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経営と財務 診療実績分析７

デンタルブレインのサイトがリニューアルしました！
http://dentalbrain.jp/

お得なキャンペーン情報もありますので、ぜひご覧
になってみてください！

　多くの患者さんにとって歯科医院は「できれば行きたくない所」であるという基本認識・常識を踏まえて患者という
人間的側面を考えなければなりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　たとえば、小児の場合の主要疾患である「う蝕」は、公的な健診制度や親の介助によって有病者を限りなく受療に
つなげることは可能であっても、大人の場合 はそうはいきません。大人の問題は、『一般に歯周疾患の占める比重
が大きくなるが、有病率と受療率の関係は、個々人の判断と対応に依存せざるを得ない』ということです。> 　　　　　
　しかも、患者さんに接触する場は、基本的に歯科医院の診療室しかないのです。言い換えれば、ケアのための来
院につなげる活動ができるのは患者さんが来院 している時だけ、ということです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　もちろん、テレビの健康関連番組やデンタルケア商品のコマーシャルをみて来院するということもありますが、その
患者さん全てが自分の歯科医院に来院する訳ではありません。ケアの意識が高い患者さんを、自医院の患者さん
として繋ぎとめるには受療の機会を大切なチャンスとして、ケアのための来院につなげる継続的な努力や工夫が必
要です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　この基本的な矛盾を放置したまま、受療率が上がらない、患者数が増えないという経営の嘆きを漏らしてはいない
でしょうか。　個々の歯科医師、歯科医院が患者さんに対して押し付けにならない様、保険点数稼ぎの一方的な診
療にならない様に考えながら、指導と説明を十分に行うことが大切です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　そして、信頼関係を着実に作るためにプロフェッショナルケアを施してゆくことが、継続診療による医院の安定的な
収益基盤の形成に役立つと考えて診療と経営の基本方針を見直すことも必要かもしれません。その意味で最も重
要なのは歯科医師自身の姿勢です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　様々な患者満足調査でも、どの満足要因によりも医師自身の姿勢やコミュニケーションレベルが重要であることは
明確です。　歯周疾患の予防管理のための受診しないことに対して歯科医師の皆さんは、　　　　　　　　　　　　　　　　
　「患者の意識が低い」とか「歯周疾患を認識していない」と思っていませんか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歯科医院の診療方針としてシッカリと予防ケアを実施していますでしょうか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
患者さんの立場から見て明瞭に予防受診を積極的に行っていることを発信　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
していますか。患者さんは、治療がかえって長引くとか、不要な治療が行われ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
るのではないかといいう意識が働いて検診受診行動を控えているかもしれま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
せん。　　 （続）
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ID　：　dbuser　　　　 　パスワード ：118276
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　現在ご利用可能なユーザー専用ページは以下の通りです。

・418ねっと掲載申し込み　　＞＞http://www.418net.jp/
・メルマガナンバー、経営相談　＞＞http://www.dentalbrain.net/　（会員ページより）

※パスワードは毎月第４金曜日に変更されます.
このＦＡＸニュースにてお知らせします.

お役立ち ＩＴ情報 アプリケーションの活用

418ねっと掲載医院募集中！
歯科医院様のご紹介をお待ち
しております。

現在のＩＤとパスワード

～歯科医院経営のワンストップ窓口～デンタルブレインパートナー　にいがた

開業へのBESTWAY　第1回

■Webブラウザ　２

●httpとhttps 1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　インターネットでいろいろなサイトを見ていた時に、以
下のようなメッセージが表示されて戸惑ったことは無い
でしょうか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　メッセージその1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 『セキュリティで保護された接続でページを表示しよう
としています。このサイトと取り交わす情報はWeb上の

誰からも読み取られることはありません。』　　　　　　　　
　メッセージその2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 『セキュリティで保護された接続から保護されていない
接続へ変更しようとしています。送信する情報は、Web
上の他のユーザーに読み取られる可能性があります。』
　メッセージその3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 『このページにはセキュリティで保護されている項目と

保護されていない項目が含まれています。保護されて
いない項目を表示しますか？』　　　　　　　　　　　　　　　
　特に2番目のメッセージは『Web上の他のユーザーに

読み取られる可能性があります』という文言が入ってい
るため、初めて見た時には情報が盗み取られるような
印象を受けるかもしれません。　　　　　　　　　　　　　　　
　メッセージの内容を確認する前にまず、『セキュリティ
で保護された』『セキ ュリティで保護されていない』という

言葉が何をさしているのかを確認します。ここで関係す
るのが、表題になっている『http』と『https』です。違いは、
『s』が付いているかどうかです。この『s』はSecurity(セキュ
リティ)の頭文字です。

　さらに、共通部分である『http』が何かというと、Webペー

ジのデータをやり取りするための通信方式のことです。
つまり、『https』は『http』を利用した通信にセキュリティを

付加したものと言う事です。話をまとめると、以下のよう
になります。　セキュリティで保護された → https接続を
利用している。　セキュリティで保護されていない→
http接続を利用している。

　このことを前提に先ほどのメッセージを解釈し直してみ
ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　メッセージその1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　『httpsを使用しての接続を開始しても良いか』　　　　　
　メッセージその2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 『httpsの接続からhttpの接続に変更しても良いか』　　

ユーザーに確認しているメッセージだということです。基
本的にはユーザーへのお知らせ、注意喚起のメッセー
ジですので、表示されたからといってあわてることはあり
ません　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　メッセージその3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　『http接続とhttps接続が混在しているがhttp接続を許

容しても良いか』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　要は、接続方式の変更・混在をユーザーに確認してい
るメッセージだということです。基本的にはユーザーへ
のお知らせ、注意喚起のメッセージですので、表示され
たからといってあわてることはありません。ただし、
『https』を使ったから常に安全、『http』を使っていると常

に危険というわけではありませんので次回もう少し、こ
れらについて確認することにし ます。 （続）

■間違いだらけのマーケティングリサーチ 1

[1]マーケティングリサーチ手法の誤解　　　　　　　　　　

　一般的に開業時に行われるマーケティングリサーチと
は、その場所で開業した場合の来患予測を行う為のも
のと捉えがちです。当然これも目的の一つですが、それ
だけでは50点程度の解答でしかありません。しかも、こ

こで言う来患予測は「誰の開業と仮定しても同じ結果で
ある」こと が多いように思われます。それではいったい

どのような点が間違いであり、どのような点に注意すれ
ばより正しいマーケティングリサーチが行えるでしょうか。
　1.安易な診療圏設定の誤解一般的には、歯科診療所
の診療圏は半径500m～1km程度のエリアであることが

多いようです。

しかしだからと言って自院の診療圏が地図上に円形に
かけるはずがありません。よくある失敗としては、地図
上のみの机上論で、単純にだいたい半径何km以内程

度の地域としてしまうことです。実際には、開業予定地
周辺の地形や交通手段、地域住民の生活動線や地域
の分断要素（線路、幹線道路、河川等）、さらには競合
施設の存在位置により診療圏 の捉え方はまったく異な
るはずであり、半径何kmの円になることなどは考えられ

ません。まずは、地図上に必要な情報を書き込んでみ
た上で、実際に当該地周辺の地形、地勢等を足を使っ
て調べてみる必要があります。（続）

（提供：株式会社ジャパンデンタル）
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