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株式会社 デンタル タイアップ 
働き方改革 新人であろうとも組織の一員として行動しよう！ 

新人育成セミナー 
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株式会社デンタルタイアップ 講師 

小原 啓子 代表取締役/マネジメント（修士）/経営士/歯科衛生士（日本歯周病学会認定歯科衛生士）/経営士能力開発研究プログラムリーダー/ 

  客員教授 神奈川歯科大学短期大学部 

畠山 知子 歯科衛生士（日本歯周病学会認定歯科衛生士）/産業カウンセラー/2 級キャリアコンサルタント技能士 
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主旨 

 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、信念を

持った院長と共に一致団結して動ける医療スタッフとしての行動が求められます。 

 それは、新人スタッフであろうとも同じです。 

 この度は、新人が働くための基本的マナー、仕事遂行上の基本的スキル、個人の強みや意欲を生かした仕事へ

の取り組み方を個々に分析しながら一日を過ごしました。 

 

アンケート結果 

 

 

セミナー全参加者の声 

様々な場面での患者さんへの対応を更に詳しく知りたいと思いました。（話し方や、言葉遣いについて） 社会人としてのマナー

等を教えて頂く場面が少ない中で、今回の新人研修はとても貴重な機会となりました。明日から実践できる内容も多く、実際に

行ってみようと思います。知らなかったこともあり、とても勉強になりました。 

ソーシャルスタイルにて、特性ごとにある学習スタイルや、ストレス要因についてもっと詳しく知りたいです。電話の対応について

は、普段することがないので、今回の研修で教えて頂き、とても勉強になりました。これから電話対応を行う機会がある時には実

践していきたいです。 

ソーシャルスタイルについて、新人育成を担当させて頂いているのですが、人はスタイルが異なるので、その人にあった効果的な

関わり方、教育の仕方についてもう少し知りたいと思いました。また、言葉遣いや態度、姿勢、教育の仕方について、今まさしく

自分が求めていた情報だったので、大変勉強になりました。今回の事を自分の身に落とし込み、今後に役立ていきたいと思い

ます。また勉強し直しが必要と痛感しました。ありがとうございました。 

新人教育の一環として、デンタルタイアップさんのお話をきけてよかったです。社会人としてのマナーなど、基礎の中の基礎から

心構えまでお話しをきけて良かったです。 

基本的なマナーから、患者さんへの対応、感情のコントロールなど、普段仕事をしている中で、どれも勉強になりました。 

言葉遣いや、患者さんとの関わり方をもう少し知りたいと思いました。敬語や話し方など、日頃歯科医院で務めていて、言葉や

言い方につまる事が多かったので、今回のセミナーを通して、少しコツをつかめそうな気がします。また、心理的な話もあり、自分

が当たっていることが多くて驚きました。今までより一層、表情や姿勢に気をつけて、患者様やスタッフに信用してもらえるよう頑

張ろうと思いました。 

全て分かり易い内容でした。性格の診断は、もっと詳しくしてみたいと思いました。社会人としての礼儀や、敬語などを改めて学

ぶことができてとても参考になりました。コミュニケーションを職場の先輩や患者さんとたくさん交わす事で、更に成長していきたい

と思いました。今後、姿勢や表情に注意したいです。 

少し駆け足感もあったが、内容については、新人であっても、ベテランであっても、ためになるので、自分自身もこれから実践して

受講者の理解度  自己評価割合 受講者によるセミナー評価の平均値 
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いきたいと思います。ありがとうございました。 

笑顔の練習、目上の方との連絡方法（電話、メール、ライン）を詳しく知りたいです。社会人としての基本を学ぶことができて良

かったです。マナーや笑顔、報・連・相はずっと必要なことなので、今後も気を付けてやっていきたいです。 

実際に名刺の受け渡しの練習や、電話対応の練習ができて、とても勉強になりました。社会人としてのマナーも学ぶことがで

き、出来ていない所は、これからもしっかりと出来るようになる様、日々勉強していきたいです。 

クッション言葉の利点を詳しく知りたいです。学校で学ぶ事とは違い、社会人としてのマナー（言葉、身だしなみ）などをお教え頂

き、とても貴重な時間でした。挨拶や返事は今日から出来るので意識していこうと思いました。第一印象は表情、態度できまる

という事を知り、常に笑顔を心がけていこうと思いました。人生初めてのセミナーを受講させて頂き、大先輩の話し方、態度がと

てもかっこよく、私もこのようになりたいと思いました。詳しく分かりやすいセミナーをありがとうございました。本日教えて頂いた事を活

かしていきたいと思います。 

対人関係について、スタッフ間でのコミュニケーションもそうですが、患者様とやり取りする際、お相手の性格やタイプを瞬時に

判断するためには、どのような所に着目すれば理解しやすいのか、更に詳しく知りたいと思いました。私は、歯科医院は患者様

の為にあるのだと思っていましたが、実際に働くスタッフの為にあるという事を知り、本当に重要な役割を担っているのだと実感し

ました。コミュニケーションは自己理解をすることからという事を学んだので、普段から自己分析、自分磨きが大切なのだと思い

ました。また、働く上で、報告・連絡・相談の重要性を学んだので、お相手の状況をみて、正確に行いたいです。 

歯科衛生士は 2 年目になりますが、まだまだ身についていないことも沢山あると思いました。今日 1 日学んだことを明日から実

践し、日々成長していきたいです。本日はとても分かりやすいセミナーありがとうございました。 

組織の一員として身に付けるべきことを学ぶことが出来ました。今後の生活に活かしつつ、自分自身を成長させていきたいと思

います。ありがとうございました。 

改めて自分を見つめなおせました。今日セミナーで学ばせて頂いた事を活かして「自分の成長」へ繋げていけたらと思いまし

た。 

歯科業界に務めて約 1 年半ですが、今日のセミナーで言葉遣いや、正しい電話対応がきちんとできていなかったことに気づく

事ができました。これからは、今日学んだ事を参考に患者様や職場のみなさんに失礼のない言葉を選んでいこうと思いました。

電話対応を詳しく知りたいです。知らない事がたくさんあったのでもっと知りたいと、色んな事に興味がわいた一日でした。今日

学んだ事をこれからの日々に活かしていきたいです。 

高齢化に伴い、衛生士の業務が重要になってくる事が分かりました。患者様とコミュニケーションを取る時の言葉遣いや、表情

に気を付けたいと思いました。表情筋は簡単に鍛えられるので家でも実践していきたいと思いました。 

言葉使いについて、もっと詳しく知りたいと感じました。電話対応がいかに大切かと今よりもっと強く感じたので、より気持ちよく対

応できるように学びたいと思いました。また、社会人としてのマナーを一から学ぶことができ、他者との付き合い方まで理解する

事が出来たのですごく勉強になりました。挨拶の重要性を再確認しました。 

患者さんとのコミュニケーションの取り方などを詳しく知りたいです。社会人としてのマナーやルールを学ぶ事が出来て、とても勉

強になりました。明日から言葉遣いなど、気を付けて仕事をしていこうと思います。 

電話での対応、クッション言葉などをもっと詳しく知りたいと感じました。社会人になりたてで、一般的な常識やマナー、言葉遣い

など分からない事が沢山ありましたが、今回のセミナーを受講させて頂き、クッション言葉や正しい言葉遣い等をしっかりと学べ

たと思います。貴重な機会を作って頂きありがとうございました。 

対人コミュニケーションの事について、どのタイプの人に、時と場合によってどのように対応をすれば良いのか、いろんな場面でも

っと詳しく知りたいと思いました。今回、昨年に引き続き 2 回目の参加をさせて頂きました。2 回目の参加ということで、新人とし

て、社会人として大切なことを改めて把握する事が出来ました。1 つ 1 つ分かりやすく講義をして下さってありがとうございました。 

より詳しいソーシャルスタイル診断を行ってみたかったです。社会人としてのマナーを身に付け、前向きに仕事に取り組んでいき

たいです。改めて報告・連絡・相談の重要さを学びました。 

現在DH4年目です。新人の頃は気をつけていた事も、最近はあまり出来ていないよう感じました。もう一度初心に戻り、当院にお
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越し頂けている患者様が気持ち良く過ごして頂けるよう日々の診療に取り組みたいと思います。 

名刺の渡し方をもっと練習して、自然にできるようになりたいと思いました。また、尊敬語や、電話での対応など不明だった点が、

分かるようになった事が多くありました。明日からいきなりできるようになるのは難しいと思いますが、慣れていけるように実践できる

ことはしていきたいと思いました。社会人としてのマナーが勉強できて良かったです。 

正しい敬語と、種類の伝え方をもっと知りたいと思いました。今まで曖昧な部分があった電話対応や、話し方等が分かったの

で、明日から実践できるように努力していきたいと思いました。 

電話対応の色々なケースを詳しく知りたいです。今まで、なにげなく患者さんへ使っていた言葉遣いが間違っていたり、不安に

させてしまっている事を改めて知る事が出来ました。今後の仕事の中でも、間違った言葉遣いをしない為にも、日頃から言葉遣

いのトレーニングをしていきたいと思いました。 

曖昧だった敬語が分かり、電話対応や患者さんとの会話でもスムーズに話せると思いました。患者さんやスタッフ内でのコミュ

ニケーションが大切な職業ですが、まずは自分を理解して、どんな方でも対応できるようになっていきたいです。新人だからこそ

気付く事や、これからどのように頑張るかが分かり、このセミナーに参加して良かったと思いました。 

社会人としての基本的なマナー、上座の位置や、名刺交換の正しい方法など、とてもためになりました。電話対応の仕方や、

敬語の正しい使い方を早速、明日からの仕事に活かしていこうと思いました。 

歯科医院で働く上での常識や、歯科医院がどのようなものなのかたくさん学ぶことが出来ました。明日から活かせることがあれ

ば実践していきたいと思います。 

このセミナーで社会人としての自覚や常識など、自分自身に欠けていたことや知識不足だった事を学ぶことが出来ました。今

後、歯科医院で活かしていきたいです。 

電話の対応を詳しく知りたいです。新社会人としてのマナーや言葉使いなど、深く学ぶことが出来て良かったです。敬語を改め

て使おうと思った時になかなか言葉が出てこないので、これからしっかり学びたいと思いました。 

言葉遣いや敬語、電話対応については、色々な例で練習しても足りないと思っているので、もっと詳しく知りたいと思いました。

家に帰って、色々調べてみようと思います。隣の人と自分の考えを話し合ったり、読み合ったりして情報の交換ができて良かった

です。他のセミナーにも参加していきたいと思います。 

新人という立場でも、一人の社会人（医療人）として、マナーを身に付けることが重要だと感じました。明日の診療から再度、身

を引き締めていきたいと思います。 

患者さんとのコミュニケーションの取り方を知りたいと思いました。電話対応、名刺の渡し方、言葉遣い等を教えて頂き、勉強に

なりました。ありがとうございました。 

第 1 部の内容は、グラフなどがどんどん出て来て情報量が多すぎ、短時間ではわかり辛かったです。不機嫌な顔は、最も人の

印象に残りやすいという話が 1 番印象に残りました。日々の生活の中でも活かしていきたいと思います。 

以前に一度聞いたはずの事でも忘れている事や、意識が薄くなってしまっていた事が多かったので、改めて学び直す事ができ

て良かったです。ありがとうございました。 

まだ、敬語やマナーが身についていない為、覚える事や慣れる事が多くありました。今後の診療で一つずつ実践できるよう努力

します。ありがとうございました。 

クレームがあった場合などの対応をもっと詳しく知りたいと感じました。教養のある言葉遣いについて知れて良かったです。更に、

どのような時にどんな言葉遣いが適切であるかを参考資料と共に問題形式で解いていくことがとても勉強になりました。 

今まで、きちんとした敬語ができていなかったと、改めて自分を見直す事ができたので良かったです。社会人としての礼儀、常

識を意識して患者対応をしていきたいと思いました。チームワークコミュニケーションをとっていこうと思います。 

本日はありがとうございました。初めて知る事がとても沢山あり、これからの仕事にどんどん活かしていこうと思います。また、時々

振り返り、思い出しながら取り組んでいこうと思います。 

ソーシャルスタイルについて、もう少し知りたいです。丁寧な言葉遣いや、電話対応について、改めて勉強になりました。普段か

ら敬語を正しく使えているか、気を付けたいです。新人のスタッフさんに何かお願いをする時は、分かりやすく伝えられているか、
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その後、問題なく業務を行えているかも気を配るようにしないといけないなと思いました。自分の事だけでなく、周りのスタッフの方

も働きやすいよう考えていきたいです。 

社会人として、挨拶はしっかりしていきたいと思った。医院内で「すみません」より、「ありがとうございます」を増やして、ポジティブな

思考を増やしていきたいです。 

ストレスや緊張を上手くコントロールする方法をもっと知りたいと思いました。幅広く研修をさせて頂きましてありがとうございました。 

クッション言葉をつけるのとつけないとでは、感じ方が違うと思いました。最初から簡潔に言われると患者さんから聞くと少し雑に

聞こえますが、クッション言葉をつけることで、より丁寧に聞こえると改めて思いました。今、育成担当をしているのですが、その方

のやり方もあるので、その人に合った指導をする事が大切だと思いました。 

第 4 部の電話対応や、クッション言葉について知りたいです。改めて社会人として、医院のスタッフとしての在り方を学びました。

身だしなみや言葉遣いは自分だけではなく、医院の全員でしっかり身に付ける事により、医院の評価に繋がる事を感じました。

言葉や表情など、すぐにでも気をつけて意識できるとこなので明日からしっかりと気を付けていきたいです。 

上司の方に対する話し方や接し方、社会に入社した新人のとるべき行動について詳しくしりたいと思いました。歯科医院につい

て勉強になった 1 日でした。新人で分からない事だらけなので、少しでも多くの知識を身に付けられて良かったです。 

第 4 部の電話対応で実際にやっている時は、まごついてしまう事があります。講師の方がとても丁寧にご説明や、解説をされて

おり、とても分かりやすかったです。 

照明が暗くなるので、所々眠くなってしまったが、隣の人とペアですることが度々あったので、後半になるにつれて集中できた。 

日々の仕事について改めて振り返ることができました。育成をする立場になったので、その人に合わせて指導等をしていこうと思

いました。ありがとうございました。 

患者さんや外部の人、院長先生への敬語、謙譲語の使い方、使い分けについて、また、ケーススタディでの言葉の選び方な

どを詳しく知りたいです。講義、デモだけでなく、実際に自分でも行う事で、普段仕事をしながら言葉遣い等の曖昧さや、丁寧さ

が足りない事に気が付きました。 

歯科医院とは何か、誰の為にあるかを改めて考え直すことができ、理解することが出来ました。また、自分自身の性格を知る事

が出来ました。ありがとうございました。 

個人での歯科医院だと、どうしても密閉された環境になってしまうので、社会人としてのマナーをまだまだ知りたいです。今、社会

人 2 年目になりました。新人で入った時には疑問をたくさん抱いていたはずなのに、今ではそれが普通の事のようになっていて、

慣れというのは怖いなと思いました。そして、やはり少しずつ仕事に慣れてきたけれど、分からない事も沢山あります。ベテランに

なるにつれて怒られなくなり、わからないまま過ごし、なかなか言い出せなくなるよ。と、よく聞きます。若いうちに沢山怒られて、

日々成長していけるよう努力して参ります。 

小原先生の顔のトレーニング方法を詳しく知りたいと感じました。全体的に、スピードが速かったように感じました。新人の頃の気

持ちにかえり、研修を受けられてよかったです。 

とても内容が濃く、一日ではおさまりきらないような量をコンパクトに詰め込んでもらったと思います。明日からの新人の働き、報告

書が楽しみです。また、マニュアル、新人と、2 つのセミナーを受講させて頂きました。5 月の大阪ジーシーセミナーでの小原代

表の講演もスタッフが参加させて頂きます。今後とも宜しくお願いします。 

本日はありがとうございました。参加したスタッフは大変勉強になったと思います。今後も宜しくお願いします。 

今知りたいと思っていた事が分かりました。人として基本となる内容（社会人として働いていなくても）が盛りだくさんでした。話し

方、相手との関わり方など、今の「私」を省みる機会となりました。 

歯科の世界で働く事の素晴らしさをもう少し詳しく知りたいと感じました。小原さんを中心にとても綿密に整理されている事が理解

できました。 
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皆様からのご質問・回答 

№ 項目 内容 

1 

質問 日常での相談はどのようにしたらいいですか。 

回答 
ご自身の教育係の方に相談する事が基本です。また、教育を受ける部署におきましては、直接指

導される方に相談・確認されることもあるでしょう。時間を確認してご相談下さい。 

2 

質問 患者さんの年代別の特徴や、接し方の基本は何ですか。 

回答 
相手が児童、学生でしたら、その年齢に合わせて対応となりますが、それ以上の方でしたら、丁

寧語が基本です。 

3 

質問 
育成プランを計画通りにすすめる為には（診療後以外の時間で）、いつ行っていけばいいのでしょ

うか。 

回答 

前日・次の日の打ち合わせをする際に当日のスケジュールが確認できますので、その中で調整し

ます。時間を確保して指導が必要な場合には、朝礼で全体にお伝え下さい。私共では、教えるに

は 4 段階あり、マニュアルの説明、自分がやって見せる、新人にやってもらってチェックする、

新人 1 人で出来る、の段階を踏みます。自己トレーニングは新人に任せます。 

4 

質問 
新人教育の際、指示がうまく出せないので、指示の出し方について詳しく知れると更に良かった

です。 

回答 
前日の打ち合わせ、朝礼の段階で指示を出されて下さい。歯科医院では基本を文字化して、その

通りに教え、指示を出す頻度を下げていく努力を必要とします。 

5 

質問 
患者さんに対しての言葉遣いのケースが電話対応だけでなく、診察室でのケースがあれば嬉しか

ったです。（予定していた治療時間より長引いてしまった時の謝罪の例など） 

回答 
どの場合でも基本は同じです。まずは、スポットでの内容と範囲の謝罪の言葉があって、現状と

予測を加えます。 

6 

質問 

院長が患者様に対してきつめに話をされた後のフォローの仕方が分かりません。あまりあるシチ

ュエーションではないのですが、もし患者様が納得していない、気分を害している時に私達が出

来る事があれば教えて頂きたいです。 

回答 

「この度の説明には驚かれましたか？現状を確認し、分析した上での説明でございましたので、

何かご希望等がございましたらいつでもおっしゃって下さい。私共で出来ることがありましたら

いつでも対応させて頂きます。いかがでしょうか？」と、謝るべきことがあればスポットで謝り、

なるべく疑問型で文を終わるように対応します。しかし、内部での問題の場合には、ヒヤリハッ

トで上げて、歯科医院全体の問題として課題対応していきます。 

7 

質問 

チームワークやコミュニケーションの重要性に関しては、とても大切な事であり、一緒に働いて

いる方でも一人一人違うという事は理解しています。ただ、上手くコミュニケーションの取れな

い方が中にはいるので、その方とどう接していくべきなのかも知りたいです。 

回答 

状況をカイゼンしていくには、ヒト・モノ・カネ（時間）、情報を確認し、人との関係に対する要

素を変えていく必要があります。どなたも一生懸命に仕事をしたいと考えていらっしゃいます。

総合的に考えていきましょう。 

8 

質問 
敬語やマナーなど、自分の普段の生活では、なんとなくで済ませているので、本当にしっかりと

したものが分りません。 

回答 
私共では、文部科学省が後援している「ビジネス能力検定テキスト」を基に研修をすすめていま

す。ぜひ、チャレンジしてみて下さい。勉強になります。 
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9 

質問 対人コミュニケーション、関係思考行動について知りたいです。 

回答 

ソーシャルスタイルなど、次の著書を参考にして知識を高めて下さい。 

参考図書：ウィルソン・ラーニング・ライブラリー（2008）『どんな相手ともうまくいく！「心の

合い鍵」の見つけ方』枝廣淳子訳, 東洋経済印刷。室伏順子（2011）『苦手なタイプを効力するソ

ーシャルスタイル仕事術』 株式会社クロスメディア・パブリッシング． 

 

 

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。 


