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-チーム一丸となり、機能的・効率的に働くための職場環境を整備しよう-
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講師紹介

 

　私たちがチームとして、最善の歯科医療サービスを提供するためには、歯科医院の目的を明確に示し、志の下にカイゼンを繰り返す必要があります。
　その根幹となるのが５Ｓ(整理・整頓・清潔・清掃・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。
　この度は、そのための責任感あるプロジェクトリーダーを育成することが目的です。
　貴院に取り入れるための具体例を示しながら、５Sの神髄に触れて頂ければと思います。

【開催日時】 2014 年 1 月 25 日 ( 土 )　10:00 ～ 17:00

                             1 月 26 日 ( 日 )　 9:00 ～ 16:00

【会　　　場】 広島市文化交流会館 （広島市中区加古町 3－3）

【参 加 費】 48,000 円 （税込 )　　【定　員】　30 名

【対 象 者】 院長 ・ チーフクラス ・ 担当スタッフ
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株式会社　デンタル タイアップ　
〒730-0851　広島県広島市中区榎町 5-20
TEL 082-294-1845　FAX 082-294-1846   E-mail:office@dental-tie-up.net

* お問い合わせ

フリガナ

お名前

お申込み者が複数の場合はこちらにお書きください。
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□ご勤務先
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* 受講申込書 *               2014/1/25， 1/26

開 催 概 要
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第一部　日本企業から学ぶ 5S の歴史

　　　　経営学の歴史・外部環境の理解

　　　　意思決定について

第二部　５S への理解

第三部　医療法の理解

　　　　ヒヤリハットの拾い方

　　　　カイゼンの取り組み

第四部　５S プロジェクトの意義

第五部　５S 活動の始め方と実践
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第六部　抵抗勢力への対応

第七部　「【仕事の視える化】の 5S 提案」

　　　　実際の歯科医院変革体験より

　　　　佐伯歯科医院様からの報告

第八部　IE による現場カイゼンの考え方

第九部　５S の維持・具体的グッズ紹介

第六部　抵抗勢力への対応

第七部　「【仕事の視える化】の 5S 提案」

　　　　実際の歯科医院変革体験より

　　　　佐伯歯科医院様からの報告

第八部　IE による現場カイゼンの考え方

第九部　５S の維持・具体的グッズ紹介

チームで取り組む歯科医院の　　　　セミナーチームで取り組む歯科医院の　　　　セミナー５ S

業務拡充に伴い、
歯科医院活性化コンサルタント(助手)募集

＊歯科医院変革のために尽力し、向上できる方＊
＊歯科医院でのシステム作りに興味のある方＊

歯科医院で指導する際に出張可能な方。
詳細は面談によります。
電話連絡の上、履歴書、職務経歴書を
送付してください。

単に捨てるという意味ではない
　定期的にものを処分する仕組み
　不良在庫を増やさない仕組み
　新人でも間違いなく発注できる仕組み

単に並べるということではない
　探さないですむ仕組み
　やるべきことが見える仕組み
　小さなバーでさえ、なくならない仕組み

単に掃除が上手であるという
　　　　　　　　　意味ではない
　朝の準備がスムーズに行える仕組み
　動線を考えた消毒システムの工夫

単にきれいにしているという
　　　　　　　　　意味ではない
　最後の診療が終わって、
　　　　　　10分で帰る仕組み

単に礼節ができているという
　　　　　　　　　意味ではない
　仕事を完全に「視える化」する
　組織としての文化はこのように育つ

 

＊お申し込み方法＊

申込書に必要事項をご記入の上、郵送または FAX にてお申し込みください。

お申し込み後、下記振込先へ 1 週間以内にお振込みをお願い致します。

　≪振込先≫　※振込手数料はご負担下さい。

   　広島銀行　本川支店　普通預金　3405140　

    株式会社デンタルタイアップ

◆受講料お振込み時の注意事項

１．お振込みのお名前は歯科医院名でお願い致します。

２．キャンセルによる受講料の返金は致しかねますのでご了承ください。

３．領収書は、振込書にてかえさせて頂きます。

※受講に関しての案内状は、12 月初旬より順次お送り致します。

※模型の管理できていますか。処分の時期と保管体制、保管期間の設定等
※前回の状態が５秒以内で説明できますか。
  一瞬で分かるカルテ管理の方法

※「改築しましたか」といわれるほど、
  すっきりとした診療室。基本置くものは必要とするモノのみ

※

毎
日
の
掃
除
は
徹
底
的

※朝礼で1日の意識統一をはかる
　一丸体制で医療に取り組もう!!

※

新
人
で
も
準
備
で
き
る
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ー
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表題

内容

対象

期間

期待効果

目標

主な作業

「チームで取り組む⻭科医院の５Sセミナー」
－チーム一丸となり、機能的・効率的に働くための職場環境を整備しよう－

　私たちがチームとして、最善の歯科医療サービスを提供するためには、歯科医院の目的を明確に示し、
志の下にカイゼンを繰り返す必要があります。
　その根幹となるのが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。
　この度は、そのための責任感あるプロジェクトリーダーを育成することが目的です。
　貴院に取り入れる為の具体例を示しながら、５Ｓの神髄に触れて頂ければと思います。

　　　院長・歯科衛生士・助手・受付　(職種は問わない)

　　2014年1月25日（土）　10:00-17:00　・　　1月26日（日）　9：00-16：00

①自分達のおかれている環境を考えることで、５Ｓ活動の意義とその活動の重要性を理解します。
②問題を深く理解し、５Ｓ活動を通じたカイゼンを繰り返すことで、組織としてのシステムとプロセスを創造しま
す。
③実例を通して、５Ｓ活動を自院で実施するうえでの応用力を高めます。

①５Ｓの重要性を延べることができます。
②５Ｓの必要性を述べることができます。
③５Ｓにより、仕事の単純化・効率化を図ります。
④働きやすい環境とは何かを考えます。
⑤結果として、時間の有効利用ができることが説明できます。
⑥実際に５Ｓに取り組む為の計画を立てます。
⑦５Ｓによるカイゼンの継続を行います。

①外部環境の理解
②５Ｓへの理解
③医療法の理解
④５Sプロジェクトの意義
⑤５S活動の進め方と実践
⑥抵抗勢力への対応
⑦事例を通して解決
⑧５Ｓの維持
⑨具体的グッズ紹介

事前に「５Sで取り組む仕事の視える化」をお読み頂いておりますと理解が深くなります。

©デンタルタイアップ　複写厳禁



スケジュール 項目 主な内容・ねらい等

10:00

10:10 第1部 ・日本企業から学ぶ５Sの歴史

日本企業から学ぶ５Ｓの歴史 ・内部資源の活用

経営学の歴史・外部環境の理解　 ・歯科医院を取り巻く社会環境

意思決定について　　　 ・５Ｓにおけるプロジェクトリーダーとは

12:30

13:30 第２部

５Ｓへの理解

　事前勉強会の流れを説明

14:40 第３部

医療法の理解

　　ヒヤリハットの拾い方・カイゼンの取り組み

15:30 第４部

５Ｓプロジェクトの意義

何を目標にするのか

16:40 第５部

５Ｓ活動の始め方と実践

事例説明

事例検討資料配布 ・宿題とする　事例の読み込み

2日目

09:00 朝礼 ・朝礼の進め方

09:10 第６部

抵抗勢力への対応　　 ・リーダーシップ発揮上の悩み30分

10:10 第7部（佐伯歯科医院様）

「【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から 　確認し、感謝し、尊敬し合える体制

11:10 第8部　　IEによる現場カイゼンの考え方

事例を通して解決　　演習と発表 グループワーク

・事例による問題発見 ・事例による問題の把握の実践

第9部

５Ｓの維持・具体的グッズ紹介　解説と演習 ・創造的問題解決の応用

・目標設定の方法 　ビジョン・課題設定・目標設定・方策・業務

・目標達成のスケジュール化

・各グループ発表

15:50 研修の振り返り ・明日から応用

16:00 自己評価・セミナー評価

・５Ｓ活動に裏打ちされた歯科医院運営の仕組みとは

・実際に５Ｓ活動を進める手順を紹介
・事例の歯科医院ではどのような問題が生じているのか

　-　休憩　-　

開講・オリエンテーション・セミナー目標 ・本講の目的説明

　-　休憩　-　

・仕事に取り組む上で大切な５S活動とは
5Ｓの整理・整頓・清掃・清潔・躾の説明

・歯科医療を提供する上で重要な法律を知る
・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
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