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はじめに

◎「開業」がゴールになっていませんか？

本書は、これからクリニックの開業をお考えの方に、

「開業＝クリニックの開設」から、

「開業＝起業すること」

にマインドをシフトしていただき、クリニック経営の“原理原則”を開

業前から学ぶことによって、思い通りの経営を実現していただくことを目

的としています。

私は、これまで 10 年以上にわたり、全国 47 都道府県 3000 件以上の

歯科医院を訪問し、開業時の事業計画立案からスタッフの採用・育成、

M&A まで、クリニック経営の右腕として経営を支援してまいりました。

多様な経営スタイルの先生方とご一緒させていただく中で、勤務医の先生

方からも「開業の相談に乗って欲しい」とお話をいただくことも少なくあ
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りません。その時、私は必ず、なぜ開業したいのか理由をお尋ねしています。

多くの先生方からは、

「そろそろ時期かなと思いまして」

「私も自分の城を持ちたい」

「自分なりに自由にやりたい」

「親の引退がそろそろ…」

といった回答が返ってきます。

私が本書を通じ、これから開業を控えている先生方に一番お伝えしたい

ことは、「開業することそれすなわち、起業であり、経営のはじまりである」

ということです。

私は、この開業する前の経営への認識が、クリニック経営の潜在的なリ

スクにつながっていると考えています。

ここで、その代表的なリスクを２つご紹介いたします。

◎見えない目的地

１点目は、「開業＝クリニックの開設」と考えてしまうことで、開業後、

医院の方向性が不明確になってしまう、ということです。

経営は旅行によく似ています。例えば、「北海道に行って、新鮮な魚介

料理や大好きなラーメンを堪能したい」であったり、「沖縄に行って、青

い洞窟でダイビングや海でサーフィンをしたり、爽やかな日差しが注ぐ広

く青い空のもと、のんびりとただ過ぎる時間を堪能したい」など、情景を

思い描き、ワクワクしながら「行きたい場所としたい体験」を想像します。

そして、行き先が決まると、楽しい旅行の計画がはじまるわけです。
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経営も考え方は基本的に同じです。「どこに行きたいのか」目的地も大

変重要です。もっと言えば、どこに、誰と、いつ、どうやって、予算はい

くらで……と派生します。

つまり、「そろそろ時期だと思って」開業することは、「開業＝起業であ

り、経営のはじまり」という認識が失われていて、開業それ自体が目的に

なってしまっているということです。

経営を１人でするなら風が吹くまま気の向くまま漂うこともできるで

しょうが、スタッフと仕事をするクリニック経営では、行雲流水とはいき

ません。

勤めるスタッフが「どこを目指しているのかわからない」状態を避ける

ためにも、目的地の設定は重要この上ないのです。

◎「開業」は起業であり、経営のはじまり

２点目の問題点は、「開業＝起業」という認識がないと、経営の自由度

が著しく下がるということです。単刀直入に言えば、クリニック経営とは

こういうものという固定概念と、無意識の「当たり前」に縛られ、売上は「保

険と自費で上げるしかない」という盲目な状態に陥ってしまいます。する

と、保険と自費でどうやって売上を上げていけばいいのか、自費率を上げ

るにはどうすればいいかという課題に奔走することになります。

歯科医師免許のようなラインセンスを持たない一般的なビジネスマンに

とっては、当然ですが「開業＝起業」です。開業するときには、

「世の中をもっとこうしたら面白そう」

「やりたいことを実現するためにはどうしたらいいか」

「そもそもこれって必要なのか？」
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と、既にある常識を疑い、縛られない考え方や、リスクを恐れずやると

いうチャレンジ精神、自分はこんなもんじゃないと現状打破の想いに日々

あふれ、特に開業期は、ゼロからイチを生み出すことにエネルギーをかけ

ています。そして、描いた理想を実現するために起業（開業）という手段

を選択し、独立します。そのため、自然に行き先が明確で、目的がはっき

りした経営者がリーダーとなり、スタッフはその“理想”と“理念”につ

いていくことで、理念に従うことを自らの存在意義につなげることができ

ます。

このように、「開業すること＝起業すること」というマインドセットが

開業前にできて経営を学べると、クリニックを開設することは目標であっ

てもゴールではなく、経営のはじまりであり、通過点という認識になりま

す。 “どこを目指すのか・何がしたいのか”という目的意識は一般的な企

業だけではなく、クリニックの経営においても非常に重要です。「クリニッ

クの開設＝起業」、つまり「起業家精神」が備わることで、クリニック経

営が劇的に進化すると私は考えています。

また、「開業は旅のはじまりであり、経営することは人生の旅そのもの」

です。

言い換えれば、開業は自分の生き方の方向性を決める選択と決断であり、

これからの人生の設計といっても過言ではないのです。

「開業＝クリニックの開設」と考えていた方にとっては、起業や経営、

目的という言葉が重く感じられたかもしれません。ですが、もし、そう感

じていただけたのであれば、開業の認識がジワジワと変わってきている証

拠です。



22

先程、経営を“旅”に例えたように、本来そこには自由とワクワクが詰まっ

ていて、経営者にとっては、どんな夢や理想でも描くことのできる、何度

もやりたいほどに好きになれる、楽しいものであって欲しいと思います。

「開業＝クリニックの開設」のイメージを脱却し、これからするのは“起

業”なんだというマインドをセットでき、経営に臨めた時に、劇的かつ圧

倒的に経営の自由度が増すのであれば、それをしない手はありません。

また、具体的に、「開業＝起業」というマインドセットができると、規

模の拡大方法も自由に広がります。

例えば、医院の規模を拡大するにはどんな方法があるのか考えてみると、

一般的なものであれば「増築して医院を広げる」か「分院展開」が思い浮

かぶでしょう。

ところが、“自分は起業してクリニック経営している”というマインド

セットができると、規模拡大の方法に、“買う・売る・貸す”などの自由

な発想を自然と加えることができます。

１件目の開業は、まずクリニックを運営して経営を学ぶステージとして

位置付け、経営の知識を習得することと資金を貯めることを並行して行う。

そして、次のステージでは、歯科衛生士や歯科技工士の人財不足を解消す

るために、新たな医療ビジネスを構築したり、医院を第三者に貸すなどし

て自分はまったく異なるビジネスに従事する。または、もとの医院を売却

する“出口”を描いて経営し、売却後は手元に残った資産で自由気ままな

人生を送る……など、成功の形すらも、あなたの理想によって変化します。

もちろん、開業前から明確な理想が描けなくても、心配はいりません。



はじめに

23

知識と経験の積み重ねにより、自身が磨かれ視座が上がり、それに合わせ

て理想も変化していくからです。すると、それまで「なんで気づかなかっ

たんだろう」という新たな可能性に気がつくことができるようになります。

そのため、開業当初に描いた理想は、経営を継続する中で修正したり、変

更したりすることは往々にして起こります。

その際に、本書で紹介する“５大の経営資源”の存在や、クリニック経

営の原理原則を知っているのか否かによって、成功へのアプローチが大き

く変化します。クリニックを経営する中で経営の原則を学んでいれば、世

の中の変化に応じて的確な軌道修正が行えるようになるだけでなく、新た

なビジネスに挑戦するなど、“買う・売る・貸す”場合においても選択肢

が格段に広がります。

◎歯科医は、経営を学ぶ機会が少ない

この「起業」「経営」という視点について、私は常々、ある問題を感じ

ています。それは、歯科医の先生方は開業が当たり前のような業界にいる

にもかかわらず、経営を学ぶ機会がほぼ皆無であるということです。

国立保健医療科学院の安藤雄一先生による『2050 年の歯科医療ニーズ

と歯科医師需給の見通し』を見ると、

“ 筆者の世代が受けた歯学教育は、いま振り返れば「学生の大半が一

人開業医になる」という暗黙の想定で授業や実習が行われていたよう

に思われるが、これを今の歯学生に適用するのは酷というべきであろ

う。一人開業医の大量引退時期が迫っている状況を踏まえると、歯科

医師の働き方のモデルづくりは急務と言える ”

と、開業医の在り方および教育について見直しが急務であると提言して

います。
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この暗黙の想定がありながら、大学の講義で開業や経営に対する学びが

いまだ十分でないことは、業界内の大きな課題の１つであり、それを私は

改善していきたいと考えています。

「開業しさえすれば後はどうにかなる」――かつてはこういった認識で

もクリニック運営は可能ではありましたが、これまでのやり方を踏襲する

だけでは安泰とは既に言えなくなりました。このような時代において深刻

な事態に陥ることを回避するためには、「開業＝起業」の認識を深め、「ど

うして自分は経営するのか、経営を継続していくために何を学ぶのか」、

自問自答する質問の“質”も高めていく必要があるのです。

◎経営には向き・不向きがある

経営にはリスクが伴います。売上の減少、借金の返済、顧客が増えない、

スタッフの離職……など、挙げればキリがありません。しかし、経営者に

なり理想を追求していくことは、これらのリスクと付き合っていくことで

もあります。これらのリスクを抱えることを、もし想像しただけでも眠れ

なくなってしまいそうだという心境であれば、まだ経営者になる時期では

ないのかもしれません。

経営者がどんなマインドセットで経営しているのか知っていただくため

にも、これまで私が歯科業界、また多職種の経営者と数多くの出会いをい

ただく中で、一般的に「売上が高く成功している」と言われる方々の共通

点を、次のチェックボックスにまとめました。

当てはまるものをチェックしてみてください。
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伸びる起業家＆経営者のマインドセット ”15”

□売上など数字を追うことに抵抗がない

□ヒトやモノに投資することができる

□目標に対して率先垂範できる

□挑戦・変化・指摘を歓迎できる

□失敗を外部の責任にしない

□世の中、知らないことのほうが多いことを知っている

□コンプライアンスを軽視していない

□雰囲気や風土など抽象性が高いものに投資できる

□課題を見つけたとき、原因の根本を追求できる

□楽しさ・幸福感を追求できる

□常に何か改善できないかアンテナを立てている

□自分の強みと合わせて弱みも自覚（把握）している

□できる・できないではなくやってみる姿勢を持っている

□非を認め、修正できる

□ヒトを“自分の駒”だと思っていない

いかがだったでしょうか。

開業前であれば、チェックが１つや２つ程度のほうが、むしろ健全なの

ではないかと思います。なぜなら、ご自身が「この点はできている」と考

えると、その点においては、それ以上伸びないという原則が存在するから

です。本当にできているのであれば良いのですが、もしそうでなかった場

合、自覚している自分と本来の自分にギャップが生まれ、経営の面でも課
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題の原因になりえます。まだ、「本当にできているのかな」「まだまだ知ら

ないこと・できてないことがたくさんある」というマインドのほうが、今

後の伸びしろは、圧倒的に大きいのです。

◎本書の内容

本書では、「開業＝起業」にマインドセットできたあなたが理想の経営

を実現するための、クリニック経営の原理原則を解説していきます。

第１章ではまず、歯科医院開業の前に必ず知っておくべき「経営」「ビ

ジネス」とは何か。また、経営の軸となるマネジメントフレーム（枠組み）

について学びます。

第２章では、第１章からさらに進んで、成功する歯科医院開業のための

方向づけと、プロジェクトプラン（事業計画）に向けての戦略の検討につ

いて学びます。

第３章からは実践編となります。まず、銀行融資の際にも必要となるプ

ロジェクトプラン（事業計画）に盛り込むべき内容、立て方のポイントに

ついて学びます。

第４章では、計画を実現するためにどのような行動が必要なのか、具体

的なスケジュールをもとに見ていきます。

第５章では、開業からブランディングをスタートし、その後も成長し続

けるための、ブランディングを軸としたマーケティング・広告戦略につい

て解説します。

第６章では、院内スタッフの管理・人事・教育・コミュニケーションな

ど、人財マネジメントに関して学びます。

本書の位置付けは、クリニック経営の入り口でありながら経営の神髄を
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網羅しており、歯科医院の開業準備～開業までをメインのテーマにしてい

ます。ですので、経営についてまったく詳しくありませんという方でも、

読み進める中で自然と基礎知識がつくように設計しておりますので、ご安

心ください。

実際に、「経営知識がゼロで、自分のクリニックが欲しい」がスタート

だった勤務医の先生でも、「開業＝起業」にマインドをシフトでき、最寄

り駅から車で 20 分以上の地方ロードサイド立地でも、開業初月でカルテ

350 枚以上・200 万円以上の黒字化を達成した事例もあります。内覧会でも、

業者に依頼しなくとも 200 名以上の来院実績は、私たちにとって珍しいも

のではありません。

これらは一例ですが、より詳しい解説や自らの起業・経営に落とし込み

たい方は、問い合わせていただければと思います。

まずはご自身に「開業＝起業」のマインドをセットし、経営にほどよい

危機感と大きなワクワクを抱いていただけたら幸いです。本書を通じて、

理想的なクリニック経営のきっかけを掴みとり、思った以上の“目的地”

に到達されることを願ってやみません。

2020 年 12 月

　アプローチ代表　中村　浩介
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