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壁面にも動物がたくさん！ワクワクする外観の動物病院です。
（小泉ネスト動物病院／福岡県北九州市八幡西区／2016年3月開院）
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社 員（ ス タッフ ）の 力 を 借 りる に は

代 表 か ら の ご 挨 拶

数年前、
お客様のクリニックへ足を運んだときのことです。

ない業務量です。私が理想とするのは、
ビスカをより良くするた

それまでエントランスに置いてあった傘立が真新しい傘ポン

めに、現場の社員が主体的に考えて実践してくれる環境です。

（傘袋の自動装着機）に変わっていました。先生にそのことをう
かがうと、受付スタッフの提案がきっかけだとおっしゃいます。
「大切にしていた傘がなくなった」と残念そうにしている患者様
を前に、
とても申し訳なく感じた受付スタッフが、大切な傘を院
内に持ち込めるようにと傘ポンの導入を提案したそうです。
「このようなアイディアを出してくれるスタッフがたくさんいる
ことは、
クリニックにとって大切な財産なのではないか」と感じ
ました。傘ポンの導入にはそれ相応のコストがかかります。
とも
すれば先生に負担がかかることをあえて提案する。そこに「クリ
ニックを良くしたい」という想いがないと、なかなかできない行
動だと思いました。
一方、日々、私自身が感じていることですが、社員の数が増え
てくると、経営に関する業務に加えて、社員や新人の教育に関
する数えきれないくらいの仕事も求められます。
「どうしたらお
客様に喜んでいただけるか？」
「どうすればミスなく仕事を進め
られるか？」
「どうすれば新人が現場で早く活躍できるのか？」。
私ひとりではとてもカバーしきれず、社員の協力なくしては進ま

では、
どうすれば社員やスタッフの力を借りられるのか？
その先生はスタッフにいつもこんな声をかけているといい
ます。
「まず一番に家のことを考えてください。
クリニックのことは二
番目でいいですよ」。
私はなるほどと納得しました。家庭を持つ女性スタッフに対す
る先生の思いやりが感じられたからです。
「お子さんが熱を出したときは遠慮なく帰ってくださいね。その
ためにたくさんのスタッフさんに働いてもらっているのですよ」。
こんな言葉もかけていると、その先生はごく自然におっしゃい
ます。先生の心からの思いやりが伝わっているからこそ、
スタッ
フはクリニックを良くするために協力してくれるのだなと感じま
した。
「人の力を借りようと思ったら、
まず相手のことを考える」。
私自身、
ビスカへの経営に役立てたいと思う教えでした。

代表取締役
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ビスカ商品導入クリニック

北千束動物病院 様
KITASENZOKU ANIMAL HOSPITAL
平家物語にも池月として登場する、歴史ある東
京都大田区の北千束。桜の名所として名高い洗足
池からも近く、静かで暮らしやすい住宅街が広がり
ます。北千束動物病院は1996年の開業以来、
「動
物たち、
飼い主さまの双方に『幸せ』な獣医療」を理
念に、診療を行ってきた動物病院です。
グループ病
院として港区では芝浦ペットクリニック、
中央区では
銀座ペットクリニックも運営されており、飼い主さ
まからは、専門性が高く、人に対しても動物たちに
対しても親身な医療で高い評価を受けています。
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今回は、銀座ペットクリニックのホームページに
続き、３月には北千束動物病院と芝浦ペットクリ
ニックのホームページをビスカでリニューアルされ
た、統括院長・CEOの笹井利浩先生にお話を伺い
ました。

北千束動物病院
東京都大田区北千束2-26-4
http://www.doc-kitasenzoku.com/
1

1笑顔の受付スタッフ。北千束動物病院では動物たちと飼い主さま
の力になれるよう、獣医師から受付スタッフまでが相談や質問には
じっくりと耳を傾け、親身に対応してくれる。2迷ったことがあれば
受付横にある「なんでも相談コーナー」で気軽に問い合わせること
ができる。3先に公開されている銀座ペットクリニックのホームペー
ジ。病院の理念をトップページでお伝えして、病院の方針を飼い主さ
んに理解してもらう。4北千束動物病院 外観。外壁も院内も、連れ
て行くのが楽しくなるようなかわいいイラストや明るい色で構成さ
れている。

ホームページでは修正の早さと
スマートフォン対応を重視
まずはビスカで銀座ペットクリニックのホームページ
を作り直されて、実感されたことを伺いました。

日々の診療などを綴ったブログが注目を集める
笹井先生がホームページを作り替えられて意外だっ
たことは、
ブログの訪問者の多さでした。
「銀座ペットク
リニックでは院長ブログとして、僕の毎日の診療やセミ

「今まではホームページ制作を別の２社に依頼してい

ナー報告などを載せています。2週間に一度をめどに

たんですが、そこに比べると情報修正がとても早いで

更新していますが、そこに書いた話題が飼い主さまか

すね。遅くとも１週間以内には修正してもらえる。ホー

ら出ることが多いんです」。笹井先生は外科が専門のた

ムページの長所は新しい情報がすぐに公開できること

め、
ブログの話題も外科のことが中心です。そこから北

ですから、この早さには満足しています」と笹井先生。

千束動物病院の治療方針が見えてくるとして、飼い主さ

また、価格設定にもご満足いただいているご様子で、

まによく読まれているそうです。

「ホームページとパンフレットなどの紙媒体も一緒に

ホームページ制作当初には思いもしないことだった

頼めて、
リスティング広告もすぐに対応してくれる。相談

そうですが、飼い主さまにブログをお読みいただくこと

しやすくて適正価格。安心して任せられる制作会社に

で、笹井先生への親しみとより高い信頼感を寄せてい

やっと巡り合えたという思いです」との言葉をいただき

ただけるようになり、ブログは効果の高いコーナーと

ました。

なったのです。

北千束動物病院では、初診時にご来院のきっかけを
伺っています。すると、約８割の飼い主さまから「ホー
ムページを見て来た」という回答が返ってきたのです。
「昔は動物病院は 口コミが 大 事 だと言 わ れていまし
た。
でも今の時代、飼い主さまはホームページをご覧に
なってからご来院されるのです」。
さらに笹井先生は、ホームページといえばスマート
フォン対応が必須だとお考えです。
「 パソコンよりもス
マートフォンで検索してホームページをご覧になる方
が多い。
スマートフォンならどこにいてもすぐにご覧い
ただける。スマートフォン対応は今や、動物病院だけで
なく、
すべての企業広告の生命線と言えるのではないで
しょうか」。

チラシからホームページへの
誘導で宣伝効果をより高める
北千束動物病院グループではチラシ配布も検討して
います。ところが動物病院はチラシで治療費用や医療
行為について細かくご説明することはできません。そこ
で笹井先生が考え出されたのがチラシとホームページ
の連動です。
「チラシの表には当院の理念を書き、医院
名をネットで検索いただくようにします。一方で、
トリミ
ングサロンについては規制がないため、裏面ではトリミ
ングサロンを案内しています」。チラシで北千束動物病
院グループの理念を知って興味を持たれた飼い主さま
が、チラシの誘導に沿ってアクセスし、
より具体的で豊
富な情報が掲載されたホームページにたどり着く流れ
になっています。
既に同グループの北千束動物病院と芝浦ペットクリ
ニックのホームページもビスカで新たにアップされてい
るので、効果が出るのか楽しみです。
ビスカではホーム
ページ制作を通して、飼い主さまに詳しい病院情報を
スムーズにお伝えするお手伝いをしていく所存です。

猫の待合室に置かれたオーダーメイドの猫形掲示板。

グループの統括院長の笹井先生。
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医療業界での最新情報を得るために、
参考にしている媒体は？

②業界専門誌・専門新聞…50院
③メーカーの営業…41院
④代理店、材料店の営業…40院
⑤展示会…32院
⑥インターネット…27院
⑦学生時代のつながり…22院
⑧会計士・税理士…5院

70

40
30

32

・医師会からの会報やファックスには目をとおす。
27

・同業とも他業種とも交流する。

22

10

5
①②③④⑤⑥⑦⑧

最新設備や治療機器についての情報を
得るために、参考にしている媒体は？
70

②メーカーの営業…44院

50

③業界専門誌・専門新聞…42院
④展示会／代理店、材料店の
営業…41院
⑤インターネット…19院
⑥学生時代のつながり…14院
⑦会計士・税理士…1院

3

・疑問に思ったことはすぐ調べる。

20

①所属学会・研究会・スタディ
グループ・勉強会など…60院

60

・DMや業者からのチラシに目を通す。

〈動物病院〉

・学会、勉強会、セミナーなどで、新しい医療についての情報を
手に入れる。
・普段受けているサービスからもヒントを得られるように、
アン
テナを多く持つ。

・情報源が信頼できるかどうか確実に見極める。
・雑誌などの情報は、
タイトルと掲載箇所を書いたカードを作っ
て必要な時にすぐ取り出せるようにしている。

44 42 41

40

・インターネットで気になるワードを検索して、引っかかった記
事に目を通す。

・色 々な症例をインターネットなどで調べ、
より新しい、
または
正しいものを参考にする
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①②③④⑤⑥⑦

経営についての情報を得るために、
参考にしている媒体は？

①会計士・税理士…42院
②所属学会・研究会・スタディ
グループ・勉強会など…32院
③業界専門誌・専門新聞…25院
④インターネット…20院
⑤学生時代のつながり…18院
⑥展示会…8院
⑦代理店、材料店の営業／
メーカーの営業…7院

50
40

42
32
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20
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⑧その他…1院
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①②③④⑤⑥⑦⑧

■ アンケートのお願い
ニュースレターは常にお読みになる方の
ております。
ご感想･ご意見をお待ちして
おります。
なお、
お答えいただいた方の中

今 回のおやつ

パリトロ・スイート
（8個入）

アンケートの集計結果によると、
医療業界での最
新情報と、
最新設備や治療機器についての情報の
両方を
「所属学会・研究会・スタディグループ・勉強
会など」から得る、
と7割以上のクリニックが回答し
ています。
そのほか専門誌やメーカーの営業マン
も大事な情報源となっており、
専門家集団である
業界や関連団体への高い信頼性が窺えました。
経営については会計士・税理士の話を参考にし
ているクリニックが半数見られました。
また、
イン
ターネットや学生時代のつながりも活用されてお
り、業種を超えた交流や日常生活からも情報を
吸収しようとする、柔軟な先生が多いようです。た
だし、現代は様々な情報が氾濫する時代です。情
報に踊らされないためには、正しい情報源かどう
かを見極める注意も必要と言えるでしょう。

チョコレートの
魅力を味わい尽くす、
3層仕立ての贅沢な
プチショコラケーキ
です。

図書カード3,000円分を5名様にお届け
いたします。アンケートにご希望の商品
を明記の上、
ご意見をお寄せください。

3

VANILLABEANS
http://chocolatedesign.co.jp/shopdetail/000000000031/

1701号のプレゼントには下記の方が
当選されました。
おめでとうございます。

図書カード

から抽選で右記のスイーツを5名様に、

■ プレゼント当選者発表
生どら焼き

ご意見を反映させる紙面づくりを心掛け

新しい情報を得るために、普段から
気をつけていることを教えてください。

・患者目線で各種サービスを評価しようと努める。

4140

0

歯科医院…52院
動物病院…26院

〈歯科医院〉
50

50

一般医科…4院
薬
局…2局

4

64

60

ファックスアンケート

N＝84

情報収集媒体について

①所属学会・研究会・スタディ
グループ・勉強会など…64院
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Q U E S T I O N N A I R E

・川島動物病院（新潟県新潟市）
・すずき動物病院（神奈川県座間市）
・ごとう歯科クリニック
（愛知県名古屋市）
・夕陽丘動物病院（大阪府大阪市）
・もろい歯科・小児歯科医院（福岡県福岡市）
・北広島おぎの眼科（北海道北広島市）
・四谷見附矯正歯科（東京都新宿区）
・しょう華薬局（兵庫県明石市）
・梶井歯科医院（山口県宇部市）
・名和歯科医院（熊本県熊本市）
敬称略

V I S C A

N E W S

ワンちゃん向け
「ヘルスブック」発売開始！

ビスカニュース

リライトカード診察券の
裏面が白地になります

展示会のご案内

動物病院から犬のオーナーさんに

ご予約の日時を何度も印字できるリ

日本デンタルショーのビスカブース

2月18 ～ 19日 に 開 催され た 中 部

お渡しするヘルスブックが新販売で

ライトカードをお使いのクリニック

に は、多くの 先 生 にご 来 場 い た だ

す。通院記録を残せる、今までにな

が増えてきました。弊社でご用意し

き、誠にありがとうございました。

いタイプの手帳となっています。犬

ているリライトカードは、表面は白地

の健康寿命を延ばすために、定期検

に4色印刷、裏面は銀ネズ色に黒1

診の重要性をオーナーさんにお伝え

色の印刷でした。
しかし医療機関の

しませんか。健康な時こそ、何でも相

清潔さを際立たせる白地をご希望

談できるホームドクターとしてご活

されるお声を多くいただき、改良の

躍の先生にぜひご検討いただきた

課題としておりましたが、
このたび、

い手帳です。

すべてのリライトカードの裏面を白

手帳は1種類、表紙は2種類のデザ

地にできることになりました。

インから選 べて院 名 印 刷 も承りま

今後は、すべて白地の裏面でのご用

す。詳しくは同封のリーフレットをご

意となります。ご承 知おきのほど、

参照ください。

よろしくお願い申し上げます。
今後の出展予定です。
歯科

近畿デンタルショー 2017
日程／ 4月8日（土）～ 9日（日）
会場／大阪南港ATCホール
（大阪府大阪市）

銀ネズ

歯科

九州デンタルショー 2017
裏面が白地になります。

日程／ 5月27日（土）～ 28日（日）
会場／マリンメッセ福岡
（福岡県福岡市）

V I S C A

T O P I C

耐震性に優れたカルテ専用ラック

耐震性に優れたラックは日本ビスカにお任せください
クリニックのスペースに合わせ、最適なラックをご提案します。完成品でお届
けし、設置も配送担当者がすぐに使える状態まで行います。地震対策用とし
てラックの下部には転倒防止板を標準装備しています
（オリジナルラック、特
注ラックのみ）。
実際に大震災を経験されたクリニックからは「耐震性のことを一番に考えて
ビスカを選びました」とのお声もいただいております。
「スタッフに安心してカルテ出しの仕事をして欲しいという思いから、耐震性
に優れたビスカのラックを選びました。つい先日まで何十年もの間、雑多な
資材に溢れていた倉庫がたった一日で機能的で美しく安全なカルテ倉庫に
生まれかわるなんて……本当にビックリしました。
これまでのカルテ倉庫に
比べてスペースもあり作業しやすくなり、
スタッフも大変喜んでいます」。
カルテの整理にお困りでしたら、
ラックも合わせて日本ビスカにお問い合わ
せください。

4

ビスカの
商品への
こだわり

「予約システムで予約作業の手間を減らせます」
従来、患者様の予約内容は手帳やアポイントメント帳に書き込まれていました。特に
歯科医院様では、
アポイントメント帳を受付に1冊おき、多くのスタッフで共有して使
うことが珍しくありませんでした。
ところが人の手で記載するため、
ブッキングや消し
損じ、書き間違い、字が乱れていて読めないなどの問題が頻発していました。
レセプトコンピュータとセットになった、パソコンで管理するアポイントメント帳もある
ものの、
レイアウトが変更できず、項目の増減などを細かく調整できないというケー
スも見られます。せっかく導入したデジタル式アポイントメント帳を不便に感じて、再
び紙のアポイントメント帳に戻すクリニックもあります。
今回は、紙のアポイントメント帳を使用されていたクリニックが、
インターネット診療予
約システム「ビスカMr.WEB予約V」を導入、
ご活用されている事例をご紹介します。

1

CASE

紙とシステムを約1カ月併用し 現在はシステムのみで管理

ましやま

増山デンタルクリニック様（栃木県下野市）
以前はワードやエクセルなどで作って印刷したアポイ

しているうちに、だんだんとスタッフも慣れてきたんで

ントメント帳を使っていらっしゃいました。毎朝それを受

す」。最終的には全スタッフが予約システムを使いこな

付スタッフがコピーして、4台の診療ユニットの脇に張り

せるようになり、紙をなくしてもまったく問題は起きま

出していたのですが、院長の増山先生にはひとつ気にな

せんでした。

ることがあったそうです。
「紙のアポイントメント帳では、

予約システムでは患者様の個人情報を守り、
ブッキン

患者様からのぞき込まれると見えてしまう。個人情報が

グなどのミスも減らしながら予約状況を共有できます。

もれるのが心配で予約システムを導入しました」。

増山デンタルクリニック様でも導入したところ、スムー

現在は受付にノートパソコンを置き、ユニット用に2
台のタブレットを置いて予約を管理されているそうで

ズに予約を管理できるようになり、助かっているとのこ
とです。

す。紙からMr.WEB予約Vに移ってどうでしたか、
とお聞
きすると、
「予約の電話を院内のどこで受けても、すぐ
に誰でも予約を取れるところがいいですね」というお返
事。今では先生もスタッフも予約システムを見事に使い
こなしています。
紙から予約システムへとうまく移行できた理由は、約
1カ月を移行期間としたからでした。
「パソコンが苦手
なスタッフもいました。でも、紙と予約システムを併用

5

▲DH（歯科衛生士）の枠を本来の診療時間より前に作成して、
出勤予定のスタッフの名前を書き込んでメモ代わりにしている

CASE

2

診療時間外でも予約可能。患者様もスタッフも楽々予約

秩父臨床デンタルクリニック様（埼玉県秩父市）
秩父臨床デンタルクリニック様で Mr.WEB 予約 Vを

にとって、診療時間に関係なくいつでも予約ができる

導入したのは約3カ月前。それ以来、紙のアポイントメ

のは便利だと思いますよ」。同クリニック様ではさらに

ント帳と併用しながらシステムを使ってきました。
「ド

システムを活用しようと、診療の3カ月後に出すリコー

クターが16人いるのでiPadが足りなくて、今のとこ

ルハガキもメールにしようと考えているそうです。
「ハ

ろ紙も使っている状況です」と受付の市川さん。ユニッ

ガキよりもメールの方がスタッフの作業も減ると思い

トの そば に 貼られ たアポイントメント帳を確 認され

ます」。また、患者様の携帯電話にメールが届けば、そ

るドクターもまだまだ多いものの、だんだんと診察台

のまま予約システムにつなげて予約をとることもでき

で予約を取ってくれるドクターも増えてきたそうです。

ます。

「受付での予約作業が減ったので、ご来院される患者
様にも余裕を持って対応できるようになりました」。

さらに今後はiPadの数を増やし、システムに完全
移行する予定です。
「患者様も楽に予約ができるよう

同クリニック様では患者様がインターネットからも

になり、その上受付を始めとするスタッフの負担が減

ご予約がとれるように設定されています。
「診療時間

るといいですね」と市川さんも今後に期待していらっ

外の夜遅くに予約をいただくこともあります。患者様

しゃるようです。

▲全スタッフ名を表示し、その日のスタッフごとの患者様が分かるようにしているほか、
ドクターのみ、歯科衛生士のみでも表示できるようにしている

予約システムはストレスのない予約を実現します
「パソコン＝難しい」という印象を持たれることがありますが、予約システムは使い勝手のよさを考えて
作り上げられています。導入したクリニックからは、予約情報が一瞬で共有でき、紙を何度もコピーする
手間もかからなくなって楽になった、
という声を寄せていただいています。
また患者様がインターネット
で予約をとれるように設定することで、
「予約したいのに電話が通話中」
「診察時間内しか予約ができな
い」といったお悩みも解決できるのです。
ビスカでは予約システムを通じて、患者様が便利に予約できるようになり、
スタッフの皆様の負担も減ら
せるように、
これからもサポートしてまいります。
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D E S I G N O F WA I T I N G RO O M
待合室、受付の工夫をご紹介いたします

01

「授乳室のあるクリニック」
日本大通マリブ歯科（神奈川県横浜市中区）

日本大通マリブ歯科様には授乳室とおむつ交換台が
あり、子育て中の患者様も安心して通院できるよう配慮
されています。
「 駅直結というアクセスの良い立地なの
で、横浜やみなとみらいに観光でお越しいただいてい
る方、地域の皆様もお気軽にお使いください」と院長の
石井先生はおっしゃいます。
モルディブをイメージした待合室はブラウンを基調
にした落ち着ける雰囲気です。奥行を作る壁の配置と
背もたれのない低いソファーでリラックス感のある広さ
を演出しています。待合室とキッズスペースを仕切る壁
には中を覗ける窓があるので、常にお子様に目が届き
保護者の方も安心です。その窓が待合室の中に程よい
抜け感を生み出しているので圧迫感もありません。

「トイレが男女別のクリニック」
あきファミリー歯科（埼玉県川口市芝東町）

02

あきファミリー歯科様の待合室は、イメージカラー
のオレンジを引き立てる白と茶色という自然色で構成
されています。
「高級感を出さず、親しみやすい 雰囲
気にしたかった」とおっしゃるのは院長の秋山先生で
す。明るさと開放感を演出したガラス張りの待合室に
はカウンターを設置。足元を曇りガラスにしているの
で女性でも外からの視線が気になりません。
特にトイレは「女性が 快適に使えるように」と男女
別にしています。車イス用トイレにはオムツ替えシート
とチェアがあるので小さなお子様連れの患者様も安
心です。実は院内にも院長先生用とスタッフ用のトイ
レがあり、スタッフへの気遣いも感じられます。

医療機関の快適な受付を創造します

ご開業・ご改装を検討されているご友人をご紹介ください
ビスカ製品をお使いになられていかがでしょうか。もしご満足いただき、
お知り合いにご開業やご改装を検討されている方やカルテ整理をお考え
の先生がいらっしゃいましたら、
よろしければ弊社にご紹介くださいます
ようお願い申し上げます。
ご紹介先には「ビスカ・無料サンプルセット」を

本 社：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-24-20 KDX新宿6丁目ビル10F
営業所：札幌・仙台・名古屋・大阪・福岡

http://www.visca.co.jp/
お問い合せ・ご注文は

お送りいたします。
また、
ご紹介くださいましたお客様には粗品を送らせ
ていただきます。
ご紹介いただける場合には、別添の用紙にご記入の上、
ファックスを弊社まで送信くださいますようお願いいたします。
※すでにビスカユーザーの先生のご紹介はご遠慮くださいますようお願いいたします。

TEL
FAX

0120 -12 - 7716

0120 - 40 - 7716

E・NL1704

