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 患者の権利意識の高まりや、インターネット等を通じた情報入手の容易性から、受診す

るクリニックを選択する要素は、優れた診療機能や高い専門技術だけではなく、「どんな医

療サービスを受けられるのか」「どの点が評判になっているのか」といった他院との比較に

よって判断される内容が重視されるようになっています。 

 例えば、医療機関の口コミサイトを見てみると、「思いやりのある優しい医師」や「施設・

設備が快適」などの直接診療能力に関わらない点での評価が高い注目を集めているという

事実があります。それは、口コミで大きな割合を占めるものであるとともに、クリニック

の大きな特徴として評価され、またそれは診療理念や院長のスタンスなどとして示される

ことで、患者にとって理解されやすいポイントでもあるのです。 

 

（１）患者志向の強さと収益の関係 

 医療メディア会社によるクリニックの院長に対して実施された「収益性と経営方針との

関係に関する調査」結果によれば、患者満足度志向が強いクリニックのほうが、高い収益

を上げているという状況にあることがわかります。 

 よって、院長が開業に至った背景や熱い思い、理想のクリニック像と共に満足度向上を

最優先で考えているというメッセージを患者に伝えることが重要になります。 

 

◆患者満足度志向や患者への配慮と収益の関係性（対象：クリニック院長 200 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】株式会社ＱＬｉｆｅ「医院の収益性と経営方針との関係」 

患者志向で決まる集患力 

選ばれるクリニックは患者志向の意識が高い     
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（２）患者志向の理念を地域住民にアピール 

 高度な医療機器・器械を備えているクリニックが、必ずしも支持されるものではありま

せん。患者は、こうした機器類を用いて、どのような医療サービスを提供してくれるのか

という点に、より関心を持つからです。つまりクリニック側からは「こうした医療機器に

よって、どんな診療がしたいのか、できるのか」を伝えていく努力をしなければ、患者に

対して自院の強みを理解してもらえず、支持を得ることもできないということです。 

 下記の調査結果によれば、広告を熱心に行っているクリニックの 69％が収益「好調」で

あった半面、広告を一切しないクリニックでも 71％が収益「好調」という結果となってい

ます。 

 このことから、やたらとお金をかけて広告を実施することが患者増につながるのではな

く、患者の評価するメッセージ性の高い取り組みや情報を、さまざまなツールを活用して

発信することがポイントとなります。 

 

◆広告の実施度合いと収益の関係性 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出典】株式会社ＱＬｉｆｅ「医院の収益性と経営方針との関係」 

 

 

 

 

 

 患者が集まるクリニックには、質の高い医療提供とサービスの充実、多様なニーズへの

対応が、これまで以上に求められることはいうまでもありません。 

 どのようなクリニックが患者の評価が高く、また選ばれているのかは、患者・社会の意

識と環境の変化によって、移り変わっていくものでもあります。 

 近年、他院との差別化ポイントとして多く挙げられているのは、①専門特化、②介護サ

ービス進出、③在宅分野の重視、等のテーマです。一方、これらのなかには、院長一人で

実現することが難しい取り組みや大きな資本・時間の投下が必要なケースもあり、重要性

集患力を高めるための取り組みポイント     

53% 47%

71% 29%

50% 50%

69% 31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

あまり
熱心ではない

「広告」は
一切しない
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意識ない

熱心に実施
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院長

収益「不調」
院長
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は感じていても、なかなか踏み出せないクリニックもあるでしょう。 

 しかし次のように、ソフト面を中心とした特徴を打ち出すことででも、患者満足度の向

上に効果を得ることが可能です。 

 

（１）利便性の向上 ～診療圏と対象患者を絞る 

 会社帰りに受診する患者が多い場合、診療時間のニーズにフレキシブルに対応すること

が重要です。夜間診療や多彩な予約診療方法などのほか、比較的症状が軽いなど、短時間

で診療を終わらせたい患者へのサービス方法も工夫します。 

 

●交通アクセス 

●診療時間設定 

 

 

（２）アメニティの重視 ～口コミを生む女性をターゲットに 

 口コミサイトでは、女性からの書き込みが非常に多くなっています。更に女性は、受診

の際に快適な環境を求める傾向が強いため、これらに意識したアメニティの充実が重要だ

といえます。 

 

●心理時間の認識 

●待ち時間を感じさせないアメニティの工夫 

 

 

（３）情報発信ツールの活用 ～クリニックの特徴は積極的に伝えていく 

 既に自院でサイトを開設しているクリニックも多くなっていますが、通院中の患者だけ

でなく、受診を検討している潜在的患者に対しても、自院の診療理念や方針を伝えること

は、全ての患者にメッセージを伝えるために現代では不可欠な広報活動なのです。 

 

●口コミの効果 

●ホームページ・ブログによる情報発信 



高収益クリニックに学ぶ 患者志向経営で実現する高集患力 

医業経営情報レポート 4

 

 

 

 

 

 

 

 患者が受診を検討する際に重視するポイントには、通院しやすいことが上位に挙げられ

ます。それは利便性が高いということを意味し、①アクセス、②時間、という２つの要素

で構成されます。 

 

◆患者が利便性がよいと感じる要素 

クリニックまでのアクセス 生活時間に合致した診療時間 

●勤務先からの帰宅ルート上 

●自宅から徒歩圏内 

 ●受付終了時間が遅い 

●当日予約が可能 

 

（１）来院患者のアクセス状況を分析 

 クリニックを開設するにあたっては、立地条件が大きな検討課題に挙げられますから、

自院が目指す診療理念の実現のため、自身の専門領域を考慮し、診療圏と推定対象患者を

検証して立地を選択されたはずです。 

 内科や皮膚科など、勤務先から帰宅途中に立ち寄る患者の割合が比較的大きい診療科の

場合、来院のモチベーションは立地条件に左右されるケースも少なくありません。 

 現在の自院の立地条件を再度検証して、対象とすべき患者層や診療圏の再設定などの検

討はもちろんのこと、周囲の環境とのソフトサービスを充実させるなどして、自院を患者

の生活動線上に乗せるような工夫も求められるでしょう。 

 

（２）患者ニーズに対応した診療時間設定 

 勤務の都合で日中の受診が難しい患者や、どうしても時間がかかる診療は避けたいと考

える患者など、患者の診療時間に対するニーズは様々です。 

 さらに、高度に専門的な診断を受ける際には、普段は待たない診療を希望する患者であ

っても、このようなケースではゆっくり時間をかけた相談を望む場合もあり、待ち時間を

なるべく少なくしたい受診のケースと分けて対応してほしいというニーズへの対応も求め

られるようになっています。 

来院患者特性に対応した利便性向上策 

利便性向上の視点はアクセスと診療時間     
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 都心郊外のターミナル駅構内ビルに開業したＡクリニック（内科系：開業２年）では、

患者の生活動線を意識した診療システムを展開しています。 

 

（１）立地の強みと時間への配慮で診療圏拡大 

 駅構内ビルでの開業を決定したと同時に、勤務先からの帰宅途中に立ち寄る患者層を来

院の中心と予測して、通院の利便性を考慮したサービスの提供を工夫しました。 

 そのため、患者生活動線を意識し、同じビルに入居する他のサービスと共に受診が可能

になるような診療時間の設定（平日の夜間診療実施等）、保育園の迎え時間に合わせた診療

予約、調剤薬局とのネットワーク強化などに取り組み、通常は半径 500ｍないしは１km を

基準に考える診療圏ですが、駅を利用する勤労者層を囲い込んで半径 20km まで拡大するこ

とに成功しました。 

 これは、駅構内ビルという立地の特性を活用できた例ではありますが、前提には十分な

患者調査結果があり、例えば住宅地に開設した高齢者をメイン患者層とするクリニックで

あれば、こうした患者層の生活動線を意識したアプローチが必要になるということでもあ

ります。 

 

（２）待ち時間を「読める」受診の提供 

 勤務先が近い患者は、仕事の前後で来院するケースが多くなります。そのため、Ａクリ

ニックは、インターネットを通じてパソコンや携帯電話から予約ができるシステムを開業

時から導入しています。 

 患者自らが 10 分枠で設定された予約時間のうち、自身の都合で空いている時間帯を指定

することができ、また空いていれば当日の検索時から 10 分後の予約も可能であるため、利

用者はある程度待ち時間を読んだ上で受診でき、さらに受付から会計までは概ね１時間以

内に終了するように配慮されていることから、「どれだけ待たされるかわからない」という

来院前の不安の解消につながっています。 

  

◆最新の予約システムのコンテンツ例 

①パソコンや携帯電話から予約・予約確認・予約取消 

②院内患者状況確認 

  （受診の進行状況＜受付～会計＞をパソコン画面で閲覧可能） 

③確認メール自動配信 

④予約枠管理（時間単位：単位は 10 分から最大 30 分まで選択可）    等 

利便性向上に取り組むクリニック事例     
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 患者の来院インセンティブを勤労者層、高齢者層に分けて分析しますと、下記の流れと

なります。 

 

◆患者の来院インセンティブの流れ 

①勤労者層の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②高齢者層の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受診にあまり時間をかけたくない 

通勤経路上にある医療機関が立ち寄りやすい 

診療時間が勤務の都合に合う医療機関がよい 

待ち時間がある程度読める医療機関を受診する 

体力的に遠方の医療機関には行けない 

徒歩圏内など自宅から近い医療機関を選びたい 

受診と併せて所用を足せる場所にあるほうが望ましい 

生活基盤に密着した医療機関を受診する 
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 クリニックにおける患者満足度は、施設設備などのハード的要因と、診療技術や患者接

遇など人に関わるソフト的要因で構成されています。 

 建物や院内設備、あるいは環境面が患者の満足度に大きな影響を与えているのは事実で

すが、内装も含めてハード面に手を加えようとしても、ある程度の資本投下が必要になる

ことが、アメニティ改善へのハードルの一つになっているようです。しかし、必ずしも大

きな費用をかけなければならないものではありません。 

 医療機関に対する患者の不満のなかで、「待ち時間の長さ」が上位を占めることは、これ

までと変わらず問題点として挙げられるところです。待ち時間に対する不満は、アメニテ

ィと密接な関係があるといわれ、またアメニティの工夫には費用をかけずに効果が上がる

方法もあるのです。そのヒントになるのが、「心理時間」という概念の利用です。 

 

（１）「心理時間」と「心理時計」の認識 

 物理的には不変な時間に対して、体感する時間が変化する状況にある場合、この体感時

間のことを「心理時間（または心的時間）」と呼び、実験心理学においては様々な研究が行

われてきました（松田文子ほか著『心理的時間』：1996 年 北大路書房）。 

 そして、「心理時間」を刻む時計、すなわち心で感じる時間の進み具合を感知するものを

「心理時計」と呼ぶことがあります。 

 心理時間は、いくつかの要因によって長くなったり短くなったりすることが知られてい

ますが、患者における心理時間としての待ち時間に影響を与える要因を検討することによ

って、ソフト・ハード両面でのアメニティの工夫方法が明らかになるはずです。 

 

◆心理時間を応用する場面 

①時間がゆっくり流れる待合室 

 医療現場はとても忙しく慌ただしいのが日常的です。待合室の雰囲気が落ち着かない状

況は、心理時計の進み方を速める効果を持っているため、患者の「待たされ感」を増幅し

やすくなります。少なくとも患者の目に触れる場所では、職員が私語を慎むなどは当然の

こと、緊急時以外は静かな雰囲気を演出することが待ち時間対策のひとつになります。ま

た、ＢＧＭであれば、ゆったりしたテンポのものが望ましいでしょう。 

癒しに配慮したアメニティ重視対策 

快適性を提供するアメニティ整備の考え方     
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②時計を患者の視線上に置かない 

 一般的に、退屈なときほど早く時間がたってほしいと感じるため、心理時計が進むこと

が明らかとなっています。心理時計が進むと時間の経過に注意が向くことから、「まだ、こ

れしか経っていない」という不満が生まれ、その結果、ますます時計をみてしまうという

負のサイクルに陥ってしまうのです。患者の視線の先に時計を置かないことも、待ち時間

を感じさせない工夫のひとつです。 

 

（２）患者志向に立ったアメニティの工夫 

「心理時計」に注目すると、実際に時間を短縮することも重要ではあるものの、患者の待

ち時間に対するストレスを解消するためには、心理時計を早く進めないための取り組みの

ほうが、より効果が期待できるはずです。 

 したがって、前述のような「心理時計」の進み方を活用して、待ち時間を感じさせない

アメニティの充実も検討すべきです。それが、患者満足につながることになるからです。 

 

◆患者志向のアメニティ工夫ポイント 

●快適な空間演出 

「受診する」というだけで緊張感を持って来院される場合もあります。患者満足度調査

では、ゆとりのある空間に対する評価が高くなっています。 

 

●待ち時間を感じさせない工夫 

「心理時計」を意識して、待合室などで患者の視線が集まる先に時計を設置しないよう

に配慮し、時間を意識させない工夫が必要です。さらに、雑然とした空間は精神を落ち

着かせるにはマイナスの環境ですから、掲示物や花瓶などの整備にも気を配るようにし

ます。 

 

●滞在を楽しめる雰囲気づくり 

 来院して受付を済ませ、会計を終えるまでの滞在時間を楽しんでもらえる空間の提供

を目指して、絵画や書を展示するギャラリースペースや、少々高価な雑誌類を置くなど

も方法の一つです。 
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 慌ただしいクリニックは、待ち時間を長く感じさせてしまう環境にあるので、ゆったり

と落ち着けるアメニティを整えることを重視する医療機関も増えてきています。 

 内科系の診療科を標榜するＢクリニック（住宅地・戸建型：開設３年）は、「気軽に来院

できて落ち着けるクリニック」を目指しました。 

 

（１）待合室併設のライブラリー 

 Ｂクリニック院長の趣味でもある読書を気軽に楽しんでもらう場として、待合併設のラ

イブラリーを設置しています。 

 良書との触れ合いと、読書を楽しむ時間に得られるリラックス効果にも期待を寄せてお

り、ライブラリー利用者の増加と比例して患者数の伸びが見られるようになっています。 

  

（２）空間の演出方法 

 音や香りを利用して、居心地の良さを演出する工夫もあります。音楽はヒーリング効果

のあるもの、また医療機関特有のアルコールのにおいを感じさせないように、アロマオイ

ルやキャンドル、ディフューザー（霧散器）等を採用しています。 

 

◆治癒力アップ効果への期待 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

癒しの空間づくりに取り組むクリニック事例   

従来の医療機関の問題：優れた機能を備えていても癒しがない 

落ち着いた色調

の内装・照明 
読書を楽しむ 

時間と場の提供

ヒーリング効果の

ある音楽と香り

院内アメニティの充実 

 

人が本来持つ治癒力を引き上げる効果への期待 

癒しの空間を提供 
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 クリニックの増患への取り組みでは、「口コミ」が最大の要素になるといわれます。すな

わち、クリニック経営の維持にとって、良い口コミを発生させていく取り組みが重要なの

です。そのため、口コミを有効に活用して、自院の診療理念に基づくアピールポイント、

かつ印象深いメッセージを伝達することも可能です。 

 また近年では、自院でホームページを構築・開設し、医療に関する情報や院長のブログ

などによって、積極的な情報発信に取り組んでいる医療機関は多くなっています。そして、

ホームページを検索して医療機関の情報を収集することは、患者にとっては受診先選択に

際して定例のステップになっているといえるでしょう。一方で、広報ツールとしての位置

付けが強く、他院との差が感じられず、患者の関心をキャッチできないサイトも数多く存

在します。 

 特に、自院の診療理念、院長の想いや信念など、患者が評価するポイントになるメッセ

ージ性の高い情報は、様々なツールを活用して、広く活用するような工夫が求められます。 

 

（１）口コミの効果とマイナス影響を回避するポイント 

 良い評判につながる口コミの発生を期待するには、コミュニティを構成する人のうち、

中心的メンバーである人が発生源となるため、この人に情報を伝えていかなければなりま

せん。それは、口コミは、発生源となる人から関心のある人に伝わっていく過程で発生す

るものだということによります。 

 コミュニティの中で、口コミを誘発してくれる層は 40～60 代の女性に多いといわれてい

ます。つまり、コミュニティ内の情報発信者であるこれらの層に対して、どのような内容

を伝えていくかが、良い口コミを広めていく最重要ポイントだといえるのです。 

 

◆プラスに作用する口コミ情報の具体例 

●自院の強みをホームページ、院内販促物に記載・配布 

 ⇒ 多数の来院者、患者家族、潜在的患者の目に触れる 

●提携医療機関名の院内掲示 

 ⇒ 専門医紹介など信用度が向上する効果が期待できる 

●学会活動や著作物などの告知 

 ⇒ 文字や画像の印象は強いためプラスの口コミにつながる 

自院の強みをアピールする情報発信 

情報発信ツールの活用ポイント     
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 女性はクリニックの評価要素において、アメニティの快適さを重視する傾向があります。

この点も踏まえ、自院の良い面を理解してもらうためのメッセージ発信ですから、その前

提として自院の強み（＝良い点）がどこにあるか、さらに院長自身はどう考えているかに

ついて、明確にしておくことが重要です。 

 また、口コミでもマイナスの内容は避けなければなりません。マイナスの口コミが発生

すると、広がりが早い上に信用回復には時間を費やす傾向があるため、マイナス評価の要

素になる言動等は、これを控えるように日常的な注意を払う必要があります。 

 

◆マイナスの口コミを回避するポイント 

 

 

 

 

 

 

（２）ホームページ・ブログ等情報発信ツールの活用ポイント 

 インターネット情報技術が浸透するにつれて、広報ツールとしてのホームページは新規

開業時の必須項目になっています。視覚的には異なったデザインが施されていても、実際

には掲載されている項目は、どの医療機関も大きく変わらないのが通常です。 

 患者が情報収集で検索する際に自院ホームページのヒットを図って医療専門情報を多く

掲載したり、診療時間や交通アクセス等の基本情報を告知したりするものにとどまる場合、

そうしたホームページでは広報ツールとしての役割は果たせても、自院の診療理念や院長

の考え方、どんな医療サービスをどのように応えていくのか、といったメッセージを伝え

ることは難しいでしょう。さらに、当然専門的な用語を使った文章になる場合が多く、わ

かりにくい内容になってしまいがちです。 

 同様にブログの場合は、頻繁に更新を行うことは不可欠であり、また単なる情報発信に

加えて、Ｑ＆Ａなどで問い合わせに応じることで、ブログ閲覧者に対して「価値ある情報

を提供する」スタンスを前面に打ち出すことができます。しかし、更新やＱ＆Ａへのレス

ポンスなどに次第に時間を取られるようになり、やむなく断念するケースも聞かれます。 

 ホームページやブログを契機として来院する医療機関では、各々のサイトへのアクセス

の多さが共通項になっています。そこには、情報発信ツールに対するこだわりと効果的な

活用法があるということです。 

メッセージ 

「患者一人ひとりを診ている」 

患者の目を必ず一度は見て話す 

最後に質問がないかを尋ねる 
個別対応 
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 比較的容易に取り組めるホームページやブログの開設にも、こうした情報発信ツールを

どう活用するのかという理念を明確にしておかなければ、本来の効果を期待することはで

きません。これらに積極的に取り組み、十分な成果を上げているクリニックがあります。 

 

（１）温かな想いを伝えるホームページ 

 患者の不安感を和らげることをコンセプトに掲げるＣクリニック（内科・代謝系）のホ

ームページは、医療関連情報よりも職員の人間性が伝わるコンテンツを重視して構築され

ています。そこには、ホームページを「当院がどのような雰囲気で、来院者に何ができる

のかを伝えるもの」というとらえるスタンスがあり、これを支える診療理念（不安感の緩

和）とともに、クリニック全体の明るい雰囲気が伝わるコンテンツがあります。 

 患者は来院前にＣクリニックの雰囲気を知ることができ、これに共感する患者が自然に

集まるようになったことから、遠方からの来院患者も増えているという状況です。 

 

（２）毎日更新するブログで新患獲得 

 開設以来５年以上にわたり毎日のブログ更新を継続しているＤ医院では、毎月平均 50 名

程度の新患がブログを契機に来院するという成果を上げています。病院と異なりクリニッ

クは、名前や看板だけで患者から選ばれるのは困難という院長の考えが背景にあります。 

 また、いわゆる「ロングテール効果」をねらっており、比較的症例・患者数の少ない疾

患に関する情報も紹介しています。ブログ閲覧者の細かなニーズに応えて、一定の評価と

安心を提供することとなり、「もう少し詳しく知りたい」と考える新規患者の来院に結びつ

いています。 

 わかりやすい言葉遣いと内容を心掛けて更新に努め、関心を持ってブログを読んでもら

えれば、情報発信ツールとしては望ましい成果を得たといえるでしょう。 

 

 

 

 紹介した事例を含め、患者から選ばれ、支持される医療機関では、質の高いサービスの

提供と多様化するニーズへの対応を図るべく、取り組みの工夫を凝らしています。しかし

その根底にあるものは、院長の揺るがない診療理念であって、そこにクリニックの本質が

あるといえます。近年の患者は、クリニックの本質を見抜く能力が高くなった結果、明確

な診療理念に裏付けられたメッセージを発信し、伝えられるクリニックが支持されていま

す。自院のありたい姿と照らし合わせた上で、取り組みの検討が求められています。 

ホームページ・ブログで新患を集めるクリニック事例     

患者志向を明確な診療理念で打ち出す     
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