中間管理職として組織の役割を担う

チーフ育成セミナー
- 人を動かし組織を固める 歯科医院が、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
理念という志に向けてチームをまとめることが、
大変重要な課題です。
この度は、
中間管理職として中核を担い、
組織を預かる立場としての使命・役割を再確認し、
自己・他者を理解した上で、
組織をマネジ
メントする基本、数字の理解など、
チーフとして必要な技術・知識の確認・強化を致します。

講師紹介

「仕事の視える化」の提案

【株式会社 デンタル タイアップ】

チーフとして何ができるのか、
組織としての活力をいかに上げていけるか。
変革の記録を、実際の体験から３名のチーフにご講演頂きます。

はらみず歯科クリニック（兵庫県姫路市）
歯科衛生士 射延 美有紀 様
畠山 知子

代表取締役 小原 啓子
マネジメント修士

河野 佳苗

日本歯周病学会認定歯科衛生士

経営士

「歯科衛生士の専門性を
活かしたチーム作り」

歯科衛生士

産業カウンセラー

日本歯周病学会認定歯科衛生士

ハッピー歯科医院（石川県金沢市）
受付 森 恵美 様

開 催 概 要
【開催日時】

【会

場】

【参 加 費】

「受付、司令塔としての
チーフの役割」

2014 年 3 月 29 日 ( 土 ) 10:00 ～ 18:00
3 月 30 日 ( 日 ) 9:00 ～ 16:30
広島市文化交流会館 （広島市中区加古町 3－3）

48,000

円

（税込 )

【懇親会費】

5,000

円

右田歯科医院 歯科口腔外科（山口県防府市）
歯科衛生士 三戸 綾美 様

（税込 )

【定
員】 25 名
【対 象 者】 院長 ・ チーフクラス ・ 候補 ・ 目指す人 ( 職種は問わない )

１
日
目

第一部
第二部
第三部
第四部

「経営の基本を守る」解説
「中間管理職の心得」解説と討議
「現れる数字への理解」講義
「問題発見のスキル」分析と解説

「育児休暇後にチーフとして
働くためには」
＊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。
懇親会に参加される方は、参加費と懇親会費の合計金額でお願い致します。

≪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

２
日
目

第五部
第六部
第七部
第八部

「変革のマネジメント」講義
「【仕事の視える化】の提案」報告
「問題発見の基本スキル」演習と発表
「目標設定の基本スキル」解説と演習

* 受講申込書 *

2014/3/29， 3/30

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 2 月初旬より順次お送り致します。
* お問い合わせ

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

フリガナ

職種

FAX 082-294-1846

E-mail:office@dental-tie-up.net

ご勤務先

お名前
ご住所
お名前

職種

お名前

職種

□ご自宅
□ご勤務先

〒

お申込み者が複数の場合はこちらにお書きください。
お名前

職種

TEL

FAX

中間管理職としての組織の役割を担う

チーフ育成セミナー

表題

-人を動かし組織を固める－

内容

歯科医院が、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理念という志に向けてチームをまとめることが、大変
重要な課題です。
この度は、中間管理職として中核を担い、組織を預かる立場としての使命・役割を再確認し、
自己・他者を理解した上で、組織をマネジメントする基本、数字の理解など、チーフとして必要
な技術・知識の確認・強化を致します。

対象

院長・中間管理職（チーフクラス）・候補・目指す人 (職種は問わない)

期間

1日目 10:00-17:30

2日目 9:00-16:30

責任感のある中間管理職（チーフクラス）を育成する
期待効果

①目の前の現象や環境変化を業務変革のチャンスととらえ、前向きに問題を解決していくことが中間管
理職（チーフクラス）としての職務であると認識し、その役割を果たすために必要なものの見方と考え方
を学びます。
②問題の背景を探り、原因を究明し、的確で根本的な対策を講じるための考え方と手法を習得します。
③実際に起こっている問題を事例として、解決策を検討することで、現場での応用力を高めます。

このセミナーに参加した受講者の行動目標

目標

主な作業

①中間管理職（チーフクラス）としての役割を認識し、自らとるべき姿・課題を明確にします。
②歯科業界の状況を理解したうえで、歯科医院がおかれている状況をチーフとして把握します。
③歯科医院の内部資源を確認し、その状況を把握します。
④歯科医院で起こる問題をどのように対処するのか、目標を明確にしたうえで対応する創造的課題解
決の基本を理解します。
⑤事例により、対処法をグループワークとして検討します。
⑥仕事を「視える化」することでの体制づくりを理解します。
⑦中間管理職（チーフクラス）としてのリーダーシップの在り方を考え、自己変革への一歩を踏みだす
きっかけをつくります。
⑧教育に使うツールとその活用法を検討します。

・内部資源の活用
・中間管理職（チーフクラス）としての仕事を知る
・問題解決・目標設定の基本
・変革のマネジメント
・仕事の視える化の理解
・自己変革
・具体的な教育ツールの活用

スケジュール

項目

主な内容・ねらい等
本講の目的説明

１日目

10:00 開講・オリエンテーション・セミナー目標・プ
歯科医院を支えるチーフとしてのマネジメント
レテスト
10:10 第1部
経営の基本を守る

解説

・内部資源の活用
・管理職とは何か
・管理職におけるリーダーシップとは
- 休憩 -

12:00
13:00 第2部
「中間管理職の心得」 解説と自己分析
事例を通して考えるリーダーシップ
16:00 第3部
「現れる数字への理解」 講義
17:00 第4部
「問題発見の基本スキル」 分析と解説
・問題意識
・問題の抽出
・情報の共有
17:30 事例検討資料配布

・自己を知り、他者との関わり方を考えるための視
点
・組織との向き合い方を考えるための視点

・問題解決の基本
・課題設定モデルの応用

・宿題とする

事例の読み込み

2日目
09:00 朝礼
09:10 第5部
変革のマネジメント 講義
09:50 第6部
「【仕事の視える化】の提案」 報告
実際の歯科医院変革体験から
11:30 第7部
「問題発見の基本スキル」
・事例による問題発見
・要因の分析

演習と発表

・朝礼の進め方
・リーダーシップ発揮上の悩み
・見えることにより生じる、職場の活性化
確認し、感謝し、尊敬し合える体制

グループワーク
・事例による問題の把握の実践
- 休憩 -

第8部
「目標設定の基本スキル」 解説と演習
・目標設定の方法
・目標達成のスケジュール化
・各グループ発表
16:15 研修の振り返り
16:30 自己評価・セミナー評価

・創造的問題解決の応用
ビジョン・課題設定・目標設定・方策・業務

・明日から応用

