
インターネットを利用した集患

Esperanza Road



本日の流れ

Esperanza Road

・インターネットを使って医院への来院を増やすにはどうすれば良いのか？

・歯科医院様のインターネットでの来院増加にはホームページが欠かせない理由

・歯科医院様のホームページで集患するにはどんな事に気を付ければ良いのか？

またこれをきっかけに何もしないような売りっぱなしの悪徳業者撲滅に

業界のパイオニアとして協力出来ればと考えています。

目的
医院様の現在のホームページを使ってうまく集患出来るようになる

まだホームページをお持ちでない医院様は集患出来るホームページを意識して作れるようになる

ホームページを使ってインターネット集患をする為の全体像

各方法の個別説明と実践方法



歯科医院様のインターネット媒体は限られている

Esperanza Road

医療法などの関係上、すでに先生方もご存知のように、広告に対しての範囲が限られています。

現状では広告とみなされないホームページを使いインターネット上で集患をされている歯科医

院様が多いと思います。

ホームページを利用し集患をするのは現状ではベストです！

飲食

食べログ、ホットペッパー、ぐるなびなど

美容

ホットペッパービューティー、ビューティーコレクションなど

集客出来る広告サイトが多く存在

歯科医院様向けには他の業種のような大手広告サイトが存在しない



まずはホームページの目的を明確に

Esperanza Road

ホームページで患者さんを集めれない理由は目的が明確になっていない場合が多いです。

出来る限り目的を明確にする事で誰に何をどのように提供するのか？ターゲットを絞って

対策する事が大切になります。

誰に？

小学生の子供を抱える親御さんに

目的は出来るだけ細かくしぼりましょう

何を？

小児向けの予防歯科を

どのように？

歯みがき指導だけでなく手軽なエピオスなどを使って

細かく絞り込む事でホームページへ来た見込み患者の来院率を高める事が出来ます

また SEO 対策などにも有効となります



ホームページで集患するフローチャート

Esperanza Road

ホームページを使って集患するには難しく考えてはいけません。

フローチャートを見ながら配分を考えていけば集患に近づいていきます

ホームページで集患をする

ホームページ
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ホームページで集患するには

Esperanza Road

ホームページで集患と言えばとても複雑な事をしないといけないイメージがありますが

実はホームページの集患の仕方はいたってシンプルで 2つの事に気を使えば集患出来ます。

既にホームページをお持ちの方もお持ちでない方も現状出来る方法をお伝えしていきます。

後はどこをどうやって対策をしていくのかチェックシートを使ってチェック

していきます。

実はこの 2つを考えて考えてするだけでホームページで集患出来ます

ホームページへ

良質なアクセスを集める

ホームページへ

来た人の来院率や

問い合わせ率を上げる



アクセス解析

Esperanza Road

アクセス解析とは、ホームページへどんなユーザーが来て、どんな風にページを見ている

のかなどの情報を得る事が出来るツールになります。

一般的にはグーグルアナリティクスといった無料のツールがありますので、それを使って

解析をしていきます。

【アクセスが多い場合】
アクセスが多いのにホームページの効果がない場合、ページの内容に問題があると考えられます。

目的の部分でどんなユーザーかを出来る限りこまかく設定をした方が良いと言いましたがその理由はここにあります。

例えば、予防歯科に関して、子供の予防歯科に関心の高いユーザーに、一般的な予防歯科の内容（歯周病など）をオススメしてもあまり響きません。

反対に高齢者に対し、子供の予防歯科をオススメしても響きません。

同じ診療科目でも出来る限りターゲットが明確になっていなければ問い合わせ率や来院率は落ちてしまいます。

検索キーワードなどからどんなユーザーがホームページへ来ているのかの仮説を立てて文章を組み立てる事で問い合わせ率や来院率を上げる必要があります。

【アクセスが少ない場合】
またアクセス数の確認などもおこなう事が可能です。

アクセスが少ない場合、結果が出ない理由が明確ですので、どのようにアクセスを上げるのかを検証していく必要があります。

ぱっと見た感じアクセスが多くてもリピートやブックマークが多い場合は、知り合いや医院関係者の場合がありますので、そういった部分を確認しながら

対策を考える必要がございます。

これ以外にもアクセスについてはアクセスだけで 1時間以上話せるぐらいの内容がありますが簡単な例は上記のような例になります。

必ずホームページの対策を考える際にはアクセスを見ながら行っていかなければ、対策をしても効果が出ないだけでなく、反対に問い合わせを更に減らす事にもなり兼ねません。

アクセス解析は必ず導入して下さい。



良質なアクセスを集める方法

Esperanza Road

良質なアクセスを集める方法は大きく分けて 5種類！

お金がかかる部分があったりお金がかからなくても時間や手間がかかる部分もあります。

どこをどう対策していくかは医院さんによって変わってくると思いますが、お金がかから

ず、ほったらかしで大丈夫な部分に関しては、必ずやっていくようにしていきましょう！

※ホームページが持っている持っていないに関わらず対策出来る事もあります

検索サイトから

アクセスを集める

広告サイトから

アクセスを集める

SNS サイトから

アクセスを集める

メールから

アクセスを集める

その他直接

アクセスを集める



検索サイトから集める方法

Esperanza Road

検索サイトから集める手法は 3つ

１・検索キーワードで検索した際に上位に表示される

２・PPC と言った広告

３・マップへの登録

右は検索の画面で「歯医者　堺市駅」で検索した表示

になります。

■の部分が PPC

■の部分がマップ

■の部分が上位表示

となっております



検索上位表示にする方法

Esperanza Road

大きくわけて内部対策と外部対策があります

１・ホームページのタイトルにキーワードを入れる

２・中のページ数を増やす

３・ホームページの中の文章にキーワードを盛り込む

内部対策

１・他のサイトからリンクされる

２・SNS で話題にされる

３・グーグル系のサービスからリンクされる

外部対策

細かい設定はこの他にもたくさんありますが先生が行ってしまうとエラーが起こる可能性があるので基本的な

上の対策を取る事をおすすめ致します。

他のサイトからのリンクに関してはのべつまくなしでリンクを増やすとペナルティーをもらう可能性もあります。

相互リンクサイトなどは避けて外部リンクを増やすようにしましょう！

歯医者さんの口コミサイトなどからリンクを貼られると少し効果はあります。

口コミサイトは無料で登録出来るサイトが多いですので登録してみてはいかがでしょうか？



パーソナル検索

Esperanza Road

現在日本の検索サイトはグーグルが約半分近くを占めています。

その為 SEO 対策をしてユーザーが検索を行った際、検索結果の出来るだけ上に表示

させる事でアクセスを集めようと考えます。

ただ検索の世界は常に進んでいます。

今は 20％の割合の割合でパーソナル検索が適応されています。

パーソナル検索とは今までのその人の検索の履歴を検索サイト

が記憶をしてその人にあった検索結果を表示するようになる機

能です。

これが活発になればなる程 SEO 対策が意味のないものになって

しまいます



PPC 広告

Esperanza Road

PPC 広告はグーグルやヤフーが提供するクリック単価で料金が発生してくる広告です。

PPC 広告の利点

・自分の好きなページへ任

 意のキーワードでユーザーを誘導出来る

・表示されるだけだと広告費はかからない

・データーが集まると集患の予想が出来る

PPC は時間がかからずすぐに出す事が出来るので

即効性のアクセスを集める事が可能です。

また歯科医院様は PPC 広告を行っている医院様が

まだまだ他の業種に比べて少ない状態なので今から

参入しても十分勝算の可能性があります。



マップ

Esperanza Road

グーグル検索もヤフー検索も検索結果より上にマップが表示される事があります。

検索上位表示の対策（SEO）と同じくらい

力を入れるべき分野となっています。

通常の検索ではマップは表示されないですが

「業種＋地域」で検索した場合、検索上位の

結果よりも地図が表示される場合もあります。

※右参照

業者に頼めばお金が取られますがご自身で

行えば無料で登録可能となっています。

※ちなみに弊社では現在 980 円の交通費のみ

　にて登録代行を行っております。



ヤフーマップ

Esperanza Road

ホームページをお持ちでない医院様に朗報です。

無料のサービスでホームページに近い医院サイトが作る事が出来ます。

弊社でお作りした小田歯科医院様のヤフーロコです。

それぞれページを持つ事が出来、医院情報を伝えたい

だけの場合ならヤフーロコで十分です。

細かいところにこだわれば難しいですが取りあえず情報

を載せるだけであればご自身でも作っていただけます。

またパソコン、携帯、スマートフォン対応ですので、

モバイルサイトをお持ちでない医院様でも活用していた

だけます。

ヤフーの検索やアプリから飛ぶページとなりますので、

ホームページをお持ちの歯科医院様も持っておく方が

良いです



検索サイトからアクセスを集める総括

Esperanza Road

検索サイトからアクセスを集める為にも「無料」で一回登録してしまえば終わりになる

マップの登録は必ず行うべきです。

それ以外にも地域の町の情報サイトなどは無料で登録出来るサイトも多いのでそこには

登録をする方がいいと思われます。

SEO などの対策だけでなく地域の情報サイトなどは来院へつながる入り口を増やすためにも登録した方が良い

と思います。口コミサイトは賛否両論ありますが医院側が登録しなくても患者さんは好き勝手に口コミサイト

に投稿する事が出来る仕組みのサイトが大半です。

口コミを把握する意味でも（把握する事で削除依頼を出せる場合もある）登録をしておいた方が良いかと考え

ます。



広告サイトからアクセスを集める

Esperanza Road

広告サイトからアクセスを集める方法については検索サイトの外部リンクの対策と

かぶる部分がありますのでここではあまり述べませんがグルーポンなどのクーポン

系サイトは他の先生から評判を聞かれているかもしれませんが辞めた方が良いと

思います

クーポンを出す段階で

50％以上の割引が必要

クーポンで来院された患者様

の売上げの半分をクーポン系

サイトへ広告料として支払い

残った金額が医院様の売上げ

となります

クーポン系サイトへ掲載した場合、来院する患者様は医院へ通えないお住まいの方が、

多く来られます。矯正ならまだしもホワイトニングはまったくリピートにならない事が

ほとんどでし地域の患者さんの予約が取れなくなるなど売上げよりも信頼に響く場合も

ありますのでクーポン系は歯科医院様の場合掲載しない方が良いと考えられます



SNS サイトを使ってアクセスを集める方法

Esperanza Road

今はインターネットは情報を発信するだけでなくシェアしてもうら時代です。

マーケティングの変化

インターネットが普及しだし更に SNS と言われるソーシャル

メディア普及により共有部分をどうやって制するかで集患が

大きく変動するようになってきました。

※今まで口コミで広がる事が多かった業界（サービス業が主）

　では、口コミの広がり方は以前のような人と人の会話から

　広がるのではなくフェイスブックやミクシーなどの SNS を

　通じて広がるようになって来ています。

この広がりをどうやって広げるかが

重要な課題になってきます



ソーシャルメディアはどんなものがある

Esperanza Road

ソーシャルメディアは、誰もが参加できる情報発信技術を使って社会的やりとりを通じて

広がっていくように設計されたメディアであり、個人と個人、個人と組織、組織と組織の

間の情報発信が、インターネットサービスを経由することによってそれ自体が意味を持つ

コミュニティとなり、実社会に広く拡散され、影響力を持ち始めたメディア

今まで

個人の情報発信はあった人に広げ

る程度で口コミの広がりの効果は

限定的でした

今では
たくさんの人に一瞬で広がるように

なり個人の情報発信がマスメディア

以上の効果を出す事がある。

また個人個人はマスメディア程効果

がなかったとしてもたくさんの個人

に広げてもらう事で集患の効果を高

める事が出来ます。

口コミは広告規制を現在は適応され

ないので口コミを拡散してもらえば

無料で集患へつなげる事が出来ます



ソーシャルメディアはどんなものがある（２）

Esperanza Road

ソーシャルメディアの代表例

他にもたくさんのソーシャルメディアがありますが代表的なサービスとなっております

基本的にはすべてのサービスは無料で利用する事ができ大半のユーザーは上記のサービスのどれかを利用しています

グリー、モバゲーはコミュニケーションの形がコメントなどのやり取りよりゲームが主になりますので意識しなくても大丈夫です

ユーザー数はフェイスブックよりも多く伸びも目を見張るものがありますが現在はチャットのみ盛り上がっているので今後期待で良いかと



ソーシャルメディアはなぜ口コミが広がる

Esperanza Road

ソーシャルメディアは口コミを広げると言いますがなぜ口コミが広がるのでしょうか？

平均友達人数 平均友達人数 平均フォロアー数

108 人 50 人 183 人

例えば SNS のユーザーが何か発言すると

この投稿が友達の画面に表示されます。

SNS とはねずみ算式に口コミが広がる特徴があります。

例えばフェイスブックで投稿するとその友達全員の画面

に左のような内容が表示されます。

※設定方法によっては全員でない場合もあります！

フェイスブックの場合平均友達人数が１０８人ですので

計算上は 1人の人が投稿するとその発言が１０８人の人

に広まる事になります。

また友達が投稿に対して「いいね」とクリックすると、

更にその友達にも投稿が広がります



いいねで広がる口コム

Esperanza Road

いいねがどのように広がっていくか図にしてみました

108 人の友達の画面に投稿が表示される

図のようにねずみ算式で投稿した口コミが広がって

いきます。

予防歯科や小児歯科や訪問などは口コミが広げやす

い診療科目となりますので無料で使える口コミをう

まく使って集患へつなげればジワジワと来院の効果

が出てきます。

テレビなどと違い一気に来院するという事はないで

すが地域の患者さんなどを集めるにはぴったりです。
※広告規制がある保険診療はこの方法が広げるには

　もってこいです

投稿画面から投稿

友達がいいねをクリック

いいねをした友達の友達にも投稿が表示



いいねが来院へつながる為の注意

Esperanza Road

来院へつなげる為の注意点

先程の投稿で投稿を見た人がおいしそうだな？食べに行きたいなと思っても住所などの情報が掲載されていません。

投稿者が患者さんの場合いちいち医院の場所などを入れてくれません。

来院してもらう為にはコメントや画像の他に住所やホームページなどへいける設定をし来院してもらう為の仕組み

作りをしておかなければなりません。

どこにも住所やホームページなどへの情報が出ていない



PDCA

Esperanza Road

ホームページは制作で完了ではありません。

様々なデーターを確認しながら PDCAを繰り返す必要があります。

上の絵のように P（計画）を立てD（設計制作）

を行い、C（検証）をし、A（改善）をして行くという

流れになります。

制作で完了してしまえば C（検証）や A（改善）が出来ず

集患出来ない状態で置きっぱなしになってしまいます。

それではお金をかけて作ったものがまったく無駄になって

しまいますので、しっかりと上の改善を繰り返し効果を上

げる必要があります。

その為にはアクセス解析をしっかりと検証し改善点を発見

PDCA とは？

し、改善をしていかなければなりません。完成当時素晴らしい効果を上げるホームページでもこの作業をしていかなければダンダンと効果は落

ちていってしまいます。ホームページの投資を最大限活かす為にも PDCAをしっかりと行っていきましょう。
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