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主旨 

私たちは、診療終了後、10分で帰れる体制を作ろうと謳っています。その基本とするのが５S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)で

す。スタッフ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、誰もが不安なく働ける環境を整える必要があり

ます。仕事の単純化と効率化は医療そのものの質を上げます。この度は、実践的な内容を通して、５S の神髄に触れていただ

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(法令遵守 コンプライアン

ス)(小原）

第２部 ５Sプロジェクトの具体的な流れ（石田)

第３部 小林歯科医院

「【仕事の視える化】の５S提案」

実際の歯科医院変革体験より

第4部 ５S活動の実践 事例を通して解決

(藤田)

第5部 働く環境のカイゼンプロセス(畠山）

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 

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(法令遵守 コンプライアンス)(小原）

第２部 ５Sプロジェクトの具体的な流れ（石田)

第３部 小林歯科医院

「【仕事の視える化】の５S提案」

実際の歯科医院変革体験より

第4部 ５S活動の実践 事例を通して解決 (藤田)

第5部 働く環境のカイゼンプロセス(畠山）

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 

スケジュール 項目 主な内容・ねらい等

09:30 開講・オリエンテーション・セミナー目標 ・本講の目的説明

09:40 第1部 ・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 ・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　　小林歯科医院

「【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

12:10

13:10 第4部

「５S活動の実践」　事例を通して解決 ・事例による問題の把握と実践

・グループワーク

・創造的問題解決の応用

15:50 第5部

働く環境のカイゼンプロセス ・計画・実施/評価・カイゼン/システムの見直し

・診療終了後10分で帰る体制とは

16:20 研修の振り返り　　 ・明日から応用

16:30 自己評価・セミナー評価

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　-　
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セミナー全参加者の声 

自分の医院は、わりと整理されていると感じていましたが、今日のセミナーを聴いて、パートの人や、新人、職員全員が同じように

片付けられる、やりやすい環境が必要、大切だと気付かされ、まだまだカイゼンが必要な所があるとわかりました。また、今の状況

に満足せず、日々、カイゼンしていくことの重要性も感じ、明日からのモチベーションアップにつながりました。ありがとうございまし

た。 

実習含め、非常に充実した研修でした。ありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 

院内全体でミーティングの際、細かくルールを決めていき、全員が把握して進めて行う事の大切さを感じました。5S に取り組み、ス

タッフが働きやすい環境が出来れば良いなと思いました。ありがとうございました。 

若い新人の人だけではなく、高齢の方でもわかるような 5S に取り組まないといけないと、いう事に考えがなかったのですごく勉強に

なりました。5S を取り組む上で躾がなかなか難しいところだなと思っていたので、そのことも聞けて良かったです働きやすい環境づく

りには、スタッフや Dr.TC、受付と、みんなで協力してやらなければ本当に難しいなと思います。まだまだ連携もとれていないことも

多々ありますが、頑張っていこうと思います。 

全体的にとても分かりやすくて勉強になりました。5S の本を読んでプロジェクトを進めていたのですが、自分のしたい事と、プロジェク

トとして行ってほしいことが異なっていたことがあったので、自分のしたいことをまとめてからプロジェクトを進めて行きたいと改めて思

いました。 

ありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。 

改革が始まって5Sはずっと続けてきている事ではありますが、改めて確認できる事がたくさんありました。何度受けても参考になる事

ばかりだと思います。現在、キャビネット内の整理をするのに、なかなか前に進めず、焦る気持ちがありますが、頑張って進めてい

こうと思いました。 

整理整頓が大切である事を改めて感じました。長時間のセミナーでしたが、気づきをたくさん頂き、改めて見直しができた一日でし

た。ありがとうございました。 

変革を初めて 3 年程たちますが、既にやっていることや、できることもあれば、まだまだ進みの及ばないところも多いなと今日のセミ

ナーを受けて改めて実感しました。また、明日から医院に戻っても停滞している 5S を進めていかないとな。と思いました。本日はあ

りがとうございました。 

5S の実際の写真を使って、問題点などを見つける事で見直す事ができて良かったです。実際、どうしたらいいかなどの実例も聞

けて良かったです。 

5S をされている歯科医院に働いていたのですが、今回のセミナーで、なぜ 5S が必要なのかを理解することが出来ました。ありがと

うございました。 

他の医院の取り組み方を知る事ができ、ビフォーアフターを見る事が出来てカイゼン後がとてもすっきりされて参考になりました。5S

の方法について学べたので医院に帰って報告したいと思います。 

この度は、5S セミナーに参加させて頂きありがとうございました。明日から、自分が担当する場所だけではなく、他の場所にも目を

向けて取り組んでいきたいと思います。 

他の医院様とも交流できて良かったです。実習もおもしろかったです。 

普段よく使っているグローブが端からみるとカラフルということを写真でみて気づいた。自分達が何気なく使っている物を客観的に

みて意見を頂けてよかったです。5S を続けていくうえで、よりカイゼンされ、初めて来られた人でもわかりやすく作業ができ、辞められ

ることなく続けられる職場になるように頑張ります。 

5S の内容、しっかりしていた。実習は、体感することにより、学習効果の向上が得られて良かった。 

とても勉強になりました。ありがとうございました。当院でも 5S に取り組んでいこうと考えております。大変な事もあるかと思いますが、

少しずつカイゼンして参ります。 

来てよかったです。実際に活かしていきたいです。今後は当院にも来て頂ければ幸いです。 
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楽しかったです。時間通り進行したのでびっくりしました。5S をもっと徹底したいと思います。 

本当に 5S 活動を持ち帰って実践できるのか不安になったが、院長に相談をし、少しでも行動してみようと思いました。 

私は今、洗い場をやっており、ものすごく勉強になりました。ありがとうございました。またの機会がありましたら参加したいと思っており

ます。 

初めて 5S セミナーに参加しましたが、とても勉強になりました。医院に帰って早速行うことが多そうです。 

大切な事だとわかっていることを、今までやってこなかった事もあり、反省した部分もあります。院長先生と一緒に参加できたので、

明日からやりたいことがたくさんあるので、相談しながら進めるのが楽しみです。充実した時間をありがとうございました。 

セミナーに参加させて頂きありがとうございました。医院でも 5S は課題の 1 つではありますが、進捗状況は全くと言って良いほど、

進んでいないのが現状です。何からやればいいのか、医院にどう落とし込めばいいのかヒントになりました。明日からしっかり実践

して行きたいと思います。 

 
皆様からのご質問・回答 

№ 項目 内容 

1 

質問 組織とは何でしょうか 

回答 

組織とは、二人以上の目的を一致された集団です。 

組織を動かすためには、目的を一致させ、協力しあい、そのためのコミュニケーションを意識的

に行わなければなりません。 

組織の研究分野は組織論となります。 

2 

質問 ５Ｓを実践するにあたり、面倒に思っている人へどのような対応をすればいいのでしょうか 

回答 

基本的には、どのようなことにも抵抗勢力は必ず出てきます。 

これはどれだけ素晴らしい、自分にとっても利益があることでも反対すると言われています。 

したがって、目的（理念）を明確化し、やることを院長が宣言することが大切です。 

困っていることは皆さんお持ちですので、ブレーンストーミング等を使って、現状を把握されて

ください。皆さんを巻き込むことで、当事者意識が出てきます。 

詳細は、医歯薬出版化から出ています「5S で仕事の視える化，医歯薬出版㈱」をお読みください。

3 

質問 10 分で帰れるようになると、残業手当がつかなくなるので手当が減ると言われないかと不安です

回答 

世の中が「働き方改革」に全力で取り組んでいる時代となりました。 

「お金」か「豊かな人生」かと問われれば、人生 100 年時代をイメージした生き方が語れると思

います。当然、給与はマズローの 5 段階欲求の二段目の安全欲求に入りますので、給料が減るこ

とで生活できないとなれば、その設定から検討する必要があります。 

しかし、抵抗勢力はいろいろなできない理由を言いますので、志を持って、話し合われてくださ

い。 

4 

質問 
5S の一つ一つの事柄がもっとじっくり具体例があれば、自院で取り組む際のヒントが多く知れた

のではと思いました 

回答 

「はいしゃさんの仕事段取り術，医歯薬出版㈱」の本では多くに院様の事例を写真で紹介してい

ます。また、「はいしゃさんの仕事カイゼン術，医歯薬出版㈱」の本にも理論から解説を入れています

ので、参考にされてください。 

5 

質問 受付のショーケースの 5S の他医院さんの事例が詳しく知りたいです 

回答 

ショーケースはシンプルな物をおススメしています。物品販売は、チェアーサイドで説明して、

個別対応している医院が多くなりました。したがってショーケースがいるから話し合うことが必

要となります。 
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6 

質問 前日のカルテチェックを今よりスムーズに行える方法を詳しく知りたいです 

回答 

基本的には担当制の中で責任をもった治療計画が立てられていれば、やるべきことが毎回見えて

きます。レントゲンや口腔内写真の資料を読み込み、次回予定を継続して確認していくと、短時

間でスムーズなチェックが行えるようになります。 

7 

質問 
スタッフから院長へ５Ｓ活動をしたいと提案する場合、どうやって院長に伝えるべきか知りたい

です 

回答 

現状での問題点や気づきを、真摯に院長先生にお伝えすることが第 1 歩と考えます。 

5S 活動を含む院内の環境カイゼンについては、国は医療法においてその実施を定めています。（参

考：「はいしゃさんの仕事カイゼン術，医歯薬出版㈱，P11」）。第 5 次医療法ではヒヤリハットを

通した環境カイゼンを、第 6 次改正は、医療勤務環境マネジメントシステムのフロー(参考：同書

P16・17)に沿っての整備を推奨しています。是非、院長と共に安心できる環境を目指してくださ

い。 

8 

質問 
院長に確認するのに時間がかかってしまい、大変な時にどうしたらよいか、教えて頂けたらと思

います 

回答 
現場の人が使いやすくカイゼンしていくが基本ですので、任せていただく範囲を決め、権限移譲

していただいてください。 

9 

質問 
5S 活動を始めるきっかけ、問題抽出後のタイトルのつけ方のコツ、また実際のブレーンストーミ

ングの方法が知りたいです 

回答 

・組織づくりの基本は 5S ですので、色々な問題が起きている原因を皆さんで話し合われてくださ

い。必ず 5S に結び付きます。この度、「7 つのムダ」をご紹介いたしました。院内の現状におけ

る、ムダを省き、単純化・効率化を図り、更なる安心安全な環境を目指されてください。必ず皆

さんに喜ばれます。問題抽出はブレーンストーミングで、その問題別の島わけは KJ 法を使います。

これには全員が共有できるようにわかりやすい語句、短文がいいようです。 

・ブレーンストーミング・ＫＪ法については、「はいしゃさんの仕事カイゼン術，医歯薬出版㈱，

P .18」をご参照ください。 

10 

質問 赤札・黄札の使い方 整理の実例で、捨てる基準は何ですか 

回答 

処分品に赤、処分を検討している物に黄のテープを貼ります。基準は次です。 

赤…使う予定がない・使えない・壊れていて修理できない・使用期限が切れている  

黄…めったに使うことがない・新しいタイプを使用している・何度も壊れていてたびたび修理

している （参考：「はいしゃさんの仕事カイゼン術，医歯薬出版㈱，P78」） 

実施の目安は、1 年に 2 回(大掃除時などに合わせて)程度で充分です。 

11 

質問 クリニックに合った具体的な改善策を教えてください 

回答 
基本的には、5S の進捗表に沿って進められてください。セミナー資料 P3 をご参照ください。ま

た、詳しい内容は、「5S で仕事の視える化，医歯薬出版㈱」をご覧ください。 

12 

質問 5S を進めていく上で有効な時間の使い方、診療中うまく時間を使って進めていく方法は何ですか

回答 

自院の 7 つのムダをカイゼンし、ムリ・ムダ・ムラを徹底排除する事で、少しの余裕を作ること

ができます。日々の診療は、予約簿に合わせて担当者と補助者を明確にする事で、余裕時間が生

まれます。5S 活動にあてる時間は、朝礼で報告・連絡・相談しながら作っていきましょう。 
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13 

質問 在庫管理のやり方はどのようにするか 

回答 

カンバン方式をお勧めしています 

カンバン方式は、持っている在庫を必要な時に必要な数で管理する方法です。 

カンバンを作成し、全て物品は付けて管理します。 

詳しくは「はいしゃさんの仕事カイゼン術，医歯薬出版㈱，P79 .80」をご参照ください。 

14 

質問 マニュアル作成についての研修はありますか 

回答 

3 月 17 日にマニュアルセミナーを広島で開催いたします。 

目的、作成手順などを詳しく説明いたします。 

是非ともご参加ください。 

15 

質問 10 分で帰るための具体的な片付けを教えて下さい 

回答 

まず、目的の周知です。早く帰るのが目的ではなく、理念に近づくための１項目です。 

組織は計画されたとおりに動きます。したがって、片付けを早く終えるには、予定通りに診療を

動かす仕組みを、作る必要があります。7 つのムダを考慮した動線、当日をスムーズに動かすため

のミーティング、前日の打ち合わせ、朝礼の在り方、診療 5 分前終了、意識統一など総合的に取

り組んでいきましょう。 

16 

質問 
診療後 10 分で帰れる体制を作った後、その 10 分でどのように他の医院さんが片付けをしている

のかの事例みたいなものがもっと色々知れたらいいなと思いました 

回答 

「はいしゃさんの仕事カイゼン術，医歯薬出版㈱，P32、33」をご参照ください。 

私共の事例では、「早く帰る」ための方法を 5 回問うことで、20 近い原因を見つけることができ

ると報告致しました。1 つ 1 つの原因を、組織全体で丁寧に解決することで、体制を確立していく

ことができます。歯科医院が持っている財産（ヒト・モノ・カネ・情報）を駆使して問題を解決

して参りましょう。ポイントは、診療後に片付けるのではなく、診療中でもチェックシートを活

用して終えていくことです。協力し合って取り組みましょう。 

 

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。 

 


