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セミナー風景

Seminar Report
実践事例発表 「自院の具体的 5S の実践について」
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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。

通信講座
学習

資格取得講座 整理収納アドバイザー®オフィス＆ホームを取得する

期間

DAY1終了後、個人の生活リズムに合わせて通信講座を受講

目標

①職場や家庭の整理・収納に関する、基本的な知識を身につける。
②職場の身の回りの書類・物品を整理・収納することで、仕事の生産性の向上を図る。
③整理・収納が進まない原因や問題点を見つけ出し、モノとの関わり方から見直すことで、整理・収納に関する根本的な問題を解決する。

・「整理収納アドバイザー®オフィス＆ホーム」通信講座を受講する。
・受講後にリポートを提出し、フィードバックにより学びを深める。
主な作業
・デンタルタイアップに進捗状況をＦＡＸもしくはメールで1か月に1回提出。
・学びを通して獲得した知識をもとに、医院における実践報告についてまとめる（DAY2時に発表）。
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主な内容・ねらい等
（デンタルタイアップよる進捗確認のサポート有り）

1．整理とは何か
2．整理の理論を身につける
第１回
3．モノと人との関係を考える
理論編
4．整理を妨げる要因を知る
5．整理収納の5つの鉄則
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1．収納の基本を身につける
2．整理収納5つの鉄則を実践する
第２回 3．ファイリングの基本
実践編 4．まとめの演習
演習（1） 演習を通して学ぶ－1 家庭編
演習（2） 演習を通して学ぶ－2 オフィス編

■この講座を修了して一般社団法人／特定非営利活動法人ハウスキーピ
ング協会に申請することで、協会認定の「整理収納アドバイザー（R）オフィ
ス＆ホーム」資格を取得することができます。
■テキストでは整理収納についての基本的な知識やノウハウを身につけ、
別冊の実例集ではケース別に整理・収納方法を具体的に理解します。
■このコースは、資格認定団体である一般社団法人／特定非営利活動法
人ハウスキーピング協会認定通信講座で、テキスト・事例集は同協会執筆
のオリジナル教材です。

質の高い医療を提供するための 「歯科医院 ５Ｓセミナー」（応用編）

DAY2
期間

2020/1/26 9:30-16:30 （質疑応答17:00まで可能）

会場

RCC文化センター 7F 703号室

（広島市中区橋本町5-11）

①通信講座の学びを通して獲得した知識をもとに、医院での実践を発表し合う事で、能動的な姿勢を高める。
期待効果 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する。
③５Ｓ活動を維持し、医療の質を向上させるための手法を獲得する。
このセミナーに参加した受講者の行動目標
①通信講座学習時の学びを通して獲得した自院での５Ｓ活動について発表する。
②他院での実践から、自院での５Ｓ活動・カイゼンの応用に結びつける。
③整理収納アドバイザー®としての仕事を実践する

目標
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「自院の具体的５Ｓの実践について」
受講生の体験から

主な内容・ねらい等
・本講の目的説明
・学びを通しての自院の５Ｓについて発表
・共に学ぶ仲間との体験共有

12:00
13:00 第２部
「質の高い５S活動の実践」
株式会社デンタルクレンリネス研究所 代表
デンタルクレンリネスプロジェクト 代表
15:00 小林 宏 様
15:10 第３部
「５Ｓ継続のポイントと働く環境のカイゼンプロセス」

）
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項目
09:30 開講・オリエンテーション・セミナー・目標
第１部 実践事例発表

総括まとめ 認定書授与式
16:30 終了

・専門家によるレクチャー
・歯科医院清掃のプロとしての知識
・予防清掃の提案

・自院での５Ｓをすすめるポイント
・具体的なカイゼンツールの紹介
・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
・互いに気づきの共有、まとめ
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セミナー全参加者の声
歯科以外の学び、整理収納アドバイザーの勉強が大変楽しく出来ました。言うは易しと申しますが、自院に落とし込んだり、実践
することの難しさの壁に直面しましたが、なんとか形になりました。これからの“継続”が最も重要であると再確認できました。セミナ
ーは、全てが実にわかりやすく、納得できる内容でした。心より感謝申し上げます。
まだまだスタートしたばかりで、何も進められていないに近い状態ですが、診療後 10 分で帰れる医院を目標に、スタッフと共にご
指導頂きたいと思います。本日はありがとうございました。
他院での 5S を数多く見る事ができて、とても参考になりました。今回、第 1 回目の参加で医院の 5S の大変さを実感しました。ま
た、何回か 5S を行っている医院を見て、自分の医院も、もっと綺麗に出来るのだと思えたので、今後も継続し、より良い環境にし
ていきたいと思いました。
5S に取り組んだばかりで、まだ理想とは程遠いですが、続けることで成果はでると学び、改革に挑戦していきます。
参加歯科医院の発表を聴いて、状況や環境は色々であっても悩みは共通しているものが多く、解決策はとても参考になりました。
他の医院さんの発表をお聴きして、真似したい所は取り入れたいと思います。また、小林先生のクレンリネスのお話しはとてもよかっ
たです。医院も流し台の周りが気になるので取り組んでいきたいと思います。5S セミナーに参加できてとても良かったです。ありがと
うございます。
今回、5S 活動をして院内の環境が整いましたが、現状に満足せず、今後もカイゼンを繰り返していきたいと思いました。また、初め
てクレンリネスとう言葉を知り、予防清掃の必要性も実感しました。小林先生の本も読んで勉強し、今後の医院に取り入れていけ
るように仕組み作りが出来たらと思います。ありがとうございました。
今回のテーマは私が一番苦手とするもので、大きなストレスを感じながら取り組みましたが、一過性のもので終わる事なく、継続的
な取り組みとし、医院の風土つくりに活かして活きたいと思います。
2 回に分けて実践した場所の発表は、必然的に行動しなければならないし、他の D/C の事もみられたので良かったです
医院では初めて 5S セミナーの参加で、とても良いタイミングで勉強になりました。大変楽しく学べました。
明日より、床をマイクロファイバーのモップで拭き掃除をやっていこうと思います。（毎日、掃除機をかけていますが、床が白くなって
います。）他の医院でされている 5S 活動を取り入れ、より良い環境になるようにしていきます。ありがとうございました。
本日は、研修会に参加させて頂きありがとうございました。今日のお話しを聴き、5S に対する気持ちが更に燃えております。気持ち
が滅入ってしまっていた時期もありましたが、医院のクレンリネスを目指し、患者様、働くスタッフが気持ちよくなる場所をつくっていき
たいと思いました。明日から新たに頑張って取り組んでいきたいと思います。
5S を行った事で、どのようにカイゼンしていったのか、そこから次の課題は何かを知る事が出来ました。掃除のカイゼンや今後、医
院で取り組みたいこともあったのでこれからに活かしていきたいです。
5S は継続が重要で、上級 5S になるには、日々の積み重ねが大切であるとわかりました。2 日にわたり、ありがとうございました。
他院の発表を聴き、参考になる点が多くあった。デンタルクリンリネスを導入したいと思った。
2 回の研修としても興味深い内容で楽しく受けられました。改善は今まで担当していなかったので、しんどかった部分もありますが、
今後も少しずつでも続けていけるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。
今日、最も響いた言葉は「現場力の格差は、“時間軸から生まれる”」でした。
他院の方の 5S の実践事例をたくさん見る事ができ、非常に参考になりました。ありがとうございました。
他院での 5S の取り組みを知れて良かったです。取り組みを見る事で自分へのやる気に繋がりました。綺麗でムダのない医院で
早く働きたいです。
この何か月間、一生懸命準備したので公開のない発表が出来ました。パソコンの勉強と、スタッフとの絆も深まりました。
他院の方達の 5S を見られて色んな方法を知れて良かったです。自分の病院でも活かせれるよう色々試していきたいです。
各医院のカイゼン報告は、参考になるものが大変多く、午前中があっという間に終わってしまった印象でした。当院もまだまだカイ
ゼン途中ですが、今後もコツコツと取り組んでいきたいと思います。ありがとうございました。
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他院様の症例やクレンリネスの講義を聞かせて頂き、日々の業務へのモチベーションがあがりました。小原先生のお話しも毎回
楽しくためになることばかりです。ありがとうございました。
収納アドバイザーのテストは、私にとって難しかったです。片付けはとても苦手で、今回のテキストを読んでなるほど！と、とても勉
強になりました。また思い返す際に、読みたいと思います。
デンタルクレンリネスの方の講義は、お掃除の点で有意義でしたが、医院の現場、滅菌などのクリティカルな所まで含めた話を聴
けると尚良かったと思う。
クレンリネスのお話し、とてもためになりました。スタッフにも伝えて実践したいと思います。
5S 活動を行うにあたり基本的な知識を習得でき、良かったです。医院の発展に役立てます。

皆様からのご質問・回答
№
1

項目

内容

質問

口腔内写真の撮影時間を 1 分 15 秒くらいで撮影する方法を知りたいです。

回答

私共で確認したうえで、ご連絡いたします。

質問
2

・床の清掃方法を検討しています。黒い汚れが多く、どのようにすればよいでしょうか。
・メラミンスポンジを使って掃除していますが、ワックスが取れてしまいます。
メラミンスポンジは研磨のためのものですので、マイクロファイバーに変えてみて下さい。ワッ

回答

クスに特徴があると聞いていますので、専門に入られているメンテナンス会社に直接来ていただ
き、汚れの取り方のレクチャーを受けられてください。

質問
3

５S 分担別、チーム別の上手な連携の取り方を知りたいです。
５S の分担は、チェック表が必要となります。歯科医院に参りました時に具体的に提案いたします。

回答

プロジェクトチーム別は、空き時間を利用して、ガントチャートに合わせて実践されてください。
ミーティングでは、その報告を受けます。

質問
4

回答
質問

5

シンクの汚れは、何年も前からのものでもきれいになるのですか。
講義の中では、可能という話でした。汚れには 5 種類あります。
「付着」
「吸着」
「粘着」
「染着」
「お
手上げ」です。このどこに該当しているかです。
スタッフがクリンネスに向き合っていただくには、どうしたらいいのですか。
５S をするにも順番があります。整理・整頓が基本。そのあとにチェックリストをもとにした清掃

回答

です。ハウスキーピング協会には、クリンネストの 2 級・1 級がありますので、基本を学んだ人が
1 人いると、リーダーシップをとっていただけるでしょう。

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。
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