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株式会社 デンタル タイアップ 

〒730-0851 広島市中区榎町 5-20  PHONE 082-294-1845 

（院長・チーフクラス） 



表題

対象

期間

期待効果

目標

変革する歯科医院への挑戦

歯科医院管理職(院長・チーフクラス)合同研修会
－未来を予測し組織の成長を語り合う会－

内容

現在変革中の歯科医院　院長・中間管理職（チーフクラス）
(職種は問わない)

9月5日(土) 13:00-18:00講習会  19:00～懇親会
　   6日(日) 8：00ホテル出発
　　　株式会社シケン様　徳島工場見学
　　　きりの歯科クリニック様 見学 13:00 解散

院長とチーフクラスの連携を強化する

①社会の変動を敏感に感じる事ができます。
②組織変革の基本をいつも忘れず、論理的に物事に取り組みます。
③組織の中での人間関係を円滑にする手段理解します。
④変革の結果による数字の変化を読み取ります。
⑤素晴らしい環境から、自らの姿勢を問います。

この交流会に参加した方の行動目標

①変動する歯科業界の可能性を述べる事ができます。
②組織の中での管理職としての役割を述べる事ができます。
②組織変革のプロセスとシステムを述べる事ができます。
③歯科医院の内部資源を説明できます。
④歯科医院変革における問題を討議します。
⑤行動科学の考えから、人との対応行動を選択します。
⑥歯科医院の標準的な数字を述べることができます。
⑦5S活動の基本を応用します。
⑧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。
⑨教育に使うツールとその活用法を検討します。

　超高齢社会に突入し、求められる歯科医療サービスは、変化を求められてきています。
　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
念という志に加えて、チームをまとめるチーフの姿勢が重要なカギとなっています。
　中核メンバーの確立された連携は、組織を動かす要です。しかし、人間関係も含めて互いの理解と信頼関係は、努力だけ
で成り立つものではありません。
　一日目の最初は、歯科業界の動きを「株式会社シケン」代表取締役社長　島　隆寛　様と「フォーユーメディカル　株式会
社」代表取締役　廣田　祥司　様にお話をして頂きました。また、ITの導入や活用は、歯科業界においても必然ですので、業
界としての動きを「株式会社FOD」代表取締役　漆原　譲治様、「株式会社ストランザ」代表取締役　西島　彰一　様に、対談
方式で語って頂きました。
さて、デンタルタイアップからは、行動科学による「人」との関わり方を学ぶ時間を作りました。加えて、組織を動かすために
は、お金の流れを把握する事は、組織運営の基本です。どこまでを公開し、情報共有するかは今後の課題ですが、財務諸
表の確認方法を提案致しました。
　この研修では、皆様が参加するだけでなく、組織運営について自らの姿勢を声に出し、互いに刺激し合う交流会になりまし
た。
　二日目は、組織変革を5年続けてこられている「医療法人 きりの歯科クリニック」様・「株式会社シケン」様の工場見学をいた
しました。
　両社とも素晴らしい5S活動を進めていらっしゃいます。「5Sの真髄」をご覧頂きました。
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スケジュール 項目

１日目 開講・オリエンテーション・セミナー目標

13:00

13:10 第1部　　

「デジタル化で何が変わるのか？

　　　　　　　人ができることを追及して」

14:00
株式会社　シケン
代表取締役社長　島　隆寛　様

14:10 第2部　　

「リーダーとマネージャーとの
　　　　　　　　　　ストレスフリーの関わり方」

14:55
株式会社デンタルタイアップ
小泉智美、畠山知子

15:05 第3部

「これからの歯科」について

フォーユーメディカル　株式会社

15:55 代表取締役　廣田　祥司　様　

16:05 第4部

「時間の価値を上げる仕組み」

株式会社デンタルタイアップ

16:50 代表取締役　小原　啓子

17:00

17:40

17:40 第6部

「歯科医院紹介」

医療法人　きりの歯科クリニック
院長　桐野　晃教　様
ﾁｰﾌ　河野　文美　様

17:55 まとめ

18:00 終了

19:00 懇親会

2日目 バス　1号車

08:00 ホテル出発 08:00 ホテル出発

08:30 09:00
09:45 10:15

10:45 11:05

12:00 12:20

12:50 徳島駅 12:50 徳島駅

徳島ワシントンホテル 徳島空港

・歯科業界における変化
・歯科医院を地域で継続させる意義と価値
・組織における従業員への就業意欲
・歯科医療の持つ問題点
・大学院での研究テーマの内容について

・一般の人々が口の健康に対する意識とはどんなものか
・意識が変わるとき
・国の動きと歯科業界の情報についての考え
・歯科医院が行う将来の情報提供と管理

損益計算書、貸借対照表

記念撮影

第5部
「歯科業界が行う
　　　　　　将来の情報提供と管理」
株式会社　FOD
代表取締役　漆原　譲治　様
株式会社ストランザ
代表取締役　西島　彰一　様

主な内容・ねらい等

本講の目的説明

歯科医院を支える管理職のマネジメント

行動科学より
お互いのサブパーソナリティの理解

・歯科技工から見える日本の将来
・歯科医療は、今どのようなイノベーション(革新)が起きている
  のだろうか
・超高齢社会に対応する歯科業界を、どのように見ているのか
・歯科技工から見た業界の発展と衰退
・従業員530人を超える企業のトップとして、いつも考えている事

移動

バス　2号車

移動

医院紹介

各会議の意味と実践

移動 移動

医療法人　きりの歯科クリニック様　見学

株式会社　シケン　徳島工場見学 医療法人　きりの歯科クリニック様　見学

株式会社　シケン　徳島工場見学
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Seminar Report ～1 日目：9 月 6 日(土)～ 
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Seminar Report ～1 日目：9 月 7 日(日)～ 
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Seminar Report ～1 日目：9 月 7 日(日)～ 
 

 

 

 

皆様からのご質問・回答 

皆様から頂戴いたしましたご質問に対しまして、講演者とデンタルタイアップより回答いたします。 

 

№ 項目 内容 

1 

質問 

シケン様は若いスタッフが、毎年一定数入社され、定着率も高いと思いますが、長期的な人事システムがどうなっ

ているのか知りたいです。(歯科医院でも定年まで勤めるスタッフが出てきましたが、人事システムはその事態を

想定していません) 

回答 

シケン 人事制度の概要 ～共育ち企業を目指して～ 

【研修制度】 

○研修制度 

①新入社員研修（新卒対象）→基礎学習。 

② 入社２年次研修→退職防止。 

③ 入社４年次研修→新人期間の卒業。 

○管理者向け研修 

マネジメント能力中心。 

【人事考課制度】 

３ヶ月ごとに考課を実施。社歴や役職でシートを変更。 

定期昇給、定期賞与に反映される。 

【再雇用制度】 

 ６０歳の定年後に再雇用制度を導入済。 

【社員アンケート】 

 社員満足度、希望を調査。 

 

株式会社シケン 代表取締役社長 島 隆寛 様よりご回答
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Seminar Report ～皆様からのご質問・回答・参加者の声～ 
 

№ 項目 内容 

2 

質問 
・ドメインを減らす時、増やす時の基準は何によってなのか 

・医院継承において共同経営形態の事例はあるのか 

回答 

・歯科医院ではユニット数で考えれば分かりやすいと思います。ユニットの数によって必要なドクターの数とスタ

ッフの数が決まってくるため自ずと診ることができる患者の数も決まってきます。ユニット数２～３台、４～５台、

５～１０台とそれぞれのステージで移動障壁が存在しますが、ここで必要となるのが「ヒトのマネジメント」と「リ

ーダーシップ」だと思います。この成熟度合によって移動すべきかどうかが決まってくると思います。 

・共同経営での歯科医院の承継事例はまだありませんが、一般的に共同経営は、「個人事業を経営する場合」と「医

療法人を経営する場合」に分かれます。個人事業の場合は、１人を事業主としてもう一人を勤務医とする方法か、

民法上の「任意組合契約」を結び各人を事業主とする方法があります。医療法人の場合は、１人が理事長となり、

もう一人が役員または勤務医として経営に参画する方法があります。 

 

フォーユーメディカル株式会社 代表取締役 廣田 祥司 様よりご回答

3 

質問 
皆さん歯科産業に参入してきていますが、歯科はビジネスになるからなのでしょうか。どうしてここに着目したの

か気になったのと興味があります。 

回答 

歯科業界は企業が参入撤退を繰り返しており「ビジネスになる」とは一概に言えませんが、「口腔の健康」という

ニーズは不滅で、その達成のためのマーケットは無限です。予防、介護、全身健康への歯科の積極的関与の必要性

を考えると、歯科医療人と組織は圧倒的に不足する時代がきます。但しそのマーケットは「今から創る」必要があ

ります。今回の演者はその志のある方々です。臨産学でタイアップして輝く未来を創りましょう。 

 

株式会社 FOD 代表取締役 漆原 譲治 様よりご回答

4 

質問 
㈱ストランザの西島社長への質問です。ユニクロの例で、歯科医院でも今後はセグメントの分け方について、何か

考え方の基準があればお教え頂きたいです。(来院頻度、リコールへの反応、自費などどれを優先すべきですか？)

回答 

ユニクロの例だと、購入金額のみで判断しています。他の高級消費財メーカーなども購入金額で判断しています。

今、弊社でも、ここの所は悩んでいます。患者ステータスを 2 段階に分別して、治療と定期管理、患者をこの 2

つにセグメンテーションしています。その上で、治療ステージは支払い金額、定期管理は来院回数で判断しようと

しています。それから、離脱患者が、どのステージで離脱しているのかも重要だと考えています。優良顧客のセグ

メンテーションと同時に不良顧客のセグメンテーションも、同じぐらいに大切と考えています。 

 

株式会社ストランザ 代表取締役 西島 彰一 様よりご回答

5 

質問 
歯科の受診率を高めるために顧客教育が重要だと感じました。ストランザ様はそこをどう支援していくのか知りた

いです。 

回答 

先ずは、リマインダーメールの内容を一律ではなく、メニュー毎に変えていこうとしています。この時に、例えば

根治のメニューの患者さんには、来院のお知らせと同時に、何らかの情報を付加していくことを考えています。抜

歯のメニューの際には、抜歯後に「気をつける事」などをお知らせ出来るような機能を付加していこうと考えてお

ります。マスメディアを活用出来るようになるまでは、一人ひとりの患者さんに、しつこく「歯の大切さ」を伝え

るしか方法がないものと考えています。その中で弊社が出来るのは、予約確定メールやキャンセル者に対して送る

メール、そして先に述べましたリマインダー（予約の事前確認メール）に簡潔であっても、必要な文言を盛り込ん

でいくしかないかなと考えています。 

株式会社ストランザ 代表取締役 西島 彰一 様よりご回答
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Seminar Report ～皆様からのご質問・回答・参加者の声～ 
 

6 

質問 
ストランザ様のメルマガは患者様の興味を引く内容やコンテンツでないとならないと思うのですが、社員の方が考

えるという事の他にどのような工夫をされていますか？ 

回答 

ここは、現在、導入頂いている先生方の意見を聞きながら、少しずつ開発を継続していく様にしております。ただ、

先生達からの要請があれば、当然のことながら各医院のオリジナル制作も請け負っていく予定でございます。 

 

株式会社ストランザ 代表取締役 西島 彰一 様よりご回答

7 

質問 

・有給はどのようにとられているか聞きたいです 

・ベースアップをする場合、具体的にどの割合でやるのが一般的ですか？ 

・育休中の給与とか、期間とか歯科業界では一般的また理想的でしょうか？ 

回答 

①有給休暇について 

有休休暇については、労働基準法上の権利という認識が広まり、 近は使う人も増えてきていると思います。ただ

し、繁忙期はなるべく避けてもらう（時季変更権）ことが可能です。また、有給休暇で休まれた場合は出勤してい

る人達で医院を回さなければならないため、その辺りはスタッフ間で十分に理解して頂く必要があるとお願いして

います。中には、年末年始や盆休みの前後に「計画的付与」をしている医院もあります。ただし、就業規則に定め

るなどの周知が必要です。 

②ベースアップについて 

「ベースアップ」は物価変動などに伴う賃金表の底上げで、賃金表の「定期昇給」とあわせて「昇給」とされます

が、ここでは単に昇給の意味としてお答えします。公務員の場合は、歯科衛生士の場合、医療職俸給表（二）1 級

17 号（169,100 円）から始まり、基本の勤務評価では毎年 4 号俸昇給します。 初の昇給額は 7,500 円、6 年目

で 5,300 円、11 年目で 3,700 円、18 年目が 後で 1,600 です。（この後は 2 級へ昇級しなければ昇給はありませ

ん。）一般の歯科医院では、その歯科医院の状況もあり、地域の特性、また、診療の方針により考え方が異なりま

すので、お付き合いされている税理士事務所に、状況説明のうえご相談されるのが一番だと思います。 

③育休中の給与は、「ノーワーク・ノーペイの原則」に則り、育休中の給与は無給が殆どです。まれに、社会保険

料（健康保険料・厚生年金保険料）分を支給される場合があります。又、厚生年金と健康保険（協会けんぽ）の保

険料を産前～育児休業中は免除される制度もあります。尚、雇用保険に加入されていますと、雇用保険から育児休

業給付金という給料の補助の様なものを支給される場合があります。 

育休期間については、育休期間は法律通りで、お子さんの１歳の誕生日迄です。尚、法律で決められている理由に

より、お子さんが１歳６ヶ月になる迄休業される事もあります。 

育休については、歯科業界では一般的になっていると考えます。ただし、歯科医師国保や住民税などの支払い（医

院が立替ている）が発生し、累積すると多額になるため、この精算が問題になります。 

 

松坂社会保険労務士事務所 松坂 文則 先生 

岡本 甫 税理士事務所  上田 一郎 先生よりご回答

8 

質問 
人間関係志向の時期に人間関係が不調和になったように感じています。それを改善するためできることをもう少し

具体的に教えて頂きたいです。 

回答 

人間関係を大事にするときに、陥りがちなのは、変な気遣いのあまり、問題に対して率直に対処することができず、

結果的に問題を放置してしまう状態です。人を大事にしながら、問題に対して正面から向き合うには覚悟が必要で

す。覚悟を決めてやるべきことは、 

①職場が問題を直視できる安心・安全な環境にすること（少なくとも否定しないで受け止め、はっきりと意見する

支援者がいること） 
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Seminar Report ～皆様からのご質問・回答・参加者の声～ 
 

②リーダーは、”やってくれない””してくれない”と他者に期待をするのではなく、本当は自分はどうありたいの

か、自分への期待を明確にしていること 

③実施して行うべき対策は本当に実施できるレベルで具体的であり、かつ平等に示す 

ということです。できているつもりでも、できていないと、次の「プロ集団レベル」にシフトできないです。 

株式会社デンタルタイアップ 小泉 智美より回答

９ 

質問 

育成担当者をはじめ、ベテランスタッフが新人を育成できるようになるためのフォローの仕方が知りたい。 

院内の年配スタッフへの対応が難しい。どうすれば（SP トランプやスマップといった分類とは別の性分や物事の

捉え方のクセもあると思います） 

回答 

他者依存による悪影響を知らない人がいます。また、自分が他者へ依存していると気づいていない人がいます。逆

に、自立的な人にとって、依存するということは想像できません。まずは知識として他者依存について理解を深め、

自立（成長）したい欲求を高めることが重要です。依存的な方が新人を自立させるのは困難でしょう。ＳＰトラン

プはきっかけ作りです。 

株式会社デンタルタイアップ 小泉 智美より回答

10 

質問 
モチベーションが下がっているスタッフに対して、どのようなアプローチが好ましいか？チーフとしてそのように

関わっていくことが大切かという点でアドバイスを頂ければ幸いです。 

回答 

興味を持ってもらいたい仕事に、 

①楽しく接している姿を見せて、興味を持たせる 

②仕事の意義や意味を丁寧に話して、やりがいを感じてもらう 

③業務の中身を多段階で提示し、できそうだという自信をもってもらうとモチベーションは高まります。人のモチ

ベーションは常に高くなくてもいいです。 

株式会社デンタルタイアップ 小泉 智美より回答

11 

質問 

新人教育のことでご相談なのですが、新人さんが困っていないか気にかけて声をかけたりはしているのですが、な

かなか本音を言ってくれません。教育時間で長く携わっている人には言いやすいと思うのですが、チーフに言って

くれないので、私としては、とても複雑な気持ちになります。その場合は、養育担当者に、その役割を任せてよい

ものなのでしょうか。今後も心配です。行動科学の観点から、何かアドバスを頂けましたら幸いございます。 

回答 

本音が言えないに方は、こちらが「いつでも声をかけてね」と伝えても、ほとんど相手からは言ってきません。「大

丈夫？」と声をかけると「大丈夫です」と応えます。なぜ話せなかったのか問うと、大抵は、「お忙しそうだった

ので」と言われます。確かに仕事中、暇なときなどありませんが、何でも話していいという時間をはっきりと（13

時 30 分から 40 分までと）新人さんに伝えておきます。毎日、その時間は話しかけてほしいポーズで待ちます。

観察していて、気になったことは、「今まで○○できていたのに、どうしたの？何かあった？」というように声を

かけると、丁寧に見てくれていると思い、安心して話してくれたりします。人に興味を持つのではなく、行動に興

味をもち、変化を逃さないようにされると、危険信号を発見できます。 

株式会社デンタルタイアップ 小泉 智美より回答

12 

質問 各歯科医院様でのスタッフ教育での工夫等ありましたら参考にしたいと思いました。 

回答 

マニュアルを作成している医院様では、マニュアルの項目を院長先生、育成担当者、本人に重みづけしてから、高

い順番に育成をする計画表を作成いたします。職種によってどのくらいの期間や進行についてを、全員に視える化

しています。 

まだ、マニュアルができていない医院様では準備カードやチェックリストでまずは対応して頂いています。 

 

株式会社デンタルタイアップ 畠山 知子より回答

12
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13 

質問 
適切な在庫数の把握の仕方・方法に何か楽な方法はありますか？管理しているつもりでも急に切れそうになった

り、その逆もあります。ザックリ感から抜け出せません。 

回答 

現在私共からは、カンバン方式で在庫管理をして頂くことを推奨しています。その方法は「５S で仕事の視える化」

(医歯薬出版)にお示ししている通りです。しかし、そのカンバンは日々進化してきています。現在加わっている項

目は、発注量と発注日です。また、在庫コーナーでのカンバンの置き方、 少在庫量にするための工夫、輪ゴムの

代替など、歯科医院でのカイゼンは日々進められています。歯科医院の状況に合わせて、提案させて頂いておりま

す。 

株式会社デンタルタイアップ 藤田 昭子より回答

14 

質問 

固定費の中でのスタッフ人件費率をどのようにしたら(考えたら)良いでしょうか 

・人事評価制度を用いた成果主義に社会環境がシフトしているように思えますが、デンタルタイアップ様はどのよ

うに考えているのでしょうか。 

回答 

固定費は、大きな組織になるほど、大きな割合を示すことになります。保険診療中心であれば、難しい状況にもな

るでしょから、ステップが上がってくれば自由診療にトライする必要があり、そうすれば割合が変わってくるでし

ょう。その見極めは、院長のビジョンによって変わります。要は、なにを理念によって示すかです。 

デンタルタイアップでは、日本企業が大切にしていた年功序列を基本と考えています。それは、歯科医院という組

織が小さいからです。長く勤める人、年上の人に対する敬意がなければ、目先の動きで若い人が高い評価を得るこ

とになります。その動きは、支えてくださる方があってこその活躍で、女性の多い集団は、永く勤めることが組織

としての安定となります。一人一人の強みを生かして頂ければと思います。そのかわり、ゆでガエル現象が起きな

いように、外部社会とのかかかわりを持って、組織をガラス張りにして、危機感を共有できなければなりません。

 

株式会社デンタルタイアップ 代表取締役 小原 啓子より回答

15 

質問 顧問先の歯科医院の目指されているゴール、ビジョンはそのようなものが多いか興味がございます。 

回答 

デンタルタイアップにご縁を繋いでいただいた歯科医院は、日本の未来を語れる院長です。それは、理念を創られ

る段階で、10～20 時間、生き方そのものを問う作業を繰り返しているからです。世界を対象にイメージを持たれ

る方もいらっしゃいます。患者様のためだけれど、偏った歯科医院はありません。いつでも「三方良し」の考えに

よって動かれています。 

株式会社デンタルタイアップ 代表取締役 小原 啓子より回答

16 

質問 
スタッフ全員に向けた財務の話、役割の話、今行っている改革に向けての数字（収入、患者数、帰る時間など）の

意味(その数字はどんなことを見るために取っているか)の解説はできないかと思いました。 

回答 

デンタルタイアップにご依頼いただきましたら、説明できるように準備して伺いたいと思います。できましたら、

一年に一回税理士さんの説明会の開催をお願いできればと思います。その場合、事前にスカイプ等で打ち合わせを

行い、情報公開する部分と、どこまでの説明が必要かを確認させていただいております。 

 

株式会社デンタルタイアップ 代表取締役 小原 啓子より回答

17 

質問 階層と情報の活用の、貴社が考える理想型 

回答 

できるだけ、トップは現場にお任せになられるが基本。そのために仕事の分担は明確にして、責任の部分を誰に何

を負わせるかがわかっていなければなりません。トップは、未来を見極め全体の方向性を見出すことが仕事です。

院長のしていた仕事をできるだけ執行部に、また執行部の仕事をできるだけプロジェクトに託し、執行部は現場が

支障なく動けているかを確認されてください。トップと執行部の意識が統一できているかもポイントになります。

13
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株式会社デンタルタイアップ 代表取締役 小原 啓子より回答

18 

質問 

仕事の役割・分担で階層と情報の活用の表を頂き、記入するということだが、その医院によって理想型は違うと思

うがここはこの部門ですべきだというのが提案としてどの程度あるのか。それを示したものがほしい。そのうえで

自院と比較したい。 

回答 

どれが理想というものはありません。歯科医院規模の組織であるならば、情報は、できるだけ右上から左下にトッ

プダウンし、左下から右上にボトムアップすることが望ましく、その流れが共通認識されていれば、問題はないと

考えます。事例案として資料を添付します。 

19 
質問 階層と情報の活用の下の段の表はどこかで見れますか？ 

回答 下記に一例をあげております。 

 

 
 

研修会参加者の声 

今までなかった新たな視点を持つことで学ぶことができました。特に「感情とストレス」の部分で、教育するにあたり、自己価値

観を上げるまでしっかりとサポートする必要があると感じました。 

本日は有難うございました。多くの先生方が徳島に来て頂く機会も中々ないかと思います。講演も聴かせて頂いて勉強になりまし

た。患者様によりよい治療を提供できるように頑張っていきたいです。 

数字の事など、まだあまり理解できていないところが多いですが、分かり易く教えて頂きありがとうございました。また明日から

も頑張って参ります。 

これまで参加させて頂いたセミナーの中で、ダントツでおもしろい内容でした。当院では経営ということに関して不足している事

が多いと感じました。 

本日は研修会を開催して下さり、有難うございました。どの御講演も大変勉強になりました。これからの診療と自分の成長につな

げていきたいと思います。 

階 層 と 情 報 の 活 用 例
階層 周期 ①即時・日・週 ②月・全体 ③月・執行部 ④月～四半期 ⑤四半期～年

会議名

担当

朝礼
前日の昼
打合わせ

全体
ミーティング

院長チーフ会議
執行部会議

院長
税理士社労士

3者会議

戦略会議
決算報告(税理士)

方
針

A
トップ

・外部からの確認と報告
(月・短期・社労士税理士)
・労働環境に対する整備

(社労士)

・医療の在り方方針説明
理念による一年方針
・外部からの会計報告

(一年・税理士)
・法律に則った体制確認

(社労士)

方
式
・

基
準
等
の
見
直
し

B  
執行部

( 院長・チーフ
・サブチーフ

クラス）

・プロジェクト進捗状況か
ら予測
・方針方向性の確認
・徹底事項方針
・問題分野の把握

C  
プロジェクト
リーダー

・緊急周知徹底指示

・プロジェクトの日々進行
確認
・計画予定日行動指示

・プロジェクト計画的実施
の確認

・プロジェクトの問題確認・
提案

実
践
・

指
示

D  
職種・全員

・診療前日打ち合わせ
・前日報告
・当日確認
・強化項目の実施

・改善からのプロジェクト
の立ち上げ

・チームでのプロジェク協
力

・戦略会議でのプロジェク
ト立上げ

14
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どの講演も興味深いお話ばかりで、とても勉強になりました。入社して間もなく、まだまだ未熟ですが、今日学んだ知識や情報を

これからの業務でいかしていきたいと思います。 

普段、他の分野での話を聞く機会も多くないので、貴重な時間となりました。又、11 月の広島でもたくさん吸収できたらと思いま

すので、宜しくお願い致します。 

わかりやすく、他業界の話も聴く事ができ大変参考になりました。 

内容がしっかりしすぎて、私の頭の中では理解に時間がかかります。勉強します。 

あまり話を聞けない方の講演が聴けて良かったです。企業のトップの方がどう考えているか、理念などを聞き、勉強になりました。

時と場合によって仕事志向、関係志向の切り替えが難しいと感じました。2 つを兼ね備える難しさを感じるので、また色々とお話

を聞きたいと思いました。 

歯科医院の経営に院長だけでなく、チーフクラスのスタッフも関わることの実践を学ばれている研修会に初めて参加させて頂きま

した。これまでに体験したことのない世界で驚いています。これからは避けることのできない分野だと思います。歯科医師のパー

トナーである歯科衛生士像に新しい視点を加えることができそうです。本日はありがとうございました。 

外部の方からのお話、外の変化について考えさせられました。自分の意識の在り方も改善しないといけないと感じました。行動科

学よりのお話、ストレスフリーの関わり方(1 年に 1 回位)忘れないようにミーティングの時間にあればいいなと感じました。本日

は参加させて頂きましてありがとうございました。 

本日はありがとうございました。管理職合同セミナーと言う事で、講演の内容のターゲットがしぼられ、より専門的な話を聴けて

興味深い時間でした。業界で活躍されている方々とお会いできる機会に恵まれたのはとてもありがたいことで嬉しく思います。院

長先生にも感謝しないといけないと思います。 

院長のすべき事は「方向を示し、スタッフを見守り、口出しせず、治療に集中する」やっぱりそうか、という思いでした。私の問

題は「治療に集中できないこと」ですので、「どうすれば治療に集中できるか」を考えていきたいと思います。 

患者満足度を UP する事で、医院が安定すると有りましたが、納得できるお話でした。又、「階層と情報の活用」をチェックしなが

ら反省する点が多い事に気付かされました。 

今まで、ほぼ治療のことのみを考えて仕事をしていたが、経営について、また、スタッフ、院長との関係など、再度見直すきっか

けになりました。とても勉強になりました。 

一緒に働くスタッフが、ストレスなく働ける環境作りをしていきたいと思いました。また、チーフとして、スタッフだけでなく院

長を理解してその意向をスタッフに伝えていけるようになりたいと思いました。 

今後の歯科界の流れを今一度考えるきっかけになりました。ヒトを育成・定着させる仕組みをこれから作りたいと思います。また、

院長としてスタッフとの関わり方もこれから変えていきたいです。財務諸表について自分自身よく理解できていなかったので勉強

になりました。 

今までになかった色々な分野のお話が聞けてとてもよかったです。2 年近くお休みを頂いていたので、今回参加出来て、鈍ってい

た頭に「またやらねば！」と刺激を頂きました。 

盛りだくさんでした。勉強になりました。 

多岐にわたる話を聞けて、これからの仕事を行ううえでの志と戦略に役立てたいと思います。 

各分野の代表の方から色々なお話しを伺い、外側から見える歯科の状況を興味深く聞くことができました。有難うございました。

初めての合同研修会ですが、とても勉強になりました。まだ変革し始めたばかりで、分からない事や、悩みもたくさんありますの

で、研修会にどんどん参加させて頂きます。 

非常に興味深い内容で来て良かったです。院長のための目標設定セミナーをしてほしいです。 

今回、サブチーフの立場として身を引き締めて講演を聴き、改めて反省、見直しをする事が出来ました。 前線で動くことに充実

感を得ていた私ですが、私の覚悟を決めるべきところを決断できたと思います。チーフとして、改めてスタッフ、医院が上手くま

15



Seminar Report ～皆様からのご質問・回答・参加者の声～ 
 

わるように動きかけていきたいと思います。ガントチャート活用します！！ 

大変すばらしいお話ばかりで緊張感を維持する事が大変でした。講師の先生の話をそれぞれもう少し長く聞きたかったです。 

貴重なお話ありがとうございました。 

歯科界における現状と課題が良くわかる、講演会でした。ありがとうございます。 

いろんな分野の方から様々なお話を聴くことができ、大変勉強になりました。この刺激を今後の仕事に役立てていきたいと思いま

す。ありがとうございました。 

本日の研修で、組織における院長、チーフの役割を理解する事が出来ました。ありがとうございます。 

色んな分野に精通した方々のお話しを聞くことができて、大変勉強になりました。特に、廣田様は「メディカルマーケティング」

の本を以前に読んでいたので、直接お話しを聞けてとても嬉しく思います。このような機会を設けて頂き、ありがとうございまし

た。 

スケジュールがとても良く考えられていて素晴らしい研修会だと思います。次回は他のスタッフも連れて参加したいと考えます。

有難うございました。 

状況適応型リーダーシップを得意な人のチームで発揮する視点が興味深かったです。 

本日は有難うございました。色々な視点からのお話しを伺えて、非常に勉強になりました。より良い歯科業界になるために、また

ご一緒頂ける機会があれば光栄です。 

本日は、貴重な研修会に参加させて頂き、ありがとうございました。歯科業界の様々な話が聞けてとても楽しかったです。私自身

は、5S と原価管理と戦っていますが、久々に小原先生の話が聞けてとても身が引き締まりました。ありがとうございました。 

初めての管理職セミナーという企画でどんな感じになるのかと思いましたが、色々な角度から、業界のリーダー達のお話が聞けて

新鮮でした。 

何もかも、内容が濃く素晴らしい時間でした。ありがとうございました。 

歯科以外の方のお話しはとても貴重でした。医院数値は当院も集計しはじめました。ただ、損益計算書が自分の中で難しいところ

です。 

理念や目的、方向性を明確にすることの重要性を再確認しました。スタッフの一人一人がそれぞれの持ち場で現場を任され、主体

的に動けるようになれば素晴らしい歯科医院になれると思いました。お金の事、数値を意識して日々の目標に落とし込み事が自分

の課題だと思いました。また、依存度も意外に高くて落ち込みましたが、イライラしないなど、明後日から気を付けるようにした

いです。 

経済的な視点で、歯科業界をみる機会は多くないので、大変興味深いお話を聞くことができました。リーダーに必要な人格、求め

られるものを意識して診療、生活していきたいと思います。ありがとうございました。 

本日は徳島まで来て、本当に良かったと思いました。 

歯科業界に関わる色々な立場の方から見た考え方も聞けて、大変参考になりました。また、理論に基づいた手法は解りやすかった

です。誠に有難うございました。 

このような研修会が徳島で行われた事をとても嬉しく思います。著名な方々の講演を聴くことができ良かったです。フォーユーメ

ディカルさんの事業で、第３者へ承継支援というものがある事を知りました。また、同じ県内の島社長のシケンのスタッフの皆さ

んのエネルギッシュな様子が印象的でした。色々な人に会う事ができ、また明日から頑張ろうと思いました。 

昔を思い出しながら楽しく、また興味深く聞けました。新たに自分がやらないといけないことを考える良い機会になりました。有

難うございました。 

歯科医院以外の大きな組織を引っ張っておられる方々の話が聞けて、大変良い機会でした。いつもと違う角度から医院の経営を考

えることができました。有難うございました。 

各分野での講演で有意義でした。業界の情報を共有することで、それぞれのその立場で役割を果たすことが大切だと感じました。

16
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講演された皆様の内容を興味深く聞かせて頂きました。今後の業務に活かしていきたいです。 

質疑応答の時間があっても良いと思う。Dr.が何に興味、関心があるのか分かると思う。 

色々な先生方のお話がきけて、大変面白かったです。 

学生のメンタルヘルスの現状は、普段感じている部分もあり、興味深かったです。 

初めて参加させて頂きました。歯科医院に貢献できる歯科衛生士の育成のヒントにさせて頂きました。有難うございました。 

企業の TOP の方が、皆さん「コミュニケーション」を重視されており、自身の業務においても考えるきっかけになりました。先

生、スタッフさんともっとコミュニケ―ションの場を設け、「仕事をさせて頂く」喜びを持って取り組みたいと思います。お客様と

の関わり方を教えて頂きありがとうございました。 

この度は、大変素晴らしい研修会を開催して頂き、誠に有難うございました。医業承継のお話しがありましたが、今後非常に大き

な問題になると思っていますので、また、教えてください。 

講演を聴き、歯科医院はいろんな職種や業界の方々に支えられているんだなと改めて思った。私の知らないところで歯科が広がっ

ている。 
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