
　「1億円歯科医院の作り方」と題したセミナーを長年行ってきた著者陣が，ザ・クインテッセンス誌好評連載に加
筆・修正し書籍化．開業前に身につけておきたいスキル，明確な目標数値の設定，開業地の選び方，歯科医院のシ
ステム構築のポイント，機器や内外装の選択，各職種の求人の仕方と注意点，材料屋や借入金融機関の選択基準まで，
開業に関する “すべて ”が詰まった新バイブルが誕生．安心して開業したい歯科医師必読の 1冊．
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経営ポリシー：おもてなし
の歯科医院．患者様や仲
間の人生が楽しさ喜び思
い出に溢れ，心まで豊か
になるおもてなしを相手
軸で想像し提供する．

田中健久
歯科タナカ 理事長

開業して売上 1億円を目指す先生方に
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開業すると心に決めたら読むバイブルと

して執筆した１冊になります．開業に向

かって不安なことがたくさんあると思い

ますが，本書を一度読めば開業に関して

把握でき，目標に向かって邁進できると

思います．開業される歯科医師の方々に

とって，この１冊が少しでも手助けにな

ればと思っております．

開業の新バイブル誕生！
開業地の選び方，求人の仕方，機器の選択基準，
借入先の情報まで，開業のすべてが詰まった1冊

ザ・クインテッセンスの人気連載が

待望の書籍化！
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約850万円

　ご自分の年収と日本全国の歯科医師の平均
年収を

比較したことがあるでしょうか？　比較した
ことが

ある方は意外と少ないのでは？　2018年の歯
科医師

の平均年収は約850万円です！（図 2）．いかが
でしょ

うか？　月収に換算すると70万円です．自分
は平均

よりも上？　下？　米国の歯科医師の2018年
の平均

年収は15万9,770ドル（約2,000万円）だそうで，
日本人

と 2倍以上の年収差があります．

　また，米国の歯科医師の週平均労働時間は
40時間

以下で，週休 2日以上がほとんどだそうです
．なぜ，

この差が生まれるのでしょうか？　嫌になり
ますね．

米国のなりたい職業No.1は歯科医師です．
われわ

れも日本のなりたい職業No.1になれるよう
がんば

りましょう．

　男女別で見てみると，男女ともに35～39歳
がもっ

とも収入が多いです（図 3）．ここで注目すべ
きは，

女性は出産を終えて再度歯科医院に戻ってき
た時の

収入が多い点です．ケースバイケースかとは
思いま

すが，女性の方に非常に重要な数値なので詳
しく説

明します．

　たとえば30歳で結婚・出産して35歳で戻っ
てきて

から年収1,112万円という数字を出すために
は，30

歳までにどれくらいの診療ができるようにな
ってお
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図 2　年数別歯科医師平均年収

賃金構造基本統計調査／平成3０年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種より引用改変．
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CHAPTER２　開業前に身につけておきたいスキル

　新卒で雇用されて何もできない 3年間は給料泥棒
であり， 4年目からやっと給料がもらえる程度にな
り，トータルで考えると 5年でやっとプラスマイナ
スゼロになります．つまり，最低でも 5年継続して
働いていないと，歯科医院に恩を仇で返すことにな
ります．　
　筆者（田中）はこのことを勤務医時代には理解して
いませんでした．歯科医師免許をもらい，働いてい
るからお給料がもらえるとばかり思っていましたが，
まったく診療のできない自分は， 3年間赤字部門で
あったことを後から知ることになります．若い時代
に自分を雇い続けてくださった飯山浩靖先生には心
から感謝をしております．
　今後開業して歯科界を背負っていく若手歯科医師

が，「継続勤務が必要」と考えることが将来の歯科界
を支えることになります．自分のことだけを考える
歯科医師が少なくなることを祈るばかりです．
　中途で雇用してもらった場合，患者さんを自身の
努力により得たのではなく提供してもらえているこ
とに関して，「働いてやっている」のではなく「働か
せてもらっている」という考えをもち，最低 5 年は
継続勤務する必要があります．
　「石の上にも 3年」といいますが，継続することが
できない歯科医師が開業しても長続きしないと思い
ますので，継続することの大切さを理解しましょう．
院長が継続勤務できないのに，スタッフに継続勤務
をお願いするのはおかしな話ですね．

5年間継続勤務

5年
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CHAPTER３　なぜ，開業するのか？─開業地の選び方と，院長への告白─

　路面開業の場合を考えてみましょう．朝に治療を
受けたい方と，夜に治療を受けたい方ですと，夜の
ほうが断然多いわけです．それを理解することがで
きれば，図 1の上下どちらで開業すべきかは，おの
ずと決まってきますね．

図 2はよく，「ガソリンスタンドをどこで開業し
ますか？」という問題で出てきますので，インター
ネットで調べればすぐにわかると思います．正解は，
グレー色の歯科医院での開業です． 3方向からの流
入が見込めますので，他よりも流入という点で有利
となります．

　「結局，ラーメン屋も歯科医院も同じなのか？」と
いう話になりますが，同じではないにしても，似て
いる部分はたくさんありますね．また，参考になる
部分もたくさんあります（図 3 ，4）．
　筆者（田中）が以前アルバイトをしていた歯科医院
では，活気に溢れた挨拶が飛び交う歯科医院でし
た．そこの歯科医院の患者さんは，口を揃えて「あ
そこの歯科医院に行くと元気になる」でした．やはり，
それくらい元気でうるさいほうが，人は集まりやす
いのかもしれません．

患者が来る歯科医院・来ない歯科医院
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図 1　路面開業
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CHAPTER６　1億円歯科医院での機器，内外装の選び方

　繰り返しになりますが，開業時，ユニットよりも

CTよりも，何よりも重要なのはレセコンになりま

す．とにかく，レセコンが大切なのです！　レセコ

ンを選ぶ際に重要視するポイントを以下に挙げます．

1．�アニメーションなどユニットシステムとの連携

2．�自動精算機との連携

3．�予約システムと連動

4．�各デジタル機器（パノラマ，デンタル，CT）と

の連携

5．�オンライン資格確認顔認証付きカードリーダー

システムとの連携

レセコン

6 ．�口腔内写真を取り込み，すぐに印刷できる

7．�患者データを印刷して渡せる

8．�自費診療契約書が作成できる

9．（上記の案件を満たせば）キャンセル率が下がる

　レセコン選びは，「どのように保険点数を取るの

か？」という発想ではなく，「どのような展開力があ

るか？」が選択基準になります．保険点数を取りや

すいという基本的な事項は，現在では当たり前と

なっています．今後のレセコンは，プラスαの機能

とシステムで選ぶ時代です．

▲DOC5（モリタ）．
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CHAPTER５　1億円歯科医院のシステム構築

非対面非接触を実現する「My はいしゃさん」

歯科医院

患者

医院と患者が繋がるツールを
モリタが提供

デシタル診療券

予約の事前通知

お知らせ配信

患者説明書
WEB配信

歯科医院と患者さんが繋がるスマホアプリ　「Myはいしゃさん」の導入へ

▲モリタ

　受付を非接触型へ，今回のコロナを機に変更して

いくことが非常に重要となります．モリタより発売

された「Myはいしゃさん」は診察券が携帯電話のア

プリということで，今まで以上に非接触型の応対が

可能となります．

　また，アプリを用いた予約だけではなく，会計の

支払いも自動精算機を用いてスムーズに行うことが

できますので，患者さんとの接触は診療時のみとな

ります．コロナ禍に合わせた受付の新しいシステム

が必要になるでしょう．

　今後の「Myはいしゃさん」で行える項目が下図に

なります．WEB問診では，初診で予約を取られた

方が，来院前にあらかじめ問診票に答えることがで

きます．これにより，待合室での時間が短縮され，

スタッフが主訴に応じた準備をできます．

コロナ禍に合わせた受付の新しいシステム
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開業のためのヒントが満載！

CHAPTER７　1億円歯科医院のさまざまな選択

　では，お金を借りるならどこから借りるか？　開

業して成功する自信があるのなら，できるだけリー

ス会社から融資を受けたほうがよいと思います．

　しかし，そこまで自信がなく，ゆっくりとやって

いきたいなら銀行から融資を受けたほうがよいです．

結局，借りる際の金利での比較になると思いますが，

無担保・無保証人で融資を受けるなら，それなりの

金利となりますので，リースのほうが割安感が出る

ことも多くあります．自分の性格や将来設計を考え

て借りる相手を選びましょう．結局，金利の比較に

なりますけどね．

　また，地道に返済をしたら，借り換えも考えましょ

う．収支状況が黒字な場合は，より低い金利で借り

換えができることがあります．

じゃあ，どこで借りる？

LEASE
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どの項目も短いページでまとめら
れているので，すぐ読める！
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CHAPTER４　求人を制する者は開業を制する？

　「採用・求人で医院売上はそれほど変わらないで

しょう？　そりゃあ，優秀な歯科医師が就職してく

れれば変わるかもしれないけど」と考えている院長

がほとんどかもしれません．

　しかし，想像してみてください．たとえば，優秀

な受付が就職したとしましょう．電話応対レベルも

高く，接客応対レベルも高く，患者さんからの信頼

も厚い．スタッフや勤務医からも好かれ，テキパキ

とミスなくこなす受付がいるだけで歯科医院に活気

が生まれ，キャンセル率が下がり，医院の売上が上

がります．そんな受付がいたら歯科医院のレベルは

間違いなく上がり，ポジティブな考えをもったス

タッフが働く歯科医院へと変わります．

　つまり，「求人を制するものは，開業・経営を制

する」わけです．開業当初，採用・求人よりもさま

ざまな打合せや準備に時間をかけて，どちらかとい

うと採用・求人がおろそかになる傾向が強いですが，

じつは採用・求人が非常に重要だということをおわ

かりいただけたのではないかと思います．

　しかし，もっと大事なのは，就職してからのスタッ

フへのマネージメントです！　就職してからが本番

になります．

採用・求人で何が変わる？

・□□□□は，取りやすい環境ですか（取ろうとすると無言の圧力がある）？

・上司が部下を教育できる□□がある（先輩が後輩を教える時間と余裕があり，どの

ように教えたら成長するか知っている）．

・同僚や先輩が後輩を受け入れる環境が整えられている（後輩を快く受け入れられる

か？）．

・院長がネットサーフィンをやめて，基本セットを洗ったり片付けたりしてでも，教

育を行う時間を確保する□□はあるか？

・□□な評価制度を作りますか．

上記の□にそれぞれ入る言葉はわかりますか？
　答えは上から有給休暇，環境，覚悟，平等です．

求人の前に気がつけていますか？
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CHAPTER1 開業前から明確な目標数値を把握しよう

今までの開業，これからの開業／ 1 億円歯科医院に必要な知識クイズ：歯科
医師の平均年収は？ 全国の歯科医師数は？ 29 歳以下の女性歯科医師の
割合は？ 人口10万人に対する歯科医師の数が1番多いのは東京都ですが， 
2 番目に多いのは？ 年商 1 億円を超えている歯科医院は，全体の何％か？
833 万円とは？ 先月の自費率は？　平均外来受療率は？ 1 億円歯科医院
の 1 日患者数は？／まずは自分のゴールを決めましょう

CHAPTER2 開業前に身につけておきたいスキル

一流と三流の歯科医師の違い／人を動かす／スタディグループアドバンス
コース受講／ 100 円のコーラを 1,000 円で売れますか？／ 5 年間継続勤務
／本を読まないと，心の歯周病に／素晴らしい院長（経営者）とは？／三つ
目とは？

CHAPTER3 なぜ，開業するのか？ 
　　　　　　　─開業地の選び方と， 院長への告白─
なぜ，開業するのですか？／歯科医院開業の究極の目的は？／開業地の選び
方／ 1 億円歯科医院の開業地／患者が来る歯科医院・来ない歯科医院／他
業種の平均年商は？／院長への伝え方─お世話になった院長へ

CHAPTER4 求人を制する者は開業を制する？

問題です！　「歯科医院のスタッフ全員が考えていることは？」／採用・求人

で何が変わる？／歯科助手・受付の求人について／歯科衛生士の求人につい
て／歯科技工士の求人について／歯科医師の求人について／ベストな求人方
法は？／求人アルゴリズム

CHAPTER5 1 億円歯科医院のシステム構築

1 億円歯科医院のシステム構築に必要なことは？／コロナ禍に合わせた受付
の新しいシステム：①予約 ②来院登録・問診票 ③歯式入力 ④エックス線写
真管理 ⑤口腔内写真管理 ⑥歯周検査・管理・印刷 ⑦治療計画・値段表 ⑧
治療見積書・契約書 ⑨アニメーションでの説明 ⑩ガイドブック小冊子 ⑪患
者説明用紙 ⑫スムーズな会計 ⑬カルテ電子化 ⑭経営管理 ⑮リコール登録
⑯メール送信・ハガキ送付／システムがすべて！

CHAPTER6 1億円歯科医院での機器，内外装の選び方

歯科医院の内外装／歯科医院の受付／歯科医院の看板／開業時にもっとも
重要な機器は？／レセコン／ユニット／エックス線機器／滅菌器／自動精算
機／ CAD/CAM ／歯科医院における補綴装置製作時の選択肢／自動洗浄
機／アルジネート練和器

CHAPTER7　1億円歯科医院のさまざまな選択

材料屋さんの選択／借入金融機関の選択／固定金利と変動金利／リースっ
て，どうなの？　いいの？／じゃあ，どこで借りる？／内覧会業者の選択／
税理士・会計士の選択／社労士の選択
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