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　 はじめに

新しい時代の「クリニック開業」

　現在、新型コロナウイルスの感染拡大を契機として、世界で様々
な変革が加速しています。日本においても、超高齢化社会への対応
や社会保障財政の制約など、課題は山積みです。一方、国民の健康
意識や医療に対する期待はますます高まっており、医療のあり方が
改めて注目を浴びているといえるでしょう。

　医療技術の発展もめまぐるしいものがあります。例えば、情報技
術の進化によって、睡眠の質や心電図といったヘルスケアに関する
詳細な情報が、Apple Watchなどのウェアラブルデバイスを通じて、
個人レベルでリアルタイムかつ連続的に計測することができるよう
になり、その情報を外来診療に活用したり、個人が日々の生活に活
かしたりすることができる時代になりました。今後は、人工知能の
活用や、遺伝子治療や再生医療といった精密医療が実用化すること
で、健康寿命のさらなる伸長が期待されているところです。
　人生100年時代において、AIやロボットなどを用いた身体機能の
拡張により、健康に対する価値観も変化していくでしょう。

「開業すれば黙っていても患者が来る」時代は昔の話、新型コロナ
ウイルス感染拡大前から患者の「受診控え」は始まっています。年
間億単位の収入を得ている院長がいる一方で、開業資金を多くつぎ
込んだのに患者が集まらず、資金繰りが困難となり、経営を維持す

るために院長自らアルバイトに出るというケースが増えているのも
実情です。
　これほどまでに事業環境が変化しつつあるにもかかわらず、「ク
リニック開業」については、いまだに古い感覚が残っているように
感じています。「何年病院に勤務したら開業したい」「開業する際は
銀行から多額の融資を得て」と、旧態依然とした固定観念で語られ
ることが多いように思います。果たして本当にそれでいいのでしょ
うか。

　現在あるいは将来、クリニックの開業を検討している方、これか
ら医師になりたいと思っている方に本書が伝えたいのは、ローコス
トで（最低200万円から）効率的かつ効果的に開業できる新しい時代
の「クリニック開業」です。いや、開業の方法論にとどまらない、
これからやってくるヘルスケア産業における事業環境の劇的な変化
を踏まえた「医師として新しいヘルスケアシステムに適応するため
の処方箋」といってもいいかもしれません。
　また、本書は、医療提供体制を取り巻く政策の現況や、ヘルスケ
ア産業を大きく変化させるであろう、デジタルヘルスもカバーして
おり、医師以外の方にとって参考になる内容と自負しています。

　従来クリニック開業は「一世一代」のライフイベントということ
で、どうしてもハードルが高いイメージがあったかと思いますが、
本書を読んでいただくことで、200万円と開業費用を抑えて効率的
かつ効果的に開業するための具体的な方法を知ることができるでし
ょう。また、今後、大きく変わっていくヘルスケア産業の未来を見
据えて、医師個人がキャリアパスをどのように描くか、どのように

200man_Starting_medical_practice_book.indd   2-3 2021/06/17   14:51



32

お
わ
り
に

章
3

章
4

章
5

は
じ
め
に

章
2

章
1

　 はじめに

新しい時代の「クリニック開業」

　現在、新型コロナウイルスの感染拡大を契機として、世界で様々
な変革が加速しています。日本においても、超高齢化社会への対応
や社会保障財政の制約など、課題は山積みです。一方、国民の健康
意識や医療に対する期待はますます高まっており、医療のあり方が
改めて注目を浴びているといえるでしょう。

　医療技術の発展もめまぐるしいものがあります。例えば、情報技
術の進化によって、睡眠の質や心電図といったヘルスケアに関する
詳細な情報が、Apple Watchなどのウェアラブルデバイスを通じて、
個人レベルでリアルタイムかつ連続的に計測することができるよう
になり、その情報を外来診療に活用したり、個人が日々の生活に活
かしたりすることができる時代になりました。今後は、人工知能の
活用や、遺伝子治療や再生医療といった精密医療が実用化すること
で、健康寿命のさらなる伸長が期待されているところです。
　人生100年時代において、AIやロボットなどを用いた身体機能の
拡張により、健康に対する価値観も変化していくでしょう。

「開業すれば黙っていても患者が来る」時代は昔の話、新型コロナ
ウイルス感染拡大前から患者の「受診控え」は始まっています。年
間億単位の収入を得ている院長がいる一方で、開業資金を多くつぎ
込んだのに患者が集まらず、資金繰りが困難となり、経営を維持す

るために院長自らアルバイトに出るというケースが増えているのも
実情です。
　これほどまでに事業環境が変化しつつあるにもかかわらず、「ク
リニック開業」については、いまだに古い感覚が残っているように
感じています。「何年病院に勤務したら開業したい」「開業する際は
銀行から多額の融資を得て」と、旧態依然とした固定観念で語られ
ることが多いように思います。果たして本当にそれでいいのでしょ
うか。

　現在あるいは将来、クリニックの開業を検討している方、これか
ら医師になりたいと思っている方に本書が伝えたいのは、ローコス
トで（最低200万円から）効率的かつ効果的に開業できる新しい時代
の「クリニック開業」です。いや、開業の方法論にとどまらない、
これからやってくるヘルスケア産業における事業環境の劇的な変化
を踏まえた「医師として新しいヘルスケアシステムに適応するため
の処方箋」といってもいいかもしれません。
　また、本書は、医療提供体制を取り巻く政策の現況や、ヘルスケ
ア産業を大きく変化させるであろう、デジタルヘルスもカバーして
おり、医師以外の方にとって参考になる内容と自負しています。

　従来クリニック開業は「一世一代」のライフイベントということ
で、どうしてもハードルが高いイメージがあったかと思いますが、
本書を読んでいただくことで、200万円と開業費用を抑えて効率的
かつ効果的に開業するための具体的な方法を知ることができるでし
ょう。また、今後、大きく変わっていくヘルスケア産業の未来を見
据えて、医師個人がキャリアパスをどのように描くか、どのように

200man_Starting_medical_practice_book.indd   2-3 2021/06/17   14:51



54

お
わ
り
に

章
3

章
4

章
5

は
じ
め
に

章
2

章
1

クリニックの事業モデルを展開していくかといった点についても、
私なりの仮説やその背景にある考え方について述べたいと思います。

　私は現在、国内外で「まめクリニック」を８拠点展開する傍ら、
大学教員として医療政策や医療経営に関わる研究・教育を行いなが
ら、自治体やコンサルティング会社・スタートアップの顧問、海外
の企業の代表などを務めています。
　私のキャリアは、筑波大学医学部を卒業して臨床研修を終了した
後、ヘルスケア産業に特化した外資系コンサルティング会社に入社
したことが出発点です。なぜ医学部から経営コンサルタントを目指
すようになったかというと、大学時代に株式会社リクルートをはじ
め、様々なアルバイトを経験する中で、ビジネスに強い関心を持っ
たことが背景にあります。
　加えて、病院での研修を通じて、医療の質や経営の不在・ばらつ
きを含め、病院組織は「マネジメント」が十分でないと感じたから
です。それ以来、医師の視点を持ちながら、医療だけでなく、介護
や周辺事業を含むヘルスケア産業の全体を視野に入れ、行政・経
営・現場という３つのレイヤーを行き来しながら、それらが持つ
様々な課題の解決に貢献していくことを自分の使命と思うようにな
りました。

　経営コンサルタントとしての業務の傍ら、大学の教員として、医
療提供体制に関する研究や提言を行うとともに、ヘルスケアに特化
したMBA（経営学修士）の養成に従事しました。その後、厚生労働
省の医系技官として医療政策に従事したほか、オーストラリア
（KPMG）、米国（ハーバード大学およびジョンズホプキンス大学）で、海

外駐在および留学を経験させていただきました。
　私のような、ある意味、通常の医師としてのキャリアを外れてし
まった者に対して、様々な成長・ストレッチする機会を与てくださ
った方々には感謝してもしきれません。
　私の関心は、医療の世界を一般の医師よりももう少し広い視野で
俯瞰した、社会システムとしての医療、そこでなされる医療経営や
医療政策の変革を通じて、ヘルスケアシステムを発展させていくと
ともに、人々の健康やウェルビーイングに貢献したいというところ
にあります。

　ヘルスケアシステムを広い視野で見渡した上で、クリニック開業
について感じることは、事業環境が目まぐるしく変化する中で、こ
れまでのように「お金をかけて診療所をつくれば、患者はついてく
る」といった安易な開業は今後通用しなくなるということ。また、
今であれば、その変化に適応する新しい事業の開発をリードするこ
ともできるということです。

　繰り返しになりますが、クリニックの事業環境は大きく変化して
います。
　後ほど詳しく述べますが、今後、人口減少や高齢化、セルフメデ
ィケーションの推進、医療技術の発展などによって、外来患者数の
大幅な減少が見込まれます。もしかしたら、10年後には診療所はい
らなくなる！？……これはもちろん極論ですが、コロナ禍における
「受診控え」のように、既にその兆候は様々なところで見え始めて
います。
　一方、今後の事業環境の変化を見据え、新しい事業モデルや事業
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6

ドメインを模索することの必要性についても訴えたいと思います。
銀行から多額の借入れをし、立派な城を構え、患者を待つ、という
従来型の開業スタイルに縛られる必要はまったくないのです。
　まさに、「医師として、自分は何ができるか」「人生100年時代に
おいて、様々なテクノロジーが導入される中、顧客に対してどのよ
うな体験価値を提供できるか」を自由に発想してもらいたいと思う
のです。

　本書は、以下のように構成されています。
　１章では、コロナ禍における日本の外来診療の現状と課題、現行
の医療政策を踏まえて、今後の医師のキャリアのあり方に関する考
察を行います。
　２章では、失敗しない開業のポイントについて解説します。
　３章では、開業後の事業継続や事業拡大のポイントについて解説
します。
　４章では、近年注目されているデジタルヘルスについて、いくつ
かの革新的なトピックに触れながら、未来のクリニック経営や診療
スタイルのヒントを示します。
　５章では、初期投資200万円で開業できる「まめクリニック」モ
デルの特徴について解説します。

　本書を読んでいただいた多くの方々と、ヘルスケア産業の明るい
未来について語りあう日が来ることを願ってやみません。

　　2021年６月吉日
まめクリニックグループ代表　石川 雅俊

はじめに　新しい時代の「クリニック開業」	 2

新型コロナウイルスがクリニック経営に	
もたらした３つの変化	 16

✚セルフメディケーションの推進による 
　患者の受診行動の適正化  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  16

✚オンライン診療の推進  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  18

✚データヘルスの推進  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  21

医療提供体制に影響をもたらす３つの医療政策	 23

✚医療機関の機能分化と連携・集約化  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  23

✚医師の地域・診療科偏在の解消に向けた取り組み  ‥‥‥‥‥‥‥  25

✚医師の働き方改革  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  29

これからの医師のキャリアパスにもたらされる	
３つの変化	 33

✚より主体的に多様なキャリア・働き方の 
　選択をする医師が増加  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  33

✚開業医志向は低下・グループプラクティスの増加  ‥‥‥‥‥‥‥  34

新型コロナウイルスがクリニック経営に
もたらした３つの変化	

1章

コロナ時代における医師のキャリアパス
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