0％  80.4％ 

 
（３）医業収入下位（20％） 

＊分析母体：東京地区 70件北海道地区 120件の下位 20％について集計  （単位：千円） 

年度 医業収入合計 保険診療収入 自費・労災・自賠 その他医業収入

平成 19 年度  21,579  19,226  2,188  165 

平成 20 年度  19,918  17,727  2,060  131 

前年対比（％）  92.3％  92.2％  94.1％  79.4％ 

 

勝ち組医院に学ぶ 歯科マーケティング 

１│格差広がる歯科医院の業績     
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 歯科業界は競合の激化が進み、勝ち組と負け組に厳しく色分けされていることは改めて

言うまでもありませんが、上記データは、それがますます拡大していることを示していま

す。医業収入上位 20％の歯科医院においては前年対比３％の増加、一方、下位 20％にお
いては前年対比マイナス 7.7％と大変厳しい状況です。 
 つまり、勝ち組医院は収入を伸ばし続けているのに対して、負け組医院の収入減少も止

まるところが見えません。 
 
 
 
 

（１）歯科医院における増患対策のポイント 

歯科医院増患対策 取組み項目 具体的対策 

治療技術向上 

●予防歯科 
●矯正歯科 
●審美歯科 
●インプラント 
●レーザー治療  他 

●未実施診療サービスの検討 
●治療技術の研究、向上取組 
●医療機器、設備の見直し 
●スタッフ教育実施 

患者サービス向上 

●接遇サービス 
●情報提供 
●院内安全対策 
●患者個人情報管理 
 

●接遇マニュアルの整備 
●研修やミーティング実施 
●院内パンフレットや医院カード

の作成 
●デンタルニュースの活用 
●診療日及び診療時間の再検討 
●ホームページ開設  他 

アメニティの充実 

●外観イメージの向上 
●院内イメージの向上 
●口腔内カメラ  他 
 

●外・内装工事実施 
●駐車場所、台数の確保 
●案内看板設置・見直し 
●院内備品の整備と環境改善 

マーケティング活動 

●既存顧客の満足度向上 
●新規患者の獲得活動 
●自費率向上取組 

●医療マーケティング分析 
●リコール・キャンセル対策 
●外部・内部プロモーション、 
紹介（口コミ） 
●自費率向上取組      

 

２│歯科医院における増患対策の体系     
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（１）勝ち組医院の取り組み 

 これまでの歯科医院の増患増収対策は、「新規患者」をどれだけ集めるかを主な目的とし

ていました。 
 広報活動を主にした認知度向上対策、医院リニューアル・医療機器リニューアルといっ

たイメージアップ戦略、患者紹介率アップ対策等で医院が行う増収対策は、患者数アップ、

つまり新規患者の確保を目的としていました。しかし、歯科医院における業績格差がます

ます広がっている現状から、勝ち組医院にみられるマーケティング戦略には、新規患者の

確保だけでないいくつかの特徴がみられます。 
 そのポイントは、「既存患者の満足度向上活動」「新規患者の獲得活動」「自費率向上の取

組み」といった３つのサイクルをまわすことにあります。 
 
 
（２）勝ち組医院におけるマーケティング戦略のポイント 

 

①既存患者満足度向上 
●来院患者の育成 
●リコール患者への対応 
●中断患者（キャンセル）への対策 

②新規患者獲得活動 
●新規患者獲得のための広報活動 
●医療マーケットの把握 
●内部に向けた増患対策（紹介） 

③自費率向上の取組み 
●自費率向上の３原則 
●自費診療への考え方・取り組み方法 
●情報提供の量と質の向上 

 

３│勝ち組歯科医院に学ぶマーケティング戦略     
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（１）既存患者の満足度向上は増収への近道 

 既存患者とは、一度はその歯科医院にて治療をしたことのある患者、現在治療に来てい

る患者、定期的にメンテナンスのために来ている患者、治療中だが何らかの理由でキャン

セルして通院が途絶えてしまった患者のいずれかを指します。 
 歯科医院における勝ち組、負け組を分ける原因の一つは、この既存患者の来院回数にあ

ります。既存患者の満足度向上は、患者数の確保、紹介率の向上、自費率アップにつなが

ります。勝ち組医院は、このサイクルに乗って収入を増やしています。 
 

（２）歯科医院のマーケティングピラミッド 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）来院患者の育成 

 来院した患者が、最初からファン患者や紹介患者であることはまずありえません。初め

は、潜在患者であった患者が見込み患者となり、そして新規患者になり、ファン患者にな

っていくように、歯科医院が働きかけることによって、既存患者が、さらにファン化して

自費／紹介患者になっていきます。 
 歯科医院は、患者を育成していくという視点をもつことが大切です。 

既存患者の満足度向上活動 

１│既存患者の重要性      
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（１）リコール対策の目的と実情 

 

■リコール率の目標数値 

目標数値 ＝ リコール反応率 60％以上 

 
 リコール患者対策のねらいは、単に患者数アップだけでなく、予防に来て頂くことによ

り患者さんのデンタルＩＱ（歯に対する知識、価値観）を高め、歯科医院が働きかけるこ

とによって、ファン患者になってもらうことにあります。リコール反応率の目標は、目安

として 60％以上を目標にするとよいでしょう。 
 
（２）リコールの手法と患者対応時の注意ポイント 

●歯科医院のモチベーションを高める（月間のリコール患者数の目標設定、表彰制度）

●徹底する、継続させる（リコール管理リストの活用） 

●患者教育（担当スタッフがリコール患者との人間関係を確立する） 

●コミュニケーションシートの活用（情報等の共有・活用） 

●予防の重要性をしっかり伝える 

●歯の治療の終了ではなく、歯の健康に対する継続管理の形を取る 

●その場で予約を取る 

●苦痛を与えない、その日のうちに治療を完了する 
 
 
 
 勝ち組歯科医院では、中断患者（キャンセル）への対策も徹底しています。この取り組

みを怠ると、既存患者を失うだけでなく、通常の診療に大きな支障をきたすこととなりま

す。徹底した対策が必要です。 
 
（１）キャンセルを未然に防ぐ方法 

●３日前に電話で再確認する 

●情報発信（院内掲示物、コミュニケーション）で事前に示しておく 
＊「無断キャンセルはご遠慮ください」などの注意案内 

●当日キャンセル患者に対しては電話をしっかり行う 

●「キャンセルは困ります」という医院の姿勢を伝える（理解してもらう） 

●リコール患者のリストを作成して、徹底的に管理する 

●システムを稼働させているのが、医院長であることの自覚を持つ 

２│リコール患者への対応     

３│中断患者（キャンセル）への対策     
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 勝ち組み歯科医院では、「広報活動」（外部へ向けた増患対策）「口コミ患者獲得」（内部

へ向けた増患対策）を効率よく実施して新規患者の獲得を図っています。 
 

（１）広報活動の展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 成功している歯科医院の広報活動の特徴は、自医院の医療マーケットを十分把握したう

えで、自医院にあった独自のプロモーション活動を展開していることです。 
 どこの歯科医院でも院内報の発行、看板、ホームページ等の広報活動を行ってはおりま

すが、自医院の特徴を打ち出すこと（独自イベントの開催など）や地域参加型（地域イベ

ントへの参加、学校医等）の取組を行うことが重要です。 
 さらに勝ち組医院は、通常の取組だけでなく、潜在患者に対しても面談接触を図り、関

係構築を図るための活動を行っています。 

新規患者獲得活動 

１│新規患者獲得のための広報活動     

情報の提供 

理解と信頼の確保 

自医院のことを知ってもらい、来院してもらうための 

プロモーション活動の展開 

●院内報の発行 

●看板 

●折込み広告 

●独自イベントの開催 

●地域イベントの参加 

●ボランティアの受け入れ 

●専用電話による案内サービス 

一方的なメッセージ 参加型・双方向 

通常の取組 勝ち組医院の取組 
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 新規患者獲得のためには、自医院の立地特性による患者層、年齢層を把握・分析するこ

とが重要です。そこから、ターゲットを絞りこみ、対策を立て活動します。 
 
（１）立地特性による特徴：来院理由 （株式会社デンタル・マーケティング 調査資料より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）立地特性による特徴：年齢別構成 （株式会社デンタル・マーケティング 調査資料より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

２│自医院の医療マーケットを掴む     
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 データから分かるように、「紹介患者」の割合は住宅街で多く、「通りがかりの来院患者」

割合はオフィス街や市街地で多くなっています。 
 ホームページ割合は住宅街のほうがオフィス街より若干高くなっています。 
また、オフィス街や市街地では 30歳代の独身女性や一般サラリーマンが多く、また 50歳
代の歯が悪くなってくる年代など社保本人が多くなります。 
 一方、住宅街は、平均して多くの世代が来院し、専業主婦、子供、高齢者など社保家族

や国保などが多くなります。 
 成功している歯科医院では、自医院の医療マーケットにあわせたプロモーションを展開

しています。 
 例えば、幼稚園や学校に近い住宅街では、口コミ、地域イベント、学校医検診等の取組

みを強化し、駅前のオフィス街など「通りがかりの来院患者」が多い場合は、外部へ向け

た広報活動の強化が効果的です。 
 ただ漠然と、患者を増やすという考え方ではなく、どの患者層に対してアピールしてい

くか、ということが重要です。 
 
 

 
 新規患者獲得に成功している歯科医院に共通していることは、紹介（口コミ）患者が順

調に増加していることです。それぞれの医院では、医院内部に向けたプロモーション活動

を行っています。 
 
（１）紹介（口コミ）を増やしていく方法（口コミの３原則） 

 

口コミ ＝ 患者満足度 ＋ 意外性 ＋ 仕掛け 

 

①患者満足度 患者満足度の向上は口コミ（紹介）のもと 

②意外性 他の医院にない特徴 

③仕掛け 
仕掛けるターゲットの絞りこみ 
（例）キッズクラブ 健康商品の 10％引き       など

 
 紹介（口コミ）を増やすためには３つの要因が必要不可欠です。 
「患者満足度」・「意外性」・「仕掛け」この３つがうまくかみ合うことによって口コミ患者

を増やすことができます。 
 

３│医院内部に向けた増患対策     
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（２）患者満足度向上への取組 

重要項目 最低限必要項目 

①最新医療技術 
②最新医療の情報提供 
③医療機器の充実 
④インフォームドコンセントの実施 
（治療計画書・治療提案書の提示） 

①接遇サービス 
②院内安全対策・院内感染防止策 
③施設の整備（診療所・医療機器等） 
④治療計画書の提示 
⑤広報活動（情報誌・ホームページ・看板等）

 

 患者満足度を向上させるためには、より良い医療技術・医療サービス提供はもちろんの

ことですが、医療行為プラスアルファのサービスの充実が求められています。 
 院長先生・スタッフの接遇サービス、院内安全対策、アメニティの充実、広報活動など

総合的な取組が必要です。 
 
（３）意外性 

 競合する歯科医院がたくさんある中で、他の医院にない特徴を打ち出すことが必要です。 
 成功している歯科医院では、様々に工夫して「意外性」を打ち出している医院がみられ

ます。院長のこだわりから生じる一見「無駄」に思えることが意外性を作りだすこともあ

ります。 
【例】 

●子供好きの先生がキッズルームを作る。 
 → 広いキッズルームを作る。 

 
（４）仕掛け 

 一般企業の場合は、満足度と意外性だけでも口コミは広まる可能性がありますが、歯科

医院では、満足度と意外性だけでは不十分です。口コミを広めるためには、ターゲットを

絞り込んで、「仕掛け」をおこなうことも必要です。 
【例】 

●キッズクラブを作る。（入会金 300 円で、お口の健康連絡手帳のポイントがたまると素
敵なプレゼントがもらえる等） 
●10％引き（医院で販売している、口腔内の健康メンテナンス商品） 
●キッズイベントで友達を連れてきてもらう。 
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（１）自費率向上の考え方 

 

 自費の多い歯科医院は金もうけ主義だと見られがちですが、これは全くの誤解です。自

費診療は患者にとって最良の治療を提供することであることをしっかりと伝え、理解を得

る必要があります。そのためにも、治療技術の向上、医療サービスの充実を図るとともに、

自費治療に関する情報提供の量と質を増やし、患者の選択肢を広げることが重要です。 
 このことが結果として、医院の収益向上へつながります。 
 

自費率 ＝ ①数 × ②自費診療の移行率 × ③自費単価 

 
 自費率向上の３要素は、①数（新規・既存患者へのアプローチ件数）、②自由診療の移行

率（への情報提供）、③自費単価（医療サービスの充実による単価の引き上げ）です。 
この３要素への取組が自費率向上につながります。 
 
（２）自費診療へのアプローチ手法 
①患者へ伝えるべき項目 

●治療にかかる期間・かかる費用・どんな治療内容か。 
（情報の提供も専門的になりすぎないこと。患者が求めているのは、治療内容を判断す

るのに必要な情報です。） 

 
②情報提供の手法 

●患者に対して治療方法の選択肢を提供すること。 
（治療に関するカウンセリングは、あくまで治療内容の説明、情報提供をすることが目

的だが、患者に対して治療方法の選択肢を提供することが重要です） 
●患者に対して料金を明確に知らせる。 
（患者サイドとしては、料金について聞きづらいもの。歯科医院側が料金を明示する必

要があります。） 
 ＊実例 ～ 画像を使った治療方法のカウンセリング（情報提供の手法の実例） 
       自費診療の価格表もしくはパンフを作成し提供。 

自費率向上への取組 

１│自費診療の取組み方     
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③治療提案書を提出例（３パターン）（治療方法の選択肢を提供） 

 イ）完全自費治療のもの 
 ロ）自費治療と保険治療両方を織り交ぜた場合のもの 
 ハ）保険治療のもの 

 
④自費治療経験者の声を記載 

●自費治療の良さをイメージしてもらう目的 

 自費治療経験者は、治療に対する満足度が非常に高く、自費治療の良さを、実体験を

通じて述べてくれる。 

 
（３）自費率向上のためのツール 

場所 ツール 目的 

パンフレット 自費診療の内容やイメージ付け 

自費診療価格表 価格の明確化 ①受付・会計 

治療提案書 期間や治療内容の明確化 

自費診療アルバム 

（画像等による具体例）
具体例による実態感・詳細な説明文 

自費診療価格表 価格の明確化 

自費の模型 具体例による実態感 

掲示物 自費診療の詳細な説明 

②待合室 

自費経験者の感想文 経験者の実態感を公開し、不安感の抹消 

パンフレット 自費診療の内容やイメージ付け 

自費診療価格表 価格の明確化 

治療提案書 期間や治療内容の明確化 

自費の模型 具体例による実態感 
③カウンセリング室 

詳細な説明文 

（判り易い表示） 

自費診療の良さの理解度ＵＰと診療に対す

る安心感を与える 

パンフレット 自費診療の内容やイメージ付け 

自費診療価格表 価格の明確化 ④診察室 

治療提案書 期間や治療内容の明確化 

※スタッフ全員が説明できるようにし、自費診療のよさを認識しましょう。 
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（１）医療収入における自費診療率の割合（金額と人数比） 

 全国の歯科医院の自費診療率は、おおよそ 10％～15％です。 
 つまり、保険診療で成り立っているのが 85％～90％で、自費診療で成り立っているのが
10％～15％となります。 
 自費診療の内容にもよりますが、一般的にみると、100万円の医業収入が 100人の患者
から成り立っていると仮定すると、自費診療患者数は、実際には、２～３人、保険患者数

は 97～98人となります。 
 一人の自費患者の獲得は、医院全体の増収に大きな効果があります。 
 
（２）自費診療は健康に対する価値観で決まる 
 富裕層の方が、自費診療を行っているという間違った認識があります。自費患者は、所

得が高い層の方が多いのは事実です。しかし 300万円前後の所得層でも 10％以上の自費患
者がいます。 
 歯の健康に対して価値を見出している人たちに、しっかりとした情報提供していくこと

で一定割合の人たちは、自費治療を選択していきます。所得とは関係なく、歯に対するし

っかりとした正しい情報提供を歯科医院に来院する患者全員に行っていくことが、自費治

療を選択する患者を安定して増やすことにつながります。 
 
（３）情報提供の徹底による自費率向上 

 自費診療は収入に大きく影響を与えますが、ある程度の患者に多少の情報提供をしても

そう簡単に効果が上がるものではありません。患者の症状に合わせた最善の治療法として、

患者の理解を得られるように丁寧に情報提供をおこなうことが必要です。 
 すべての患者は理解できる範囲で必要な情報を欲しがっています。自費診療の情報提供

を、「患者全員に徹底して行うこと」、「継続すること」が自費率向上へつながっていきます。 
 
 

２│自費率向上：情報提供の量と質の徹底     
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