
Seminar Report 
株式会社 デンタル タイアップ 

「関西地区歯科医院合同スタッフセミナー」 

－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 4 月 16 日（日）PM 9：30～PM 16:30 

会 場  太成学院大学歯科衛生専門学校（大阪市北区南森町 2-1-8） 

講 師  アークレイ マーケティング株式会社 ：西岡 大二郎 様 , 上戸 潤 様 
株式会社メディアート メディカル事業部 ：福原 敬治 様 , 東山 宏志 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,片岡さおり 

セミナー風景 
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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）

12:10

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 泉様 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・小原）

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）

16:10 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

15:50
ＳＰＴⅠ　ＳＰＴⅡの理解と実施

13:10
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

14:00
自由診療を含めた提案　動画による情報提供・見積書

14:45
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）

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10:05

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
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セミナー全参加者の声 

カウンセリングの必要性、又、早急に取り組むべき内容だと改めて感じました。TC の確立と含め前進あるのみです。 

初診の流れを改めて知りました。これから取り入れていかなければいけない事だらけでした。有難うございました。 

変革が始まったばかりなので、難しいなと思うことや、実際出来るのだろうかと思う部分もありました。出来るところから実践して

いければと思いました。 

変革を始めたところで、今まで行っていたものと違う方法で行っていくのに、スタッフの話し合いや学習が必要と思いました。カウ

ンセリングも勉強していかなければなりません。患者に寄り添った話が出来るようにもなりたいです。 

初診、セカンド、補綴、最終、カウンセリングの重要性を患者さんに信頼していただき、共にお口の健康維持をしていくことが大切

であることが再確認できました。 

知りたい事が表にしてあり分かり易く、他院との情報交換もできてとても参考になり勉強になりました。当院では、カウンセリング

の時間というのも明確にまだとっていないので、これからまた、医院でも変わっていくのかなと思います。 

カウンセリングについて理解することが出来ました。有難うございました。 

今回、カウンセリングのセミナ－で医院全体が迷っていたところが明確になったような気がします。早速取り入れていきたいと思い

ます。 

今まで何となく行っていたカウンセリングも、しっかり内容を組み立ててシナリオを作れば、より患者様に伝わるということが分か

りました。 

本日は有難うございました。カウンセリングの実際のやり取りが聞けたので分かりやすかったです。今後の診療に役立てたいと思い

ます。 

今回、参加させて頂きまして、有難うございました。新卒であるため、わからない事が沢山あった日々だったので今回、基本的な事

から学ぶことが出来ました。明日から活かしていきます。 

カウンセリングについて、段階に分けてそれぞれの重要性、ポイントなどを改めて整理することが出来、自身の医院の内容の見直し

をし、患者様により良い診療を受けて頂けるように出来たらと感じました。有難うございました。 

セカンドカウンセリング、補綴カウンセリングの進め方の表が大変分かりやすかったです。どのスタッフが見ても、これは説明済だ

とわかるチェック欄があり、とても使いやすいと思いました。これから補綴カウンセリングを当院ではじめたいと思っており、スタ

ッフもどのように導入したらよいか、とても分かりやすく説明して頂けたと思います。有難うございました。 

誰に何を聞けばいいのか分からず、探りながら初診カウンセリングを始めていたので、どこに重点をおけば良いのか整理することが

出来ました。受付(助手)のものは資格がない分、Kr に近い存在でいられると思うので、上手に接していきたいです。 

各カウンセリングの重要なポイントや注意点を確認することが出来、今後のカウンセリングに大変参考になりました。ヌケ、モレ間

違いがないようしっかり患者様を理解し、信頼関係を築き 10 年後、20 年後、患者様の笑顔につながるよう頑張りたいと思います。

受付だけではなく院内業務、初診カウンセリングに入るようになりました。毎日、毎回試行錯誤しながら患者様と向き合っています。

今回のセミナ－を受け、初診カウンセリングの本来の意味、重要性の確認と共に患者様によりよい診療を提供できる様頑張ります。

5 年後、10 年後の健康の為に SPT でのメンテナンスの必要性を改めて確認できたので、他のスタッフと共有して進めて行きたいと

思います。 

初診～最終カウンセリングまで改めて必要性を学べて大変勉強になりました。セカンドも始まったばかりで、迷いながら行っていま

すが、これからもっと補綴物の勉強も含めて、スキルを上げて行きたいと思います。本日は有難うございました。 

人口減少により社会保障が削減され、SPT や、か強診の必要性が理解出来ました。今後、カウンセリングを通して患者様との信頼

関係を深め、長くお付き合いできるようにしたいと思いました。 

これからカウンセリングを導入するのでとても参考になりました。患者さんにより添えるアプロ－チを目指していきたいです。 

今、一番患者さんに適しているものを、初診カウンセリングなどを通して患者さんと一緒に進めていけるように明日からしていきた

いです。 

これからカウンセリングを本格的に導入していくので、患者さんのことを一番に考え、信頼を築いていければいいなと思いました。
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カウンセリングは大切と分かっていても、なかなかカウンセリングル－ムが活かせてないなと改めて思いました。治療計画も具体的

にしっかりと決めて、それに応じたカウンセリングを行うのが今の課題だと思いました。 

今から学ばなければならない事がたくさんある事が分かりました。少しずつ確実にしていけたらと思います。資料なども参考にさせ

て頂き、揃えなければならないと思いました。大変勉強になりました。 

今は、CS をまだしっかり行えていない状況で、患者さんともそうですが、スタッフ間、Dr.との間でも情報共有が確実に行えておら

ず、混乱が起こることも多くあります。このセミナ－を聞いて項目ごとの意味を理解できたので、出来ることからはじめていきたい

と思いました。 

今、当院では、カウンセリングル－ムの活用は十分に行えていないので、治療に取り掛かる前の初診カウンセリングからきちんと説

明を行うと、患者さんとの信頼関係も築きやすくなると思ったので、カウンセリングル－ムの活用もしていきたいと思いました。 

患者さんとの信頼関係を築く為に、治療予定表を上手く活用し、カウンセリングにも力を入れていく必要があると感じました。一番

は患者さんに合った良い治療を進められるよう勉強したり、伝え方を考えていきたいと思います。有難うございました。 

まだ、補綴物の CS をしっかり出来ていないこともあり、今回セミナ－に参加させて頂いてどのタイミングに CS を持っていくか、

患者様にあった補綴物のすすめ方を聞くことができ、とても勉強になりました。P の予約の取り方も、時間の配分も見直して、充分

に患者様の傾聴をしっかり行いたいです。参加させて頂いて有難うございました。 

本日はセミナ－に参加させて頂き有難うございます。当院では今後、受付助手がカウンセリングをしていくことになると思いますの

で、気を引き締めて患者さんに寄り添い、ご案内させて頂けるようしていけたら良いと思いました。 

これから補綴カウンセリングを充実していく段階でしたので、直接お話しや、説明の仕方などをお聞きし、理解出来ました。来月の

補綴勉強会後、当院も実施していけるようにしようと思います。 

ちょうど院内でカウンセリングについてのミ－ティングを実施している所でしたので本日の勉強会はとても参考になりました。スタ

ッフと一緒に勉強していきたいと思っております。有難うございました。 

受付として、受付業務以外に出来ること、診療に携われることがたくさんあることを学ばせて頂きました。積極性を出して業務の幅

を拡大していきます。有難うございました。 

受付で入って、あまり歯科の流れが良く理解していませんでしたが、今日の勉強会で少し流れを理解出来てよかったと思います。待

合室のテレビで流すメディア－トさんの映像はすごく良いのではと思いました。 

リスク検査を行っていますが、ア－クレイのリスク検査がとても良く、導入したいなあと思いました。その日のうちに結果も分かり、

すぐ説明出来るので良いと思いました。カウンセリングはもっと医院で MTG を行い、良い情報を提供出来たらいいと思います。 

今回、カウンセリングについてのセミナ－でした。とても勉強になりました。初診～最終まで、この通りに進めたら理想的な流れで

すが、こちらの医院もまだまだ足りないことがいっぱいです。PT に分かりやすく説明出来たらいいなと思います。 

患者さん本人の背景なども考慮しながらカウンセリングする事の重要さも改めて感じました。明日から診療に活かしたいです。 

初診、セカンドとカウンセリングをやり始めたばかりで、手探りでやっています。患者さんに寄り添いながら分かりやすく説明でき

るように頑張ります。 

カウンセリングを始めたばかりで、導入の仕方、患者さんへの伝え方から考え方の整理が改めて出来たので良かったです。明日から

の診療に少しずつあせらず進めていけたらいいなと思っています。 

患者様に寄り添ったカウンセリングを出来るようになりたいと思いました。各カウンセリングの流れや内容がとても勉強になりまし

た。 

今後、補綴カウンセリング等を充実させていこうという中で、今回セミナ－に参加をさせて頂き、とても勉強になりました。今日の

学びを医院に持ち帰り、今後にしっかりと活かしていきたいと思います。 

今回、合同セミナーに参加して、カウンセリングのことを深く学ぶことが出来ました。私達はまだセカンド、補綴カウンセリングを

これからどうしていこうか考えている段階です。今回のセミナーを参加し、実施していきたいと思います。患者様と寄り添い治療し

ていきたいと感じました。 
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補綴カウンセリングをもっともっと強化する必要があるなと実感しました。その為にも、料金設定、パンフレット、スタッフみんな

の補綴内容の確認が必要だと思ったので今後進めていこうと思います。 

日本の今後の医療費等の展望や、国民の健康に対する不安の中で歯のことが思っていたよりも大きなウエイトを占めていること、大

変勉強になりました。カウンセリングについては、初診、セカンド、補綴、最終カウンセリングそれぞれの役割を一つ一つ理解させ

て頂き、今後の仕組みづくりへの学びが大きく有難うございました。 

カウンセリングの実際の言い回しの内容など、とても勉強になりました。患者様に興味をもってお話を聞いてくれるカウンセリング

を心掛けたいと思います。本日は有難うございました。 

今回、研修会に参加させて頂き、気付いたことが、やはりカウンセリングをするにあたってまだまだ足りないことがあるなと思いま

した。とても分かりやすく、今回のこのセミナーを今後に活かしていきたいと思います。 

健康についての意識が良くも悪くも一位にくること、歯や肥満がほぼ同じ位置にくることが分かり興味深かったです。よりよい口腔

内環境をご提案できるようカウンセリングできるようにしたいです。 

私は歯科衛生士 2 年目で、少しまだ不安を持ったカウンセリングをしていました。今日のセミナーで学んだことを参加に自信を持っ

て、患者様一人ひとりに寄り添ったカウンセリングをしたいと思います。 

検診の必要性をとても重要だと感じました。今はパノラマのみで説明しているので、Dr.、DH と連携をとりながらもっとより生涯に

渡って患者様により健康になって頂きたいです。 

これまでの定期健診の重要性の説明しかしたことがなかったので、今回学んだことを活かしていければと思いました。補綴も患者さ

んに合ったものを提案していけたらと思います。 

変革がまだまだ始まったところで、他院の皆さんに色々な話をきかせて頂き、今後の参考にさせて頂きたいと思いました。有難うご

ざいました。 

今現在の保険のことや、これからの歯科医院のあり方など、一般の方が良く知らないことを知ることが出来よかったです。 

今はカウンセリング等、何もしていませんが、今後していくことになると思うのでどのように話をもっていけばよいか、どんな流れ

で話せばよいかを確認出来ました。また、補綴物等についてもっと勉強しないとダメだと思いました。 

患者様に情報を提供することの重要性を改めて学ぶことが出来ました。情報を提供することで患者様のためにもつながるのだなと、

今後も患者様に寄り添えるよう意識して頑張っていこうと思いました。 

私は普段、初診カウンセリングしかしたことがなかったので、セカンド、補綴、最終と内容をほとんど知りませんでした。カウンセ

リングが多かったので、全体の流れや内容の把握が出来て良かったです。受付は場違いかなと思っていましたが、参加出来て良かっ

たです。 

カウンセリング、治療計画、メンテナンス どれをとっても重要な事を学びました。医院に帰っても報告したいと思います。有難う

ございました。 

普段コンサルに入らせて頂いていますが、自分の足りない所や医院に必要な事がよくわかりました。今以上にシステムを構築してい

きます。本日は有難うございました。 

有難うございました。私はこれから TC の勉強をしていこうとしております。カウンセリングでの話のすすめ方とても為になりまし

た。これからどんなことが出来るかわくわくしています。 

今回初めてセミナ－に参加させて頂きました。日頃カウンセリングは Dr 任せになってしまう事が多いのですが、私も DH として患

者さんにもっと沢山の力になりたいと思っていたので、カウンセリングのポイントやすすめ方等わかりやすく、明日からの臨床で早

速実践していきたいと思います。有難うございました。 

4 回のカウンセリングについて、とても分かりやすく勉強になりました。患者様の不安や恐怖心をなくし、希望をかなえられる寄り

添ったカウンセリングが出来るように心掛けたいと思いました。 

カウンセリングを行うための材料(検査等)を揃えスタッフにこういう話をするようにと Dr.が伝えそれを患者さんに伝えられるよう

スタッフも勉強する必要があることが分かりました。 
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充実したセミナーを有難うございました。参加したスタッフも何か学んでくれたと思います。私も新たな先生や業者さんとのつなが

りを頂けました。今後共よろしくお願い致します。 

デンタルタイフップの皆様のカウンセリングが素晴らしく、ついそのまま「お願いします」といってしまいそうになりました。少し

ずつ取り組めるよう取り組んでいきたいと思います。 

とても有意義な時間を過ごさせて頂きました。やはりセミナーや、様々な行事に参加することは必要であると感じました。多くの事

をインプットしてまたアウトプット出来るようにしていきたいと思います。有難うございました。 

提案されていたカウンセリングの全体像を聞くことが出来て良かったです。人への信頼をベ－スに組織、病院への信頼に移行、転換

して行きます。いずれクリニックからデンタルヘルスケアステ－ションへとなっていけたらと思いました。今後とも引き続き宜しく

お願いします。 

カウンセリングに周術期やオペ前、DM パスをはめ込みたいです。 

今までカウンセリングについて学ぶ機会がなく、自己流で行っていました。今日の話を聞いても明日からの診療に活かせそうなヒン

トが沢山ありました。初心にかえる心づもりで、今日のカウンセリングを取り入れてみようと思います。 

今日、沢山の事を学ぶことが出来ました。カウンセリングの流れを知れたので今後活用していきたいと思います。患者さんの気持ち

に寄り添うことが大切なのだと思いました。 

改めてカウンセリングについて学び、とても面白いと思いました。当院はカウンセリングをまだ取り入れていないので、早く取り入

れたいと思います。学んだことを医院に持ち帰りより良いものにしていきたいです。 

 

 

皆様からのご質問・回答 

№ 項目 内容 

1 

質問 
生活習慣病の増加と共に、食育も歯科診療では不可欠なものだと思います。初診カウンセリングの時、食育に関す

ることもくみこめたらと思いますが、どのような型で取り入れたらよいでしょうか。 

回答 
歯科医院でプロジェクトとして取り組み、基本方針を固められてください。 

この度はあくまで大人の基本的なカウンセリングでした。ご一緒に考えていければと願っています。 

2 

質問 SPT への移行するタイミングや滅菌・消毒(裏方)のやり方 

回答 
SPT は保険で流れが決まっていますのでそれに準じてください。滅菌消毒はスタンダードプレコーションの基本

に合わせてください。 

3 
質問 セカンドカウンセリングをもっと知りたいです。 

回答 何を知りたいのか具体的にご連絡ください。 

4 
質問 

当院でのセカンドカウンセリングは、検査の時、初診から約 1 か月後となりますが、最もベストなタイミングはい

つなのでしょうか。 

回答 検査 1 の後をご提案しています。 

5 
質問 

1 日 20 以上の方がリコールにこられています。その方々のお役に立てるカウンセリングを充実させたいのですが、

歯周病、２次カリエス…等、どのようにくみこめばよいでしょうか？ 

回答 Dr.と話し合ってください。基本は Dr.の治療方針に合わせることです。 

6 
質問 

45 分のうち精密検査の記入補助ありなしで時間の使い方が違ってきます。他院さんではどのように対応されてい

るのかを教えて頂きたいと思います。 

回答 前日打ち合わせで補助を決めています。柔軟に対応していただいてください。 

7 
質問 

今、最終カウンセリングを作っているところなんですが、SPTⅠ、Ⅱにどう移行して、PT に説明すれば良いので

しょうか。 

回答 初診に戻しても SPT に変えても大きく点数が変わるということではありませんが、掲示して周知してください。
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質問 

時間厳守の重要性について、今回も改めて認識させていただきました。有難うございます。その中で診療中、想定

外の事由により処置時間が延長してしまうことがあるのですがその場合の良いリカバリ－等、何か対応されている

事例があればご教授頂けたら幸いです。 

回答 
予定以上の処置をするのは、基本不可能です。落ち着いて対応されれば無理なことは分かります。予定のこと以上

ははされない事です。 

9 

質問 
・現状の把握と治療計画立案の為に 12 枚法提案の際、レントゲンを拒否される方への対応方法    

・保険治療希望であまり補綴カウンセリングを聞いてくれない方への対応法方法など 

回答 
・出された資料での提案になります。 

・その方の考え方を変えることが目的ではありませんので、準じて柔軟な対応をお願いします。 

10 
質問 

カウンセリング時に患者様から詰められて質問などされたときに、対応が分からなくなってしまいます。その場合

はどのように対応やカウンセリングをしたら良いでしょうか。 

回答 詳しいことは専門の職種からお伝えしますと答え、自信のないことは言いません。 

11 
質問 

症状のある時のみ来院される患者様に対し、歯周病治療の必要性を納得して頂けるような言葉掛けがあれば教えて

頂きたいです。 

回答 データをお見せして、客観的にご説明するだけです。 

12 
質問 

初診カウンセリングの遅刻は 15 分以上と出ていましたが、他の医院もそれくらいなのでしょうか。もし他の医院

が遅刻と扱っているのがどれくらいからなのか、平均が分かれば知りたいかなと思います。 

回答 平均ではありません。30 分の予約を想定して、半分の時間が過ぎていて何ができるのでしょうか。お考え下さい。

13 

質問 
補綴コンサルですが、値段の高い方から説明する方が良いですか。低い方から説明するよりも良いと思われる理由

を知りたいです。 

回答 

ロバート・Ｂ・チャルデイー: 影響力の武器第 3 版, 誠信書房, 2014.を参考に作成 

 私共（デンタルタイアップ）は、患者さんに最善を尽くす歯科医療サービスを提供しようと謳っています。チャ

ルディーニは、人には固定的動作パターンがあり、刺激による本能的な行動があると言っています。 

さて、診療内容をお決めいただくときに、保険が最適であることも当然あると思いますが、将来を見越して健康の

投資として自由診療をお考えいただく時に、使える考え方があります。「返報性」の反応です。 

私達が最適と思うものよりも、さらに最高レベルのモノをご提供すると、ちょっと躊躇が起きます。「そこまでは

考えていない」という拒否です。実は「拒否したら譲歩」という思考が働きます。したがって、本当に提案したい

ものは、二番目に配置したほうがいいという提案です。松竹梅のように、3 つの提案ならば、真ん中の平均的なも

のにしたいという考えもあります。 

本当にご提案するものを一本で提案することも捨てがたいとは思いますが・・・。いかがでしょうか。 

14 

質問 治療計画表はどの時点で新しいものと交換しますか。1 枚目と続きの紙はどちらを上におきますか。 

回答 
治療計画書の大きく変わったところは、スミ✔の欄ですので書き足してください。続きの紙は 2 つ 

に切っていつでも計画書が見えるようにしてください。 

15 
質問 

矯正治療が関わった時のカウンセリングのタイミングを決めるのに困っています。特に成人で P と C がある場合

スム－ズに説明出来るようにするには P 検やレントゲン、カウンセリングのタイミングはどうすればいいでしょう

か。 

回答 基本の考え方に沿ってみてください。悩むことがあっても実は複雑なことではありません。 

16 
質問 

今から進めていくプロジェクトに必要な事項を多く学ばせて頂いたと思っています。他院様の参考資料を当院ご来

院時に再び見せて頂くことはできますでしょうか。 

回答 フォーラムの段階でデータにてお渡しさせていただいています。それでご対応ください。 
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質問 カリオロジ－的な発想を含められますか。全身疾患についてのパ－トも入りますか。 

回答 
カリオロジーの発想は、歯科医院の方針によって入れられればと思います。この度は一般的な歯科医院でのカウン

セリングです。 

 

 

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。 
 


