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報道関係各位

患者さんの「待ち時間が長い」、医師の「もっと患者に伝えたい」
2 つの問題を解決するソリューション

アイチケットプラス新発売
アイチケット株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：吉井浩一）は、クリニック・医院などの
診療施設を対象に、「iTICKET plus（アイチケットプラス）」を、2007 年 5 月 1 日より新たに発売いたし
ます。「iTICKET plus（アイチケットプラス）」は、既に販売中である、院内での待ち時間を大幅に短縮
する順番予約システム「iTicket（アイチケット）」に、“医師の声”を集めて制作された、患者さんに役立
つ映像コンテンツの配信機能を加え、機能強化したシステムです。

を導入した診療施設では、院内の受付の他、携帯・PC で待
ち人数や待ち時間を確認し、順番を予約することが可能、順番が近づいたら来院すれば良いた
め、院内での待ち時間を大幅に短縮することができます。また、診療施設からのお知らせや、
健康や日常生活に役立つ情報を、待ち状況を表示する注目度の高い院内モニターで映像にて放
映することができます。
来院の
オンラインの
来院の場合
オンラインの場合
iTICKET plus（アイチケットプラス）

携帯電話やパソコンのインター
ネットで外から順番予約

院内の受付で番号券を発券、待ち
人数や待ち時間を確認して一旦外
出も可能。

待合室では、モニターで、診療施設
からのお知らせや、健康に役立つ情
報を見ながら呼び出しを待ちます。

待ち時間を確認し、呼び出し前に
診療施設へ行きます。

◆iTICKET plus（アイチケットプラス）の主な機能━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
① 順番予約機能･･･受付窓口で番号券が発券されると、待合室のモニターに、待ち人数とおおよその待
ち時間が表示され、「どれだけ待てばよいのか」を確認することができます。
② オンライン機能
オンライン機能･･･自宅や外出先で、携帯電話やパソコンのインターネットを利用して、順番予約と待

ち人数や待ち時間の確認が出来ます。つまり、順番予約のためだけに出かけること
や、待合室で長時間待つ必要もありません。
③ 映像配信機能･･･待ち状況を表示する院内モニターでは、「医師の声」を集めて制作されたコンテンツ
や、診療施設からのお知らせなど、患者と医師のコミュニケーションに役立つ情報が
映像配信されるため、診察前や会計時などのちょっとした待ち時間も有効に活用で
きます。

◆院内での待ち時間を大幅に短縮━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

アイチケット㈱が行った調査 によると、クリニック・医院などの診療施設を利用した際、94.6％の人
が「待ち時間が長い」と思った経験がありました（参考資料：Q1）。
iTICKET plus（アイチケットプラス）を利用すれば、院内での待ち時間が長くてイライラすることも、待
合室での感染を心配することもありません。
調査の内容と結果については、別添の 参考資料 をご参照ください。
(*)

(*)

━━━━━

◆「もっと聞きたい」、「もっと伝えたい」 患者と医師をつなぐコミュニケーションツール

調査によると、患者さんが健康や医療に関する情報を得る手段で多いのは、「インターネット」や「テ
レビ番組」でしたが、それらは信頼性が低いと感じており、「最も信頼できる情報源」は、「医師や看護
師」という結果でした（参考資料：Q2）。
しかしながら、「診察時間内に医師にたずねたいことがあったが聞けなかった」という経験をもつ人が
72.1％、医師も「診察時間内に伝えたいことがあったが伝え切れなかった」経験を 74.0％がもっており、
患者・医師の双方とも、コミュニケーションが不足していることを実感しています（参考資料：Q3）。
※患者・医師いずれも、「診断」「治療」に関する必要不可欠な説明・質問以外でのことを聞いています。
iTICKET plus（アイチケットプラス） は、患者・医師、双方の「もっと聞きたい」、「もっと伝えたい」と
いったコミュニケーション不足を解消するために、役立つ情報を、待合室などの院内モニターで映像
配信することができる、患者と医師をつなぐ新しいコミュニケーションツールです。
このようなサービスについて、患者さんの 98.5％は「利用してみたい」、医師の 68.5％は「関心を
持っている」と回答（参考資料：Q4）、患者・医師の双方の多くが「診察以外の時間を有効に活用し、
情報を得たい、発信したい」と考えていました。

━━━━━━

◆“医師の声”を集めて制作された信頼のおけるコンテンツを提供する「新メディア」

の映像配信機能は、来院する患者さんを、医療・健康情報を本
当に必要としている「視聴者」として捉え、医師が考える正しい情報を、季節や流行に合わせてタイム
リーに映像配信できる、「新しいメディア」です。
iTICKET plus（アイチケットプラス）

数ある映像コンテンツの中から、どれを放映するかという判断は、医師に選択権が委ねられている
ため、“医師お墨付き”の情報として院内で放映することになります。
 コンテンツは協賛企業からの広告を含むものもありますが、スポンサーの選定には高い基準を設
けており、また、コンテンツの内容は、医師が診断や治療以外で「伝えたいが伝えきれないこと」を
ヒアリング調査のうえ制作します。サービス開始時には 40 本以上のコンテンツを揃え、毎月 10 本
程度の新作追加や改訂を行うため、クオリティを損なうことはありません。
 医師が選んだコンテンツは、患者さんが順番確認で必ず目にする院内モニターに配信されるため、
視聴者数が明確です。システム導入済みの 500 施設で 0～3 歳（の保護者）に限定すると、その世
代の 5％をカバーする診療施設で放映されます。常に入れ替わる子育て世代に着実にコンタクトし
続けることのできるメディアであると言えます。


システムが導入されても、患者さんは想定される診察時間の少し前に来院、診察後も会計や薬の処
方に多少時間がかかるなど、待ち時間は「ゼロ」にはなりません。しかし、iTICKET plus（アイチケットプ
ラス）を導入した診療施設では、院内モニターの映像で患者さんの健康や医療に対する意識を高め
ることができ、患者さんも待ち時間を有効に活用することが可能となります。
-2-

◆製品概要━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
製品名称

アイチケットプラス

価格

【スターターズパック： 522,900 円（税込み）】

※ iTICKET plus ソフトウェア、専用プリンター、導入支援作業、初期消耗品一式
パソコン本体、待合室モニター、受付用モニター、ルータ/UPS 等のハードウェアは含みません。

月額利用料 【10,500 円（税込み）】

※ ASP サービス利用料、メッセージ登録作業、リモートサポート
※ 順番予約機能と映像配信機能の両方利用の場合の価格です。
順番予約機能のみ、ご利用の場合には、従来どおりの 13,125 円となります。

◆導入目標━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
導入目標

初年度 800 施設、3 年間で 3,000 施設

前身の iTicket（アイチケット）は、2003 年 7 月の発売以来、その機能に不満を感じての解約は
未だ 0 件です。2007 年 4 月 5 日時点で導入施設が 500 を突破、ユーザーからは「院内の待ち
時間や待合室の混雑状況が、見違えるほど改善された」と、好評を頂いています。
◆アイチケット株式会社 会社概要━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
会社名称

アイチケット株式会社（英文表記 iTICKET Corporation）
http://www.paa.jp/

東京本社

〒102-0073 東京都千代田区九段北 1 丁目 3-5 九段 IS ビル 4F

大阪本社

〒554-0024 大阪府大阪市此花区島屋 4 丁目 2 番 7 号

設立

2002 年 7 月 25 日

代表取締役 吉井浩一
事業内容

1.情報通信ネットワークを利用した、医療機関向け各種情報提供サービス
2.コンピュータソフトウェアパッケージの開発、販売
3.コンピュータ利用技術の調査、研究、教育等のコンサルティング
4.前各号に付帯関連する一切の業務

◆報道関係者からのお問合せ先◆
広報代理店 ㈱トークス 担当：水澤、上田、岡田
tel. 03-3261-7715 / fax. 03-3261-7174
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参考資料：アンケート調査

━━＜調査概要＞━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
① 小さな子供
さな子供をもつ
子供をもつ親
をもつ親に聞く「診察」
診察」に関する意識調査
する意識調査

対象： 全国／性年代問わず／412 名
「小さな子供を持つ親」で、これまでに「小児科」、「耳鼻咽喉科」でクリニック・医院などの診療施設（大学
病院、総合病院は除く）を子連れで利用したことがある方のみ。
方法： インターネット調査
時期： 2007 年 3 月 30 日～4 月 3 日

② 開業している
開業している医師
している医師に
医師に聞く「診察」
診察」に関する意識調査
する意識調査

対象： 全国／性年代問わず／200 名 ／ 「開業」の「小児科医」、「耳鼻科医」
方法： インターネット調査
時期： 2007 年 3 月下旬～4 月上旬

━━＜Q1＞━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

これまでに、クリニック・医院などの診療施設（大学病院、総合病院は除く）を利用した際に、待ち時
間が「長い」と感じたことがありますか？（調査：①/対象：患者/n=412）

感じたことはない,
22人 , 5.3%

時々感じる, 113人 ,
27.4%

常に感じる, 138人 ,
33.5%

よく感じる, 139人 ,
33.7%

「常に感じる」「よく感じる」「時々感じる」を合わせた 94.6％（390 人）が「長い」と感じたことがありました。

━━＜Q2＞━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
健康や医療に関する情報を、どこから得ていますか？また、その情報のうち、「最も信頼できる情報」
をひとつだけお答え下さい。（調査：①/対象：患者/n=412）
調査：①/対象：患者/n=412
健康・医療に関する情報はどこから得ますか？
（複数回答）
0.0

20.0

40.0

60.0

テレビ番組

テレビ番組,
その他, 31人 , 7.5% 新聞の記事,
36人 , 8.7%
家族や知人・友人, 3人 , 0.7%
50人 , 12.1%

41.3

雑誌の記事

35.0
3.9

インターネットのコンテンツ

70.1

テレビ、新聞、雑誌などの広告

16.0
48.8

病院内ポスター・小冊子など
医師・看護師

医師・看護師,
141人 , 34.3%

43.9

家族や知人・友人
その他

80.0
67.7

新聞の記事

ラジオの番組

調査：①/対象：患者/n=412
最も信頼できる情報源は？
（単一回答）

52.2
1.7

病院にあるポスター・
小冊子など,
47人 , 11.4%

雑誌の記事,
16人 , 3.9%
ラジオの番組,
0人 , 0%
インターネットの
コンテンツ,
83人 , 20.1%

テレビ、新聞、
雑誌などの広告,
5人 , 1.2%

情報源として最も多かったのは「インターネット」、次いで「テレビ番組」でしたが、それらは信頼性が低いと感じ、
最も信頼できる情報源は「医師・看護師」という結果でした。
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━━＜Q3＞━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「診 察 時間内に診 断結果 や 治 療 法以外 で 聞 きたいことがあ っ たが 聞 けなか っ た」 経験 があります
か？（調査：①/対象：患者/n=412）
「診察時間内に診断結果や治療法以外で伝えたいことがあったが伝え切れなかった」経験がありま
すか？（調査：②/対象：医師/n=200）
調査：①/対象：患者/n=412
聞けなかったことがありますか？
（単一回答）
あまりない,
106人 , 25.7%

まったくない,
9人 , 2.2%

常にある,
25人 , 6.1%

調査：②/対象：医師/n=200
伝え切れなかったことがありますか？
（単一回答）

よくある,
85人 , 20.6%

あまりない,
48人, 24.0%

まったくない,
4人, 2.0%

よくある,
28人, 14.0%

時々ある,
120人, 60.0%

時々ある,
187人 , 45.4%

小さな子供をもつ親が、「聞きたいことを聞き逃した」経験は、72.1％が「ある」。医師が「伝え切れなかった」経験
は 74.0％。子供の親、医師ともに、双方でコミュニケーションが「不足している」と感じていました。

━━＜Q4＞━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「診察時間以外で聞けなかったことを知る方法・サービス」があれば、利用しますか？（調査：①/対
象：患者/n=412）
「診 察時間外 を有効に 活用」し、患者 さんに情報を伝え る方法があれ ば 、利用したいですか？（調
査：②/対象：医師/n=200）
調査：①/対象：患者/n=412
サービスを利用しますか？
（単一回答）

調査：②/対象：医師/n=200
サービスを利用したいですか？
（単一回答）
使いたくない,
0人, 0.0%
機能や価格を
みても今は使わ
ないと思う,
43人, 21.5%

特になくてもよい,
6人 , 1.5%
そういうものが導入
されれば利用すると
思う,
183人 , 44.4%

是非導入してもらい
たい, 223人 , 54.1%

どちらともいえ
是非使って
ない・わからない,
20人, 10.0% みたい, 16人, 8.0%

機能や価格に
よっては使うこと
を検討する,
121人, 60.5%

小さな子供をもつ親の 98.5％が、「診察時間外で聞けなかったことを知る方法・サービス」を「利用してみたい」。
医師の 68.5％が、サービスに「関心を持っている」と回答しました。子供の親も、医師も、多くが、「診察時間外を
有効に活用」し、情報を得たい・発信したい、と考えていました。
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