
Seminar Report 
株式会社 デンタル タイアップ 

院長・管理職の「未来と組織の成長を語り合う会」 

－リーダーとしての在り方を再考し連携を強化する－ 

日 時  2017 年 10 月 15 日（日）13:00-18:30 / 16 日（月）10:00-14:10 

会 場  1 日目：湘南国際村センター（神奈川県三浦郡葉山町上山口 1560-39） 

2 日目：公益財団法人 松下政経塾（神奈川県茅ケ崎市汐見台 5番 25 号） 

講 師  1 日目：中部大学 経営情報学部   教授 児玉 充晴 様 

株式会社 ストランザ    代表取締役 西島 彰一 様 

税理士法人ネクサス    代表取締役 角田 祥子 様 

メディカルスペースデザイン株式会社 代表取締役社長 水口 真理子 様 

2 日目：公益財団法人 松下政経塾  理事長 佐野 尚見 様 

公益財団法人 松下政経塾  事務局 日下部 晃志 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 
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Seminar Report 
概要  
私たちが、厳しい社会環境の中で地域に信頼され、密着した歯科医療サービスを提供するためには、熱き思いを持

った院長と共に専門職種が連携し、チーム一丸体制で地域社会に臨むことが重要です。 

 そのためには、日ごろから視野を広め、未来を見越した行動を計画的に実践に移すことが求められます。 

 この度の集まりは、歯科業界や地域、歯科医院において「リーダー」としての役割を担っている方々にお声がけを

いたしました。 

 一日目は、参加者の現場やリーダーの声、それぞれの立場から見える日本の将来を語り合い、知識・技術・行動の

相乗効果に期待いたしました。 

 二日目は、松下政経塾にお伺いして、松下幸之助先生の志を学びました。 

 松下幸之助先生の生きた言葉の一つひとつをパナソニック副社長の経験から、また松下政経塾の理事長としてのお

立場から、リーダーシップについて、理事長 佐野尚見 様にご教授いただきました。 

 日本という国、平成という時代、与えられた役割、また自分の存在する地域を再考する機会にしていただければ幸

いです。 

スケジュール 項目

１日目

13:00 開講・オリエンテーション・セミナー目標 本講の目的説明

13:10 第1部　「社会変動に適応する歯科医院経営」

株式会社　デンタルタイアップ

13:30 代表取締役　小原　啓子　講演

13:30 第2部「人間の根源を知り、歯科医療経営に生かす」

中部大学　経営情報学部

15:15 教授　児玉　充晴　様　講演

15:25 第3部「時間の価値を上げる仕組み」

株式会社　ストランザ

15:50 代表取締役　西島　彰一　様　講演

15:50

16:15

16:25 第5部「数字が示す歯科医院経営のあり方」

税理士法人ネクサス・株式会社ネクサスパートナーズ　

17:15 代表取締役　角田　祥子　様　講演

17:25 第6部「歯科医院での癒しの提供」

メディカルスペースデザイン株式会社

18:05 代表取締役社長　水口　真理子　様　講演

18:05 まとめ　写真撮影

18:30 終了

19:00 懇親会

2日目

08:30 集合　（8：40出発） 貸し切りバスで移動

10:00 「松下幸之助の物の見方・考え方」

　公益財団法人　松下政経塾　

12:00 　　　理事長　佐野　尚見　様　講演

12:10 松下政経塾概要説明及びビデオ視聴

13:00 昼食　同施設内

13:30 塾内施設見学

14:10 終了 貸し切りバスで移動

15:30 新横浜駅　到着予定

・日本の未来を考えてみよう
・外部環境を知り、内部資源を活かすマネジメント

・男女の脳の違い
・持って生まれた宿命とは

・時間の価値をあげるための行動、考えるためのポイント

第4部「ご紹介させていただくシステム・技術紹介」

・歯科医院の今後の経営
・結果として現れる数字の見方の新たな視点

・歯科医院での快適な空間作り
・「インテリア医学」の考え方
・色彩心理学を取り入れたインテリアの提供

会場施設内　ホワイエ　にて

・松下幸之助の不滅の思考法とは

担当者 ：　社会連携担当部長　日下部　晃志　様

・変革や時間効率化・単純化に有効な器具、器材の確認

主な内容・ねらい等
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セミナー全参加者の声 

参加させて頂けた事に大変感謝しております。時間という言葉が講演で多く使われていました。平等で決められている時間、日々

を大切に生きなければという気持ちです。取り戻します、したい、佐野理事長のお話は私にとっての財産となりました。 

現在、勤務医の状態で、なかなか経営学での講義を聞く事も少ないので、貴重な経験をさせてもらいました。また松下政経塾も個

人ではなかなか入れない、歴史を作ってこられた形の足跡を感じる事ができ、有難く思います。 

大変興味深い話で良かったです。講演も、松下政経塾も最高でした。今後とも宜しくお願いします。 

経営セミナーと聞いて難しいお話かと思っていましたが、講師の先生方のお話は大変興味深く有意義な時間を過ごさせて頂きまし

た。有難うございました。 

2 日間の勉強会に参加させて頂き今年スタッフの退職もあり、戸惑いもありましたが、児玉先生のコミュニケーションが大事だと

分かりました。Dr.とスタッフのコミュニケーションを頑張っていますが、スタッフ同士のコミュニケーションもとっていくべきと

思いました。又、西島先生の時間の助言はスタッフ全員に読んでもらい、時間について考えていこうと思いました。参加前は勉強

の内容など不安でしたが、他の医院さんとの交流もあり参加させて頂き良かったです。有難うございました。 

"素直"が心におちるまで"感謝"いたします。この度は 2 日間色々な面で有難うございました。心より感謝申し上げます。今後とも

よろしくお願いいたします。 

経営については知識があまりなく、理解できる内容か不安でしたが、インテリア医学や算命術などとても面白い内容で、すべての

講義が興味深く楽しめました。松下幸之助塾もとても良い経験になりました。有難うございました。 

非常に楽しい貴重な時間を有難うございました。人が動き、結果、業績となる。源は全て形のない心からである。男女の考え方そ

の人が持って産まれたリズムもあると知ることが出来、仕事、プライベ－トにおいても目に見えないものにフォ－カスすることで、

より充実したものにしていければと思いました。 

久しぶりにデンタルタイアップさんのセミナ－に参加させて頂き、とても濃い 2 日間となりました。各講師のお話の前後に礼と挨

拶をはさむのはメリハリが出て良いなと感じました。新しく理念公開をされた医院さんと話す機会もあり、また新たな人脈もでき

嬉しかったです。ステップが進んでも迷いは形を変えて出てきますし、組織の中での自分の立場、やるべき事も変わります。これ

からも悩みながら院長と共に頑張りたいと思います。 

初日の講演、2 日目の松下政経塾という一般人では踏み入れることのできない場所で松下幸之助の思いを体感するというとても印

象に残る経験をさせて頂きました。デンタルタイアップ様にはとても手厚い対応をして頂いたことも、とても有難く思っています。

小原代表はじめ皆さま大変ありがとうございました。 

今回、松下政経塾等の貴重なプログラム内容を汲んで頂き有難うございます。それぞれの講師の先生のお話とても素晴らしかった

です。貴重な体験をさせて頂き感謝です。 

2 日間参加させて頂き、有難うございました。歯科医療はチ－ム医療と言われているくらい、沢山の人で成り立っているのだと感

じました。「和」はいろんな人材がいて感謝と信頼が大切だと思いました。学び続けるということは大変ですが、達成感はとても

素晴らしいものが得られるのだなと思いました。 

貴重な講演を有難うございました。時間管理や会計は心の資産である事、松下幸之助の考え方、見方などとても興味深い内容で充

実した時間でした。特に松下幸之助については存じてはいましたが、考え方、見方、どういう人物なのか全く無知でした。今回大

変勉強になりました。 

1 日目の講演では、会計や空間デザインなどの視点から自分たちの業務の在り方や考え方を改めて見直す機会を与えて頂いたと思

います。2 日目は松下幸之助さんの深い考え方を学ぶことができるとても貴重な時間だったと思います。「哲学」という言葉を知

らずにすでに自分の中に深い志があったことにとても感動しました。 

本研修会を通じて人との関わり方について、見直すきっかけを頂きました。また、松下政経塾での時間は、当院の理念に対する理

解を深めるとともに、価値観共有の大切さを学ぶことが出来ました。 
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様々な分野の専門家の方からお話を伺う事が出来、とても充実した時間でした。有難うございました。たくさん課題があると感じ

ましたが、出来ることからやっていこうと思います。 

自分の運命の流れを見て、今は準備期間など、より細かく自分の性格の中心部分など知る事が出来て良かったです。知っていた事

や、更に知る事、当たっている事も多く、楽しめました。インテリアでは目の錯覚を利用し、少しの事で雰囲気がガラッと変わり、

患者さん目線で考えられているのも素敵だと思いました。 

貴重な時間を有難うございました。様々な情報の共有化をしっかり行い、知識としても取り入れて活かしていくことで Dr、スタッ

フ、医院全体で改善し、成長していくという事を学びました。利益もそうですが、システムなど、「今は今の為」ではなく「今は

未来の為」にある。そんな医院作りをこれから心掛けていきたいと思いました。 

様々な分野でご活躍されている方の講演が聞けて、とても刺激を受けました。他院の先生方や DH の方からも、色々と参考になる

点が聞けて、とても嬉しかったです。2 日間本当にありがとうございました。 

沢山の気づきがありましたが、男女の脳の違いは女性の脳の考え方に当てはまる部分があり、奥さんとの関わり方のヒントを得る

事が出来ました。算命学をもとに家庭を充実させていきたいと思いました。理念の大切さを改めて実感しました。スタッフ全員で

共有し、ズレないで進みたいと思います。 

様々な角度から学ぶことが出来、大変参考になりました。自分なりに消化して栄養にしていきます。講師の先生方と名刺交換が出

来なかったのが残念。また、晴天なら最高でした。いろいろなところに気配りがあり、気持ちよく受講出来ました。有難うござい

ました。 

本日のセミナーでは、人の心が活動の根源となり、行動が組織目的を達成するということで、改めて活動計画、理念の浸透が大切

だなと思いました。算命学を知ることで、自分の現在の状況、未来の状況を知ることができて運命に逆らわないで生きること勉強

になりました。 

以前お会いした方にも会え、他院の方のお話も聞けて、とても楽しい 2 日間でした。今回の事を活かして頑張りたいと思います。

有難うございました。 

今後、人間関係等を改善するために役立つ事を学べました。 

歯科医療以外にも深く考えるべきこと、専門性があるのがよくわかりました。歯科医療以外はデンタルタイアップさんに相談して

歯科医療に専念すべきだと思いました。松下政経塾良い思い出になりました。 

どの企画も新しい発見と気づきを感じさせられてとても充実した研修会でした。明日から一つでも実践できるように心掛けたいと

思います。有難うございました。 

参加させていただきありがとうございます。自分の考えや医院の未来について考えることができました。政経塾ではパワーをいた

だき、また明日から頑張ります。 

2 日間有難うございました。大変貴重なお話をたくさん聞くことができ、自分にとってすごく勉強になりました。今回もたくさん

の医院の皆さまと交流できたことを大変うれしく思います。今後の医院の発展に活かせたらと思います。 

一部、組織の成長を語り合う目的に合っているのかわかりませんでした。でも、他の経営の勉強会に出た事がないので、新鮮な学

びがありました。時間管理、占いを使ったコミュニケーション、インテリア医学、会計でマイナスの危機感を作らない事など。 

面白かったです。 

事前にアナウンス(例えば、経営の指標を 3 年分、ユニット 1 台当たりの額、スタッフの生年月日等)を出して個々の歯科医院に落

とし込めたらもっと楽しめたと思います。 

大変勉強になりました。各先生方の歯科医院経営の考え方、松下政経塾での志、理念など自らの経営に活かしていければと思いま

す。又、いろいろな方との出会いが自分自身の将来に大変良かったと思います。 

1 日目は、多くの講師の先生方より、普段あまり聞くことのできないお話を聞くことが出来、大変有意義でした。2 日目は、なか

なか入ることのできない松下政経塾に入り、話を聞き見学をさせて頂き本当に貴重な経験が出来ました。有難うございました。 

全体として大変勉強になりました。新規開業や組織改革だけでなく組織の継承（代代わりや引継ぎ）についても情報があれば、よ

り有意義であると考えます。 
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院長に寄り添えるよう頑張ります。 

すばらしい会に参加させて頂き、有難うございました。今後のご活躍を期待しております。 

2 日間を通して、理念が大事であること、院長である自分がしっかりやらないと。と、改めて感じました。 

今年は松下幸之助氏の没後 28 年になる。物事の価値観が 100 年前とは大きく異なってきている。昨今、またグロ－バル化した世

界の政治バランスの中で基本理念は変えなくとも時代の要求にどのように対応すべきか問われると感じた。 

企業の成長も、人の成長も人間の本質を考え、あきらめない。成功するまでやるという気持ちが大事なのだと感じました。有難う

ございました。 

初めて参加させて頂きましたが、1 分 1 秒が無駄な時間がなく有意義でありました。変革改革の志を持つ先生やスタッフ様ばかり

で、自身もとても勉強になりました。また、松下政経塾の貴重な体験もさせて頂きありがとうございました。 

この度参加している歯科医院様どなたも意識が高く、圧倒される感があった。おそらくデンタルタイアップの志が高いため、その

ようなメンバーが集まると痛感した。松下政経塾では、少し自己満足しかけている自分の気を引き締めてもらった。皆さんに感謝

します。 

様々な視点から医院を良くするにはどうしたらいいかお話しを聞くことができたので、これからどんな取り組みをするか考えたい

です。また、松下幸之助さんの考え方を聞いて、自分がどんな人生を歩みたいかを考えるきっかけにもなり、仕事だけではなく、

プライベートにも活かしていきたいと思いました。 

 

 

皆様からのご質問・回答 

№ 項目 内容 

1 

質問 

第 5、6 次医療法により、働き方改革が日本社会全体でも求められて来ていると思うのですが、歯科医院の診療時

間をどのように設定し、スタッフの報酬を考慮して経営を行っていったら良いでしょうか?デンタルタイアップさ

んが提案する診療時間や、働きやすい職場とはを教えて頂ければ幸いです。当院でも 9:00～12:00 14:00～18:00(最

終受付は 17:30)になるのですが、まだ勤務時間を短くする必要性があるのか? 昼の時間を短くするなど必要でしょ

うか? 

回答 

私共では労働基準法に示されるように 1 日 8 時間週 40 時間勤務が基本と考えております。それより短くする場合

には、組織としての独自性をどのように確立するかを全員体制で話し合う必要があります。しかし、世の中は厳し

いです。法律を守ることさえ努力がいります。私共では、9:00～13:00 14:00～18:00 の診療体制、その前後の準備

と片付けは、時間外労働協定(36 協定)を結び、片付けは 10 分以内が現在においての理想だと考えています。診療

時間を短くすることで組織自体が倒れることは言語道断です。 

2 

質問 

会計に関しまして数字の開示は毎月のミ－ティングで行っていますが、経営会議的なものは、まずはチ－フ、リ－

ダ－クラスとどのくらいの間隔で行うのですか? またそれ以外のスタッフに経営意識を持ってもらうにはどのよ

うな工夫が必要ですか? 

回答 

会計数字の開示(財務諸表)は、私共は税理士の説明会と１年に１回は開催する必要があると考えています。大変危

機的状況が強い場合には院長、税理士、社労士、私共で協議の上、早急に対応頂く場合もございますが、まずは私

共と全員で共有している一般的な数字をスタッフ全員で確認すれば十分であろうと考えます。先生からのご要望が

ありましたら、私共は管理職クラスに開示ということで動くことも可能ですが、数字の読み方、考え方の教育は必

須になると思います。 
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3 

質問 
初めて参加させていただきました。この様な会は、今後どの様な形になるのでしょうか。時期、頻度、会の形式 、

開催場所など 興味がありますので お願いします。 

回答 

私共の研修は、研修会当日に配布させていただきました。御覧いただけましたら幸いです。このような院長クラス

の会は、二年に一回しかありません。 

その間には、歯科医院変革フォーラムがあります。こちらは広島の国際会議場で開催予定です。来年の 7 月 21 22

日です。 

4 

質問 
たった 10 年でこれほどまでの会を開催されるまで大変な道のりだったと思います。この道のりの中でのご苦労、

成果と反省点などを知りたい。 

回答 

志を語る研修会が出来るようになったことは、10 年の成果であろうと考え、私共をご支援ご協力頂きました方々

に深謝致します。苦労などはありません。いつも皆様に支えられ暖かいご叱責の中から新しい考えを導いて頂けま

した。一つ一つの失敗を全て乗り越えたとは感じておりません。安易に開き流してしまった重要な事もあったかも

しれないと思っています。日々反省の中から明るい未来が築けるものと思っております。これからも努力いたしま

すので何卒宜しくお願い致します。 

5 

質問 スタッフの性格を理解するうえで、今回学んだ運命(算命学)などで参考になる資料等教えて頂きたいです。 

回答 

私の専門は、算命学や手相鑑定ではなく、現場から学び取った経営課題を解決するための経営学なのです。この経

営学の観点で回答すると、松下政経塾で学んだ、「徹底した現場主義」が重要です。スタッフの性格を理解するに

は、“STAR 手法”が最も現場に即した方法（ノウハウ）です。STAR 手法とは、過去のどういう状況下（Ｓ）で

どんな行動テーマ（Ｔ）をみつけて、具体的にどう行動（Ａ）して、結果（Ｒ）はどうなったか、の情報をもとに、

本人の性格を理解し、将来の行動を予測する方法です。 

今回の講演資料の表紙の左下に書いてある、下記の参考書 P94～P105 が参考になるでしょう。（参考書）「利益を

生み出すビジネス手法と事例１０８」 出版社：日経 BP 企画 著者：児玉 充晴 ISBN 4-86130-095-9 C2034

このハーバード大学ビジネススクールで私が学んだ手法を日本語で紹介している本は、この参考書しかありませ

ん。経営学の観点からは、現場での日々の行動から性格を理解することが最も重要であり、算命学で性格を推定す

る方法は、その補助手段でしかありません。もし、その補助手段としての算命学の本を知りたければ「算命学、本」

で、ネット検索すると良いでしょう。ここに出てくる本は、入門編でどれも似たり寄ったりの内容なのでどれを選

んでもほぼ同じです。私は、「原典 算命学大系」高尾義政著の本を基に研究していますが、70 万円と高いうえに、

絶版になっていて、今では入手できないので参考書にはなりません。「人の性格を知って、マネジメントにどう役

立てると、どんな効果を生むか？」のマネジメント上での課題解決方法が重要であり、単に性格を知るだけでは何

の効用も生み出しません。また、私がお話しした五行思想も、実際の現場で動いている人たちの活動に当てはめて、

経営課題の解決を考える一つの指標でしかありません。 

今回紹介した算命学、手相術などにみなさまは心を動かされるようですが経営課題の解決という命題を突き詰めた

結果、たどり着いた、一つの古典に基づく手法でしかないのです。現場の人たちの現在の状況に合わせて、分析し

た性格をもとに「どのように課題解決を図るのか？」のノウハウのほうが重要です。過去、31 社の会社と経営顧

問契約を結んで活動をしてきましたが、課題解決のために、「いつまでに誰が何をするのか？」の実行計画までに

落とし込んで、定例的な経営会議で実行計画を管理することが重要でした。計画は時系列で管理されないと、最終

的な課題解決の目的は実現しないのです。講演資料の表紙にある、拙書の参考書にその経営課題解決のノウハウを

まとめて示しておりますので、参考になさってください。また、この参考書ではなく、下記の URL を見ていただ

くと、概要程度の理解は進むものと思います。http://motlab.main.jp/ ＭＯＴ総研(株)  

中部大学 経営情報学部 教授  児玉 充晴 様より 回答 

6 
質問 いくつかスタッフに提案してみようと思う事があります。行き詰った時、ご指導お願い致します。 

回答 宜しくお願い致します。 
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7 

質問 

何故、治療計画、予約、メンテナンスに見える化は行われないのですか? デンタルタイアップの院内の視える化

はスタッフにとっても、組織を管理する側にとっても必要なシステムだと思います。治療、メンテナンスにおいて

この機能の見える化がないのは治療計画、予約、メンテナンスの症型分類において困るのではないでしょうか。 

回答 

現在のデンタルタイアップは、組織の基礎作りの部分を専門として対応させて頂いております。私共が出来る事、

また連携をとるべきことを判断しながら歯科医院を支えるいろいろな団体組織の方々と共に努力していきたいと

思います。 

8 

質問 
組織の風土についてのお話がありましたが、風土を変えるにはどのようにしたらいいでしょうか? 風や土のよう

にあたり前にあるものなだけに、変えるのは案外難しいと感じます。 

回答 

組織は継続が基本です。続ける事で文化となります。日本総合研究所では、組織風土の変革には①ビジョン（戦略）

の変革に仕組みの変革③プロセスの変革があり、三位一体となり進める必要があるといっています。要は、基本的

な考えや構想でブレずにカイゼンを進めることで仕組をつくり、その一歩の成長を確実に行うと言っていると思い

ます。 

9 

質問 

時間管理の目標リスクを立て意義のないことはやめてシステム化をはかり、権限移譲を行うですが、今かかえてい

る仕事で残業の多いスタッフがいます。会議などでそ人の仕事を分配し、業務移譲してもらうのは良いのでしょう

か。失敗やトラブルが生じ、スタッフがモチベーションを下げ、任された仕事ができなくなる悪循環があります。

回答 

この度の講演の中に、決定権と権限委譲は違うという内容がありました。今行っている仕事、主担当者の量、時期、

期限、協力体制などをしっかりと確認し、1 つずつの丁寧で確実な進行で達成感が得られることが必要と思います。

計画通りにいかない場合、現状がどうなのかという分析を行い、その対策を行って下さい。階段は 1 つずつしかの

ぼれません。 

 

 

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。 
 


