
Seminar Report 
株式会社 デンタル タイアップ 

「歯科医院でのカウンセリングセミナー」 

－患者さんへの情報提供の質を上げる基本と応用－ 

日 時  2017 年 9 月 3 日（日）PM 9：30～PM 16:30 

会 場  広島県歯科医師会館（広島市東区二葉の里 3－2－4） 

講 師  アークレイ マーケティング株式会社 ：上戸 潤 様 
株式会社メディアート メディカル事業部 ：宮本 清美 様 , 福原 敬治 様 
株式会社デンタルタイアップ 代表取締役:小原啓子 

            畠山知子,河野佳苗,藤田昭子,石田眞南,池内麻衣 

セミナー風景 
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御講演︓アークレイマーケティング株式会社 

    株式会社メディアート 

御協⼒企業様（順不同） 

・株式会社 FOD ・株式会社ジーシー ・株式会社シケン 



Seminar Report 
概要  
この度の研修は、患者さんへ行っている情報提供の方法と内容を、プロセスを踏みながらどのように提供すべきか

を考えるためのセミナーです。情報提供する時期は、初診カウンセリング・セカンドカウンセリング・補綴カウンセ

リング・最終カウンセリング時です。その時々の確認すべき点を理解することで、満足度の高い歯科医療を提供でき

るようなる。その基本は、患者と医療サイドの価値観を共有することにあります。変革を行う歯科医院において、互

いの職種の協力なしに、より良い歯科医療サービスの提供はできません。全員体制で歯科医療にとり組むための基礎

作りを他の歯科医院と一緒に体験しました。 

 

スケジュール 項目 主な内容・ねらい等

第1部　カウンセリングを行う意味

   （小原）

第2部　初診カウンセリング

    患者さんとの価値観の共有

（石田）

第3部　現状把握のための検査とその活用

 (アークレイマーケティング 上戸様・畠山）

12:00

第4部　現状分析と情報共有

　（小原）

待合室での情報提供（メディアート 宮本様・福原様 ） デジタルコンテンツ・待合室での動画（内メディアート 様 20分 ）

第5部　セカンドカウンセリング

    価値観と一致する今後の治療提案

　 （河野）

第6部　補綴カウンセリング

    補綴物の最終確認

 （池内）

第7部　最終カウンセリング

    メンテナンスの考え方

　　　　　　　　　　　　　　　　   （藤田）

15:55 第8部　症例検討　グループワーク 治療計画立案の確認

16:20 まとめ

昼休憩・写真撮影

09:30 これからの歯科医療保健サービスの展開

問診・全身疾患の把握　4つの価値観の確認10:20

各種検査の確認（レントゲン・口腔内写真・歯周検査・唾液他）

正確・規格性・単純化・効率的

唾液検査スポットケムの活用（内アークレイ様 30分)

歯ブラシの選定

10:50

15:25
ＳＰＴⅠ　ＳＰＴⅡの理解と実施

13:00
治療計画書・治療予定表の書き方

チェック表を使った情報共有Ｄｒ　ＤＨ　ＤＡ　受付

13:50
自由診療を含めた提案　動画による情報提供・見積書

14:35
口頭による確認と書類による再確認

（保証書・契約書・支払い確認）

 
 

セミナー全参加者の声 

本当に、目から鱗というか「あっそうそう!!」と耳が痛いお話ばかりでした。他の医院さんとも楽しく会話ができました。「何もき

ちんとできていない。ズルズルとやっていた」のが恥ずかしながら率直な感想です。指針、目標が明確になりつつあります。どう

も有難うございました。 

カウンセリングは大切だと思っていてもなかなか詳しくは実施できていませんでした。流れや説明の仕方等とても勉強になりまし

た。明日からの診療に活かしスムーズな診療を心掛けたいです。 

改善点が多くて今後の参考にさせて頂きたいと思います。他の医院のスタッフの方とお話ができて楽しかったです。デンタルタイ

アップ様のスタッフの方の話し方、発声が良く聞きやすかったです。 

本日はセミナ－に参加させて頂き有難うございました。カウンセリングの重要性についてもわかりやすく説明して頂いたので今後

の診療に向けて頑張りたいです。 

受付業務の仕事の幅が広がった気がします。講習内容を積極的に取り入れていこうと思いました。 
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歯科の知識がほとんどない私でも、とてもわかりやすいセミナーでした。今後、今日学んだことを活かしてカウンセリングをして

いきたいと思いました。 

入社 5 ケ月の為、カウンセリング経験もほぼない状態で受講しましたが、講演や他院さんのお話を聞いて大変勉強になりました。

カウンセリングの重要さがわかり明日からの業務に取り入れていきたいです。 

今回のセミナーでは、初診～段階を追ってのカウンセリングの重要性を勉強させて頂きました。患者様に最適な治療を提案できる

様、医院に持ち帰り皆で共有させていただきます。ありがとうございました。 

今日のセミナーはたいへんわかりやすくご説明頂いたので参加して良かったです。本日のセミナーの内容等を再確認しながら院で

またさらに活用できるよう努めてまいりたいと思います。 

今回、セミナーに始めて参加させて頂きました。今まで簡単にしか理解していなかったカウンセリングの話を聞けて、今後実践で

きるようにしていこうと思います。また他院の方々とお話もできてとても良い経験になりました。 

カウンセリングセミナーで学んだことを活かし患者様にしっかり情報提供し、より良いものをお勧めしてメンテナンスに通ってい

ただけるよう実践していきたいと思います。 

受付・助手でも、しっかりカウンセリングができるように進めていければ良いなと思いました。カウンセリングをしっかりする為

には治療や補綴の勉強をしなければと思いました。 

カウンセリングを通して患者さんの価値観を理解し、患者さんに合った情報が提供できるよう環境を整えていきたいです。GC さ

んの歯ブラシセットは患者さんに進めやすく作ってみたいです。 

カウンセリングの流れ、タイミング等とてもわかりやすく、これから実際に活用していこうと思います。 

研修会に参加させて頂いて、疑問点が解決しました。改めて説明の大切さを実感しました。同時に言葉のチョイスや使い方、正し

い敬語を使えているか見直せました。今後実践していく中で何を伝えたいかを明確にして説明は伝えたいと思いました。貴重なお

話ありがとうございました。 

タイムリ－に導入したかった唾液検査や待合室での Pt への情報提供について業者様からお話を聞けて参考になりました。又、自費

についての Pt の価値観の知り方等のノウハウ等、話し方などが実際に見ることができてとても参考になりました。 

本日は、カウンセリング総合的に教えて頂き有難うございました。具体的なシュミレ－ションもあり分かりやすかったです。現状、

カウンセリングの時間が十分にとれていなかった為、改めてカウンセリングの大切さを感じました。医院に帰り報告、見直しした

いと思います。 

系統立てた仕組みになっておりとても参考になりました。スタッフ全てが同じクオリティカウンセリングが提供できるための参考

にさせて頂きます。 

入ったばかりで知らないことが多く、大変勉強になりました。 

他院の予約システム、対応の仕方など情報共有できて大変よかったと思います。カウンセリングで期間や時間の使い方も勉強にな

りました。 

カウンセリングの概略がよくわかりました。他院のカウンセリングの資料等は意見させて頂き、大変参考になりました。 

補綴に関してのカウンセリングが見本のようにうまくいくといいだろうなと思いました。たくさんの人がいろんな性格でいるので

適応能力が自分で上がるよう頑張りたいと思います。 

初診・セカンド・補綴・最終のカウンセリングの重要性がよく理解できました。今日の研修を今後の診療に活かしていきたいと思

いました。 

初診カウンセリングについてのお話が聞けて良かったです。もう 1 度復習をして実践できるように頑張りたいです。"有病者チェッ

クリスト要点"を活かしていきたいです。 

今日は補綴カウンセリングの進め方が 1 番しりたかったです。グループワークで他の医院の話などが聞けて参考になりました。技

工所シケンさんの話も参考になりました。 

歯科の知識がなくてもわかりやすくとても勉強になりました。今後に活かせるように勉強していこうと思いました。 
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カウンセリングの時間をしっかり活用していきたいです。患者さんの不安感や疑問点を引き出していけるようにコミュニケーショ

ンをとることが大切だと思いました。他院のお話が聞けて参考になりました。 

初診カウンセリングから最終カウンセリングまで丁寧に教えて頂いてとても勉強になりました。他医院の方とも情報交換できて良

かったです。 

今日カウンセリングだけではなく他にも唾液検査や SPT についても説明があり、再度、色々学べたことや新しく知ること等もあり、

とても勉強になりました。また帰って CD ロムで医院に活かしていくものも、Dr.と一緒に見させていただきます。 

導入時に患者さんに確認すること補綴カウンセリングでの患者さんへのご提案を参考させてもらい、今よりももっといい歯科医院

になればいいなと思いました。 

資料・スライドなどでわかりやすい研修会だと思いました。また、業者の方の説明があるなどわかりやすかったです。デ－タとし

ての資料の配布など細かい配慮本当に有難うございます。カウンセリングの様子を実際に前で行って頂いたので参考になりました。

普段、カウンセリングについてまとめてする時間がなく、十分な情報提供ができていないと感じていました。今回の講義を通して

資料等をしっかりとり、その患者さんに一番適した治療をしっかり考えていかないといけないと思いました。明日から少しでも実

践できるようしていきたいです。 

診療前にカウンセリングを入れると延びて入室が送れるので、できなかったのですが、時間を切るというコツを教えて頂きとても

良かったです。 

各カウンセリング、覚悟を決めて皆で統一して進めていきたいと思います。 

カウンセリングの必要性がいかに大切かがすごくわかりました。カウンセリングでの時間をもうけていないので、初診、セカンド、

補綴、最終で実施していけたらと思いました。ディスカッションでの他の医院の意見も聞けて患者さんとの付き合い方、いかに患

者さんの同意が大切か等、聞けて改善点がわかりました。 

治療計画表を今きちんと作成していないので、ぜひ取り入れていきたいと思いました。カウンセリングのポイントなど知れて良か

ったです。ありがとうございました。 

患者さんにわかりやすい説明とお気持ちを受け止め、信頼関係を築くことの大切さを学ぶことができました。医院に帰りすぐに始

めたいと思います。 

カウンセリングは、うちの医院ではまだまだ先の話になりそうです。今日 1 日ありがとうございました。 

治療計画ありきのカウンセリングだと思いました。あれだけ会議しても全然です。 

初診カウンセリングと補綴カウンセリングについては TC さんにお任せしてしまっていて安心していましたが、治療前のカウンセ

リング(セカンド)、最終カウンセリングは DH も関わる部分が大きいので今日吸収したことを活かせるように、取り組んでいきた

いと思います。 

カウンセリングの内容はきちんとカウンセリングルームに行き、カウンセリングのお時間を始めからとり 1 対 1 で患者さんとお話

させて頂く大切さを改めて感じました。 

初診カウンセリングからメンテナンスカウンセリングの流れの再確認ができました。また他の医院の方とのディスカッションでは

いろんな意見やアドバイスを聞けました。ぜひ明日から活かしていきたいと思います。 

今日のセミナーを通して聞いた話をこれからに活かしていきたいです。 

初診カウンセリング・補綴カウンセリング・SPT 移行後のカウンセリングのマニュアルに沿ってできるので、診療室で役に立たせ

ていただきます。ありがとうございました。 

くわしく話を聞けて良かったです。他院の話もたくさん聞くことができました。 

専門的な内容も多く、わからないことも多かった印象でしたが、もっと様々なことを知っておく必要があるなと感じました。また、

他院のカルテ記入の仕方も見ることができ良い経験となりました。 

初めて研修会に参加しました。色々な医院の方々との交流があったので刺激を受け、もっと頑張ろうと感じました。 

カウンセリングの時間をとって、しっかりと説明をしないといけないことがわかりました。 
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今の歯科状況を全然知らなかったので勉強になりました。患者さんの目を見て話を聞く、共感する、復唱するを心掛けたいと思い

ます。 

資料等勉強になる点が多かった。 

とても楽しく有意義な時間をありがとうございました。「明日からのカウンセリングが楽しくなる」一日でした。他院のツ－ルを

拝見したり、情報交換も時間が足りないほどでした。日々のカウンセリングを見直し、バ－ジョンアップしていきたいと思います。

難しい内容もありましたが、他の医院さんの方とカウンセリングのロールプレイングやグループワークができて良かったです。 

まだまだできていないことが多く反省しました。カウンセリングは非常に大切なので、今日の講習を活かしていきたいと思います。

ありがとうございました。 

足りないものが多いと感じました。(カウンセリングルームなど)古い体質を変えることは難しいですが少しずつ前進したいと思いま

す。本日はありがとうございました。 

 

 

皆様からのご質問・回答 

№ 項目 内容 

1 
質問 

プラ－クコントロ－ルが苦手な方、ホ－ムケアが習慣的にならない方へのアプロ－チに悩むことがあります。どん

なアプローチされていますか? 

回答 音波ハブラシの有効な使い方をご提案しています。また、生活（社会的背景等）をお聞きしたいです。 

2 

質問 

初回来院時、患者様は処置にしろ、検診にしろ、当日処置を希望されると思いますが、"セカンドカウンセリング"

についての説明日を別日にする上手な説明法が知りたかったです。最終カウンセリングについて継続した患者様の

来院につなげる重要なカウンセリングになると思います。 

セカンド補綴カウンセリングのような資料があると助かると思いました。 

回答 

医院で方針を決めれば、その通りにチ－ムは動きます。最終カウンセリングは初診から補綴終了までの資料を使う

ことになります。私共でもシステムチックにカウンセリングが進められるように順次資料を整えていきたいと思い

ます。 

3 

質問 

カウンセリングルームもしくは少しパ－テ－ションなりの会話があまり他の患者さんに聞こえないような環境が

必要でしょうか?今、院長室をプチ改装して、カウンセリングをしたいと考えてます。 

患者さんに入金して頂くタイミングは、いつが良いのでしょうか。Cr など set 時、もしくは印象時、もしくは Ope

した次の時など、各医院によって色々違うとは思うのですが、急に転勤されたり入院されたりで入金してもらえな

かった過去があります。 

回答 

完全個室にする必要はありません。 

補綴セット時や Ope 当日に頂く事を基本とします。処置当日にいただくことが望ましいのではないかと考えてお

ります。ただし、患者さんへは、「次回のお支払いは、○○円となりますのでご用意ください」などと、お声がけ

は必要です。また、セミナーでもお伝えいたしましたが、患者さんと契約書を交わすことで、万が一支払いの滞り

があった場合にも、患者さんへのお声がけはしやすくなります。 

4 

質問 世間話が長い患者さまがいます。どのように切り上げると失礼なく対応できますでしょうか。(歯科は予約制です)

回答 
そうであれば、本日○○さんの治療の予定は、〇時～〇時でございます。と確認した上で始めてはいかがでしょう

か。 

5 
質問 

かぶせものになる場合は抜髄の時に補綴カウンセリングをすると思いますが、In の場合はセカンドカウンセリング

時に説明して、印象時に決めてもらうのがタイミングはいいのでしょうか? 

回答 印象までの 2 回前に説明し印象の前の回の診療で決定して頂ければと思います。 
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6 

質問 

補綴説明してから、患者さんが「保険のものでいいです…」「銀でいいです…」と、ものすごく申し訳なさそうに

決定されてるように感じることがあります。どのように説明すると、患者さんが選びやすくできますか?(できれば

保険や自費という言葉は使いたくないです) 

回答 
医院で考える「患者さんにとってのベストプラン」をご提示し、患者さんに選択いただけばよいと考えます。当医

院ではこんな治療ができますをお伝えすることが大切と考えます。 

7 
質問 補綴の素材のメリット・デメリットの内容がもう少し細かくあると分かりやすいです。資料はあるのでしょうか?

回答 1 度お付き合いされている技工所さんに勉強会をお願いされると連携がとれますのでお勧めします。 

8 
質問 

セカンドカウンセリングのタイミングがもう少し詳しく知りたい。補綴についてもう少し詳しくデンチャ－等の資

料もほしい。 

回答 順次用意していきます。 

9 

質問 高額な補綴物を関心がない人への進め方。 

回答 
価値観は皆違います。何を持って高額かは、その人生観によって違います。お金をあまり意識せずにベストをつく

した医療の情報をお伝えすることが私達の仕事の 1 つと思います。 

10 

質問 
こちらがお待たせしてしまい、内容 30 分枠のところを残 15 分しかなかったり、10 分しか実施できない場合は、

どのように対応し、カウンセリングではどうお伝えしたらよいのか、対応の仕方を知りたいです。 

回答 
地道に、時間通りに進められるように努力します。本来 30 分枠でできる処置なのかを再度確認する必要があると

思われます。 

11 

質問 カウンセリング時、反応がうすい人はどう対処すべきか? 

回答 
反応とは刺激に対しての反射かもしれません。まずご自身の話し方、提案法、持っている引き出しの多さを増やす

ことだと思います。人生の豊かさを患者さんと語り合う事は幸せな事です。 

12 

質問 
補綴コンサルはやはり担当 DH や担当 Dr.よりも CT を行う方が効率がよいですか?CT を助手が兼任しているた

め、アシスト業と平行して行う。コンサル枠をとって行う余裕も中々ないので困っています。 

回答 
コンサルやカウンセリングは、誰が行っても良いと思います。予約のとり方、前日の打合せ等がうまくいけば、得

意な方がまずの一歩に臨まれればと思います。 

13 
質問 

コミュニケーションシートに 2～3 分で書けない、白紙ということが多いです。 

チェックシ－トができない etc 、1～2 年くらいしていてできたということが多く困っています。 

回答 仕事は、知識と技術、態度の三本柱です。目的を定め、計画を立て地道な努力が必要です。 

14 

質問 クレ－ム対策について、どのようにされているか伺いたいです。 

回答 
日頃からヒヤリハットで問題をつぶし、真剣に真摯に何度でも何回も本質のカイゼンを進めていくしかありませ

ん。問題解決の手段はそれは正しいのかという認識、その上で現状把握をして PDCA で解決していきます。 

15 
質問 カウンセリングのタイミングが分かりません。治療計画をきちんと立てることが先ですよね。 

回答 その通りです。 

16 

質問 院長に計画表を書いてもらう(予定をたててもらう)様にするにはどうすればよいかわかりません。 

回答 
先生だけが立てる必要はありません。DH で概略を立てて Dr にそれでよいか確認をとられる所もあります。チー

ム医療ですから、互いに助け合うが基本と考えます。 

17 

質問 

ケア用品のパックはどのタイミングでお渡し又は説明するのですか?治療の具体的な内容はカウンセリングでする

のではなく、その都度する方が良いのでしょうか。セカンドカウンセリングでは一般的な話が中心だったように思

ったのですがいかがでしょうか。 

回答 
患者さんの全体像をつかみ、ご説明できる段階で提供します。 

治療方針を決められたら、それに合わせて行動されればと思います。 
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18 
質問 新人でもわかりやすい歯についての本がありましたら教えて下さい。 

回答 新人歯科衛生士・デンタルスタッフポケットマニュアル（医歯薬出版）等の本がお勧めです。 

19 

質問 
お金がないと一歩引かれたときどうやって自費にしてもらえるか、話の仕方がうまくできませんので知りたいで

す。 

回答 
価値観は皆違います。何を持って高額かは、その人生観によって違います。お金をあまり意識せずに医療の情報を

まず、お伝えすることが私達の仕事の 1 つと思います。 

20 

質問 実際のスタッフ配分とか(全スタッフで行えるのか etc)時間とか Dr の協力体制などについて聞きたかったです。 

回答 
まずは、システムを作るために 1 人から数人でプロジェクトを立てて、やり方を確立され、その成功体験を積むこ

とで少しずつ計画的に全体へ広げていければと思います。マニュアルの整備も必須です。 

 

 

アンケートにご協力頂きましてありがとうございました。 
 


