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働き方改革 質の高い医療を提供する 

歯科医院の５S セミナー 

―診療終了後 10 分で帰れる体制へ― 
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日 時 2019 年 9 月 1 日（日）AM 9︓30〜PM 4︓30 

会 場 広島県広島市「広島県⻭科医師会館」 

挨 拶 学校法人産業能率大学 中国事業センター 宇治田 義博 様 

講 師 坂井 清隆 様・千葉 捺美 様 

（医療法人 T＆K 坂井おとなこども⻭科/ 宮城県石巻市） 

主催者講師スタッフ（株式会社 デンタルタイアップ） 

小原 啓子・畠山 知子・藤田 昭子・石田 眞南・⻄村 奈緒美  
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主旨 

私たちは、より質の高い医療を提供して、診療終了後は 10 分で帰れる体制を創ろうと謳っています。その基本とするのが５

S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)です。誰もが歯科医院に愛着を持ち、地域を大切に考えるようになるためには、メンバーが不安

なく働ける環境を整える必要があります。 

この度は、経営学の普及により日本の戦後混乱期を支えた産業能率大学との連携企画として、「整理収納アドバイザー®

オフィス＆ホーム」の学習と資格の取得を通して、歯科医院での５Ｓ活動の知識・技術・態度を習得し、日々の診療に還元す

る4か月コースを組みました。仕事の単純化と効率化は、医療そのものの質を上げます。自院の具体的なカイゼンの事例発表、

検討を通して、実践的な５S の神髄に触れて頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート結果 

   

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

第１部 日本企業から学ぶ５Ｓ 医療法を通して

5Sの意味を考える (小原）

第２部 ５Sプロジェクトの具体的な流れ（石田)

第３部 ５S活動に求められるリーダーシップ

(畠山）

第４部 実際の歯科医院変革体験より「【仕事

の視える化】の５S提案」報告（坂井おとなこども

歯科様）

第５部 「自院の５S活動の実践」事例を通して

の解決(藤田）

第６部 今後の流れと継続的な学習方法の

ご提案(藤田）

よくできる できる あまりできない できない

受講者の理解度  自己評価割合 

09:30 開講・オリエンテーション・セミナー目標・プレテスト ・本講の目的説明

09:40 第1部　（小原代表） ・歯科医院を取り巻く社会環境

日本企業から学ぶ５Ｓ　 ・医療法を遵守する事で、カイゼン体質に変わる

　　　　歯科医院の実際を紹介

・ヒューマンエラー回避のための５S

第２部　　（石田） ・仕事に取り組む上で大切な５S活動とは

５Sプロジェクトの具体的な流れ 　場所別、5Ｓの整理・整頓・清掃・清潔・躾の説明

・歯科医院での作業域のご提案

11:40 第３部　　（畠山　or　代表）

５Ｓ活動に求められるリーダーシップ ・５Ｓ活動におけるチームをまとめる極意

・抵抗勢力への対応

12:30

13:20 第４部　　坂井おとなこども歯科

「【仕事の視える化】の５S提案」　報告 ・５Ｓを通して磨かれる職場環境

実際の歯科医院変革体験より 　　　確認し、感謝し、尊敬し合える体制

14:00 第５部　（藤田）

「自院の５S活動の実践」　事例を通しての解決 ・グループワーク

　　　自院の状況の把握から具体的カイゼンの立案 ・自院の問題の把握とカイゼン方法と検討

・創造的問題解決の応用

16:00 第６部　（藤田） ・通信講座の学びから資格取得での実践

「今後の流れと継続的な学習方法のご提案」
・「整理収納アドバイザー®オフィス＆ホーム」の
取り組み方説明

16:30 自己評価・セミナー評価 ・明日からの応用

スケジュール 項目 主な内容・ねらい等

医療法を通して5Sの意味を考える
(法令遵守・コンプライアンス)

　-　休憩　-　

M/標準 M/標準 M/標準 M/標準

第１部 日本企業から学ぶ５Ｓ 医療法を通し

て5Sの意味を考える (小原）

第２部 ５Sプロジェクトの具体的な流れ（石田)

第３部 ５S活動に求められるリーダーシップ

(畠山）

第４部 実際の歯科医院変革体験より「【仕

事の視える化】の５S提案」報告（坂井おとな

こども歯科様）

第５部 「自院の５S活動の実践」事例を通し

ての解決(藤田）

第６部 今後の流れと継続的な学習方法の

ご提案(藤田）

受講者によるセミナー評価の平均値

不満 やや不満 やや満足 満足

受講者によるセミナー評価の平均値 
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セミナー全参加者の声 

問題点が明確になり、取り組むべきことがあきらかになりました。 

本日は貴重なご講演ありがとうございました。整理整頓の下手な私ですが、問題点の抽出の方法、自覚の仕方が理解できたよ

うに思います。すべてに対し、懇切丁寧なご説明、ご解説いただき、感謝申し上げます。今後も、サポートを希望します。ご指導宜

しくお願い致します。 

本日はありがとうございました。今まで片付けの仕事が分からず、とにかくすき間につめるというような感じでした。今回のセミナーを

活かして少しでもきれいに片付くよう、スタッフにも協力してもらえるよう周知しますが、まずは私が行動します。 

他医院さんの診療室を見る機会がなかったので、参考になりました。自分の医院のどこがカイゼンするべき点なのか、見える化で

きたので、すぐに実践できそうだと思いました。本日はありがとうございました。 

今日の内容は家庭生活でもいかされる事で大変勉強になりました。ありがとうございました。入社してから 3 ヵ月の私ですが、今ま

での経験が活かされ、お役に立てればと思います。宿題多いですが頑張ります。 

来る前は、不便もあるけど、それなりにやってきているしなぁ、大変そうだなぁと正直思っていました。お話を聞いて大変そうなことには

変わりないですが、「ここも変えらえるかも」「こうしたら便利になるかも」と色々楽しみななってきました。 

今回セミナーに参加できてとても良かったです。５S の大切さがとても分かりました。これからカイゼンしてスタッフのみなさんが働きや

すい環境にかれるように頑張りたいと思っております。 

本日のセミナー内容はお話を聞いたことがあったので再度確認理解することができました。来年の 1 月に向けて頑張って取り組ん

でいこうと思います。ありがとうございました。 

５S に関する取り組みの重要さは理解していますが、実践の難しさも感じています。 

1 日があっという間でした。５S といっても整理・整頓・清潔・躾だけでなく、意識改善など奥深いところまで知ることができました。 

本日はありがとうございました。セミナーを受ける前は少し緊張しましたが、とても楽しいセミナーでした。医院へ帰ってさっそく明日か

ら実践します。 

５S とは、いつも医院で取り上げられる大切な所ですが、第 7 ステップに来ている自身の医院のまだまだ改善するところばかりだと

思う点が多く、スタッフ一同でもう一度しっかり向き合って取り組んでいきたいと思います 

５S を通じて歯科医院全体がどのように変わっていったのかよく分かった。カイゼンは終わりがなくカイゼンと管理をし続けることで医

院全体がよりよくなることを改めて感じることができました。 

５S の重要性がよくわかる内容だったと思います。他の歯科医院の様子が見られて良かったです。今日は、1 日ありがとうございま

した。 

５S の重要性を再確認することができました。実際にできているところもありましたが、改善が必要なところを 1 月までに頑張って改

善したいと思います。 

小原先生の話は明朗でわかりやすいです。佇まいも素敵で医院でお会いできるのが楽しみです。 

グループワークの時間とグループミーティングの時間がもう少しあっても良かったです。 

グループワークで他の医院の状態を知れ、情報交換ができて楽しかったです。５S の話ですが、自分がどのタイプの性格である

かも知ることができ、取り組み方や、他のスタッフとのコミュニケーションの仕方をタイプ別に変えたほうが良いこともしれてよかったで

す。 

意外と時間が経つのが早かった。実践できるように頑張ります。 

初めてデンタルタイアップのセミナーに参加させていただいて、自分やスタッフのみんなでしていかなければならないことがたくさんあ

りました。出来ることから始めていきたいです。 

なかなか他医院の方と話をする機会がないので貴重な体験をさせて頂くことができました。ありがとうございました。 

リーダーシップについに関しては自身とは関係ないと思っていましたが、組織に所属している以上必要ない能力と感じたので、自

分自身のタイプを考え直し、接し方等を見直そうと思いました。また改善の方法を考えるのに、ステップをたくさんふまなければならな

いので時間がかかると思いました。少しずつ頑張ろうと思います。 
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とても有意義な時間でした。現在の医院では、改善すべき部分は多々ありますが、ひとりではどうして行えばよいか、不安しかなか

ったので少し自信につながりました。改善するべき部分がたくさんありますので、今後宜しくお願い致します。 

自院の問題点を写真からピックアップして、島分け、緊急度分けの仕組みを教えて頂いたのがよかったです。他院のスタッフとお

話してみたかったが、昼食時間も限られていてなかなかできず、残念でした。坂井おとなこども歯科様のマニュアルを拝見できてよ

かったです。 

５S 活動の概念から行動に移すまでの流れが 1 日でつかめてとても有意義でした。 

朝早かったので、眠たくなるかなと思ったのですが、お話が興味深く時間が過ぎるのが早かったです。 

他の医院さんの実例を見られて良かったカイゼンの参考になりました。 

とても良いセミナーで結論がでるようになっていました。 

とても通信教育に興味を持ちました。この度は発表の機会を頂きありがとうございました。 

本日は講師という立場より、貴重な機会、発表の時間をいただきましてありがとうございました。後半の実習では、他医院のスタッ

フさんと交流ができ、とても勉強になりました。楽しいセミナーでした。 
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皆様からのご質問・回答 

№ 項目 内容 

1 

質問 反発するスタッフについては、どうすれば温度差を埋められますか。 

回答 

講演しましたように、反対勢力は必ず出ます。 

まず、ヒトの発言に必要以上の反応をしなくてもよいということです。 

組織は、持久戦で物事を進めていきますので、ソーシャルスタイルを理解して、その人にあった

対応をされてください。 

また、ハーズバークの動機付け・衛生理論を使って、モチベーションを上げる仕組みを入れてい

きましょう。 

2 

質問 本日の講習を受けて、具体的にはどのように動けばいいのでしょうか。 

回答 

テキストの 5 ページに進捗表を出しています。 

コツコツと進めていくことが肝要です。 

モノには順番がありますので、プロセスを大切にされてください。 

3 

質問 講演内容でスライドがないものがあった 他の歯科医院の事例も見てみたいです。 

回答 

歯科医院での具体例などは、資料から外してあります。 

その内容は、医歯薬出版から出ています「歯医者さんの仕事カイゼン術」でお示ししていますの

で、ご覧下さい。 

4 

質問 スタンダードプリコーションの対応方法はどのようにするのでしょうか。 

回答 
私共では日本歯科医学会が監修している「院内感染対策実践マニュアル」を基本に、歯科医院で

体制を整えていただいています。 

5 

質問 診療終了後に、10 分で帰りたいです。 

回答 

一年間で 50%の歯科医院が成功しています。 

何かを一つやったから早く帰れるのではなく、総合的に全員体制で動かれれば成功します。 

その基本が 5S 活動です。 

6 

質問 バックヤードを支えていただいている方々へのアプローチの知識が欲しいです。 

回答 

どの職種においても、専門性があり、尊重して感謝しあう体制が必要となります。 

根性論ではなく、一つ一つの作業を文字化して、システムとして確立していく必要がありますが、

それは第２ステップで可能となります。 

それを行うために、仕事を単純化・効率化するための 5S 活動を行っていただくことになります。

組織は持久戦ですので、目標を掲げてガントチャートで示しながら、進めていくしかありません。

バックヤードにつきましては、一日の時間別対応表を CD に入れてお渡しいたしました。ご活用

ください。 

7 

質問 それぞれが 5S レベルの意識が違います。どうすれば統一化できますか。 

回答 

違っていて当然です。 

したがって、場所を分けて、担当している部分の改善を進めていただければ、いいのではないで

しょうか。 

組織全体の動きは、持久戦ですので組織文化として根付いていきます。 

目的は一致していれば、どのようにチャレンジしていただいても正解です。 

全員が統一できるのは、方向性だけです。 

8 質問 配線がすっきりしません。 
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回答 

まずは、コード専門のボックスで対応します。 

100 円均一のボックスを組み合わせて対応される場合もあります。 

空中に浮かせるために、コードを束ねてワイヤーネットに結紮戦で付けているところもあります。

https://limia.jp/idea/219373/ 

9 

質問 リーダーシップをとる方法がわかりません。 

回答 

リーダーシップは、それだけで学問が成り立つほどに奥が深いものです。 

10 月にリーダー研修がありますので、ぜひともご参加ください。 

小原個人としては、「スタンフォード式最高のリーダーシップ」（スティーヴン・マーフィ重松 著）

に大変感銘を受けました。 

また、日本で経営の神様と言われている松下幸之助が書いた本を読むと、いつでも初心に戻れま

す。 

10 

質問 5S の必要性、ノウハウやコツは何ですか。 

回答 
一文で書けるものではありません。 

組織として、目的を明確化して、継続して改善を進める。その単純な構造を崩さないことです。 

11 

質問 他の歯科医院との話し合いの時間がもっと欲しかったです。 

回答 
1 時間 45 分の実習で他の歯科医院との交流をもっていただきましたが、来年はもう少し、内容と

時間を検討することにいたします。 

12 

質問 収納ボックスの具体例が欲しいです。 

回答 インターネット上では、いろいろな紹介がされています。https://folk-media.com/408732 

13 

質問 ソーシャルスタイルによって、気を付けていく箇所など、具体的に知りたいです。 

回答 

ソーシャルスタイルのスタイル別対応は決めつけすぎずに、自分との価値観の違いを受容する気

持ちで対応していきましょう。 

まずは自己理解をすすめ、他者にも興味を持って理解を深めるとよいでしょう。 

具体的な対応は次の著書を参考にされてください。 

【参考著書】・苦手なタイプを攻略するソーシャルスタイル仕事術 室伏順子 クロスメディア・パブリッシング

・ビジネスパーソン 52 の人格(SP) 八尾芳樹 セルバ出版 

 

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。 

 


