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株式会社 デンタル タイアップ 

働き方改革 質の高い医療を提供する 

歯科医院の５S セミナー 

―診療終了後 10 分で帰れる体制へ― 
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日 時 2021 年 9 月 26 日（日）AM 9：30～PM 4：30 

講 師 甲田 恭子 様・工藤 明美 様 

（ルミエールデンタルクリニック/ 宮城県仙台市） 

Zoom発信地 株式会社デンタルタイアップ（広島県広島市中区榎町 5－20） 

主催者講師・スタッフ（株式会社 デンタルタイアップ） 

代表取締役 小原 啓子 

局長   枡田 博昭 

〔マネジメントスタッフ〕 

畠山 知子・河野 佳苗・藤田 昭子・石田 眞南・杉原 未佐子・平石 美和子 

〔事務局スタッフ〕 

鈴藤 瞳・藤井 千恵・的川 優華・上田 恵 
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Seminar scenery 45 participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 部 実際の歯科医院変革体験より ５Ｓを通して磨かれる職場環境 確認し、感謝し、尊敬し合える体制  

 

 

 

ルミエールデンタルクリニック（宮城県仙台市） 
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主旨 

新型コロナウイルスは、全世界へ向けて多くの問題を提示してきました。 

歯科業界においても長年行ってきた標準的予防策の徹底が行われました。 

私たちは、日々の診療を丁寧に真摯に進めていくことで、歯科医院にかかわる全ての方々に安心と安全を提供して

います。 

その基本となるのが環境整備の考え方の５S 活動(整理・整頓・清掃・清潔・躾)です。 

今以上に、安心して働ける労働環境を整える必要があります。 

この度は、組織が疲弊することなく環境の変化に対応できるように、実践的な講演や実習を通して現状を再確認し

ていただければと願います。  

09:30 開講・オリエンテーション・セミナー目標・プレテスト ・本講の目的説明

09:40 第1部　（小原） ・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

10:55 第2部　　（石田） ・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

12:00 第3部　　（畠山）

５Ｓ活動に求められるリーダーシップ ・５Ｓ活動におけるチームをまとめる極意

・抵抗勢力への対応

ランチョンセミナー　（12：40-13：00）　アサヒプリテック株式会社     (  コロナ禍においての感染対策とその処理  )

13:30 第4部　ルミエールデンタルクリニック ・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

14:05 第5部　（藤田）

「自院の５S活動の実践」　事例を通しての解決 ・自院の問題の把握とカイゼン方法と検討

　　　自院の状況の把握から具体的カイゼンの立案 ・創造的問題解決の応用

15:20 第6部　（杉原） ・通信講座の学びから資格取得での実践

「今後の流れと継続的な学習方法のご提案」
・「整理収納アドバイザー®オフィス＆ホーム」の
取り組み方説明

15:40 自己評価・セミナー評価 ・明日からの応用
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スケジュール 項目 主な内容・ねらい等

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)

12:30
休憩

グループワーク

 

通信講座
学習

期間

目標

主な作業

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

　おおよそ3か月間

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。
・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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セミナー全参加者の声 

今後も引き続きがんばってまいります。ご指導の程よろしくお願いいたします。 

本日はありがとうございました。5S 活動を通して、歯科医院だけでなく私自身も成長を感じております。 

今回セミナーに参加させて頂き 5S の大切を改めて学ぶことができ、まだ改善できる点があるなと思いました。 

医院で５Ｓを担当しているので勉強になりましたし、他院の方と情報を共有できてとてもいい時間でした。本日はあ

りがとうございました！ 

院長が 5S についてすごく意識をしていて、入社した時からスタッフ全員で意識していますが、細かいところまでは行

き届いていませんでした。今回を期に更にスタッフ全員で意識を高め合ってより良い歯科医院作りをしていきたいと

思います。 

今回のセミナーの影響で自分の医院がどれだけ変わるのかが今から楽しみです！そのためにも明日から早速自分の担

当する場所の 5S を行っていきたいと思います！ 

改めて 5S についての重要さがわかりました。 

スタッフ人数も増え、これからの医院には５Ｓはとても重要度が高いと思います。働きやすい環境作りは今後新しく

入ってくれる後輩のためでもあり、一番は患者さんが安心して通ってくださることだと思うので、今回のセミナーで

医院をさらに良くしていきたいと思います。 

今まで改善を行っても管理ができていないために結果が感じられなかったのだと思いました。継続して管理していく

大切さがわかりました。 

他の歯科医院の方とお話しする機会があってよかったです。また 5Sについてさらに詳しく学んでいきたいと思います。 

5S についての理解が深まりました。また、医院の 5S の課題や取り組むべきことが明確になりました。具体的な取り組

みをもう一度おさらいし、進めていきたいです。 

増築をしたため 5S を見直すタイミングであると思います。新しくできた二階と元々の一階が比較されないよう、また

二階までの患者様の通路の周りの見直しを進めて行きたいと思います。また、今日参加していないスタッフへもきち

んと伝えて全員でクリニックを綺麗にしていきたいと思います。 

実習では、前に一度行っていたので、とてもやりやすかったですが、初めてやる方はもう少し、説明などあればわか

りやすいのではなかったかなと思います。また、グループワークは、やはり話す人話さない人がいてやりづらかった

ので、何かテーマを決めて、具体的に参加者が発言できるようになると、もっとコミュニケーションがとれてよいと

おもいました。はじめに、デンタルタイアップさんが入っていただいて、テーマやシェアリーダーなど決めるとより

話しやすいと思いました。色々と勉強になりありがとうございました！ 

他院の方と情報共有できて良かったです。10 分で帰れる歯科医院を目指していきます。 

リーダーとフォロワーの大切さを改めて感じる 1 日でした。タイプ別の診断は、今後 5S を取り入れていく中で役立て

ていきたいと思います。 

今までもやって参りましたが、また、違う角度からの見方も出てきたので明日からまた実践してみようと思います。 

一つずつ改善していき最終的に達成できるよう頑張ります。" 

５Ｓを前向きに取り組み 、医院の存続に貢献できるよう頑張ります 。ありがとうございました 。 

セミナーに参加させていただきありがとうございました。5S の本当の意味から他医院で実践されている方法まで知る

ことができました。明日からの業務にすぐ活かしていこうと思います。 

医院の 5S 活動をする事できれいに保っていくことを医院全体で取り組みたいと思います。 

当院の 5S 状況を見直すと、改善が確実に必要な状態です。本日受講していますスタッフを中心にクリニックをさらに

働きやすい環境にしていきたいと思います。 

有意義な時間でした。特に実践事例は大変勉強になりました。 
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皆様からのご質問・回答 

№ 項目 内容 項目 

1 

質問 
前回のセミナーから少し取り組みは始めていましたが、躾が本当に難しいと実感しています。何かポイ

ントはありますか？  

回答 

躾は、一朝一夕ではできない組織としての文化です。 

したがって、姿勢から整え、同じ角度で礼ができる、声を出して挨拶ができる、正しい日本語で発言で

きるという体制にする「朝礼」を活用されることをお勧めいたします。そこでの情報共有の在り方によ

って、その躾は徹底されていきます。躾というのは、できないことを恥とする文化です。 

しかし、それぞれの価値観が違う中での実践ですので、決まったことは文字化して、教育として実践す

る必要があります。私共では、文部科学省が「ビジネス能力検定」を後援しているため、3 級テキスト

の内容を基に新人研修を行っています。 

2 

質問 
整理をする上で、入社 4 か月のスタッフが整理をしてくれましたが、年長者から「これ必要だったのに」

と声が上がりました。整理は全て把握しているスタッフの方が良かったのでしょうか？ 

回答 

私共では、赤札方式の実践をお願いしています。捨てるものについては抵抗もあろうかと思いますので、

一旦段ボール箱に集めて、一定期間捨ててもいいかどうか考える猶予を与えることが必要と考えます。 

したがって、この方法を使えば、新人が担当になったとしても問題はありません。 

3 

質問 
・5S 活動に後ろ向きな方への働きかけ方、一緒に取り組む方向付の仕方をお聞きしたいです。 

・５S を進めるうえで、他の担当者と円滑に進められるポイントを知りたいです。 

回答 

5S 活動は、掃除担当の延長線上と考えてみたらいかがでしょうか。 

改善を積極的に進められる方と、それを維持する方は別でもいいのではないかと思うのです。 

全員が同じように行わなくても、その分野に長けた方がいらっしゃったら、一つずつその環境整備を広

げていかれます。すがすがしい空間が広がってくると、その効果を理解して、他の方々も協力されるよ

うに変わってくるものです。とにかく 5S 活動は持久戦です。焦らずできることから計画的に進めてま

いりましょう。 

組織としての取り組みですので、目的の明確化(理念やプロジェクトの意味)、協働の意欲(計画的に実践

する事での達成感や承認、仕事の明確化)、コミュニケーション(難しい方だからこそ、避けるのではな

くしっかりと情報交換を)を意識されてください。 

4 

質問 定着期間は必要ですか？ 

回答 

カイゼンしても、一定期間はそれで実践していただいた方がいいでしょう。最低一週間程度はほしいと

ころです。講演の中でもお話いたしましたように、カイゼン＋管理の両方がないと組織は変わりません。 

いろいろな意見が出ても、ゼロに戻さずにさらなるカイゼンを進めてください。 

5 

質問 セイフキープと次亜シートの使い分けを教えて頂きたいです。 

回答 

セイフキープと次亜シートの使い分けは、日本歯科医学会が厚生労働省委託事業として平成 31 年 3 月

に「一般歯科診療時の医院感染対策に係る指針(第二版)」に、明記してあります。その中で CDC にお

いても、一般的なノンクリティカルについては低水準で清拭、目に見える血液などで汚染されている

部分の消毒については次亜塩素酸ナトリウムで清拭する事と記載されています。 

6 

質問 セミナー冊子 27 ページの「担当別業務計画実施表」をコピーして使用しても良いでしょうか？ 

回答 
この通称ガントチャートと言われている表は、100 年ほど前から使われている計画を実践に結びつける

ための表です。いろいろなことを組織としてチャレンジされる場合には、大いに活用されてください。 
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7 

質問 
複合施設内ということもあり、どうしてもスペースが限られてしまいます。どのようにすれば上手く

5S を進められるでしょうか？ 

回答 

どの歯科医院でも、スペースには限りがあります。 

まずは徹底的に捨てること。そのあと行うのは、使うべきものを適正箇所に配置する事。そして最低在

庫量にしていく作業を行います。 

発注時期を明記して、どれぐらいの期間で材料がなくなるのかがわかれば、発注のタイミングを知るこ

とができるでしょう。 

材料のケースの大きさも、場所を取らない適正なモノで管理してください。 

8 

質問 レッドゾーンにはどのような物を配置するのが望ましのでしょうか。 

回答 

消毒のレッドゾーンについては、必要な物以外は置かないことを基本とします。レッドゾーンは不潔域

ですので、返ってきた器具の一時的な置き場、超音波洗浄機、タンパク質分解酵素槽、水道のシンクで

の洗浄槽などが配置されているはずです。物品の縦関係の配置レッドゾーンは下記の通りです。 

 

 

 

 

 

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。 

 

 

 

 

 

  

 

「はいしゃさんの仕事カイゼン術」医歯薬出版株式会社 Ｐ52 より 


