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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 
～変革を生み出す歯科医院の活性化講習会～ 

 
日 時  2018 年 5 月 20 日（日）AM 9:30～PM 16:30 

会 場  広島県広島市 「ワークピア広島」 

 

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 

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/キャリア・コンサルタント 

河野 佳苗 歯科衛生士/北九州市立大学大学院マネジメント研究科（在学） 

藤田 昭子    歯科衛生士（日本臨床歯周病学会認定歯科衛生士）/第二種滅菌技師(日本医療機器学会)  

石田 眞南 在宅療養指導(口腔機能管理)認定歯科衛生士/医科歯科連携・口腔機能管理（日本歯科衛生士会） 
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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 

この研修でまだ学生気分だった私が、社会人なんだと自覚することができました。言葉遣いだけでなく、表情や姿勢にも気を

付けることが大切だとわかりました。明日からの仕事に活かしていきたいです。 

今日は、セミナーでのお話、必ず役に立つように頑張りたいと思います。新人も今いるスタッフも大切、宝です。 

研修に参加させていただき、普段気を付けていると思っていても、甘かったり、間違っていたりと今後見直していかなければなら

ない課題が見つかったことは本当に良かったです。教えて頂いているという感謝の気持ちと謙虚さをもって、日々の業務に努

めていきたいと改めて感じることができた。 

今日、研修に参加させていただき、新人としての姿勢について改めて見直すことができました。今後プラスに活用できるように

本日学ばせていただいたことは自分の糧となるようにしていきます。 

普段体験することのない電話対応であったり、患者との接し方についてよい勉強になりました。ありがとうございました。 

普段から、報告、連絡、相談してねと言われているのですが、ついつい忙しそうと思い、後でしてしまったり忘れてしまって、その

まま自分の判断でしてしまいミスしてしまうことが多いのできちんと行っていこうと思いました。 

日頃、対応で使っている言葉遣いではいけないと改めて思いました。もっと丁寧な言葉遣い、患者様を不快にしてしまう言葉

遣いを使わないようにしたいです。患者様が安心して来院してもらえるように笑顔を絶やさないように努力していきたいです。 

無意識にとった行動が相手に不快感を与える場合があるため、まず自分の性格、行動を理解し、意識して行動変容できるよ

うにいていきたいと思いました。 

社会人としてのマナーやコミュニケーションの取り方や言葉遣いなど常識的なことを学べてよかったです。相手の気持ちを考

えて行動することが大切だと感じました。ありがとうございました。 

セミナーに参加して言葉遣いや礼の仕方など、基本的なことがきちんとできるようにしていかなければないらないのだとわかりま

した。新人でうまくできないことばかりで不安な気持ちになっていたけれど今日のセミナーで聞いて学んだことを生かして頑張っ

ていこうと思いました。 

社会人としてのルール、マナー、礼節、言葉づかい等、新人である今のタイミングで詳しく学べてよかったです。今日学べたこ
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第1部 歯科医院とは何か(外部環境の理解・内部資源

の把握) 講師 小原

第2部 社会人としての礼儀(身だしなみ・挨拶・朝礼) 

第3部 社会人としての常識(言葉使い・敬語・名刺の

渡し方) 講師 石田

第4部 社会人としての仕事への取り組み方(ケ－スス

タディ) 講師 河野・藤田

第5部 チ－ムワ－クコミュニケ－ションの重要性(自分

を知り、そして相手を知る) 講師 畠山
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とを活かして明日から社会人として恥ずかしくないよう行動していこうと思います。 

社会人を経験していてもビジネスマナーはまだまだ知らないことがたくさんありました。今回の研修で新しく発見したことを明日か

ら活用できるようにしたいと思います。 

参加した人たちも感じ良くて気持ちよかったです。 

どのように電話対応したら良いのかが分かりとてもためになりました。私が電話を行うようなったら習ったことを実施できるように

日々努力してみようと思います。 

より良い歯科医院を盛り上げていくためにも組織の一員、社会人としてのマナー、言葉遣いがいかに大切かを考えさせられま

した。とても勉強になりました。ありがとうございました。 

コミュニケーションをもっとうまくとっていく。まだまだ分からないところもありますし、自分にできていないところも、この勉強会で改

めて振り返ることができました。自分の言葉遣いなども気を付けなければならないなと思いました。 

私はあわててしまい、失敗をしてしまうことがあるため、落ち着いて確実に行動することで失敗を減らすことができるとデータで示

してあったため、実行したいと思いました。いくら失敗しても落ち込んでいたとしても笑顔で働くことを心掛けたいと思いました。 

2 年目になるのですが、今育成を受ける立場でもあり、担当する立場でもあり、1 年前の自分には理解できていないだろうとな

と思う部分もセミナーを受けて感じました。そしてまだまだ社会人としてのマナー、ルールや言葉遣いなど未熟なところがあるな

と改めて実感しました。今日学んだことを明日からしっかり実践していきたいです。 

社会人となってから、このような機会をいただけたこと、とてもうれしく感じました。今日学んだことを活かして明日からスキルアップ

できるよう励んでまいります。誠にありがとうございました。 

本日の研修でゆとり世代の成長の仕方について興味を持ちました。インターネットに強く、対面に弱い部分は自分に当てはま

ると感じました。伸び悩むことも多くありますが、しっかりメモに残し理解して伸びていけるようになりたいと思いました。 

今日の新人育成セミナーに参加することで、自分が知っているようで知らなかったところを学ぶことができたと感じました。また

仕事で活かしていける基本的なマナーを勉強することができて良かったです。ありがとうございました。 

社会人になって 2 か月が経とうとしている中でできないこともまだまだでできるようになったことも少しずつですが、自分のできてい

ないところを改めて振り返ることができました。明日から社会人としての考え方を見直して今日のことを活かしていきたいです。あ

りがとうございました。 

上座、下座などの社会人としてのマナーは大学の時に学びましたが、まだまだ知らないことがたくさんあることに改めて気づきま

した。本日はありがとうございました。 

いい勉強になりました。自分自身の成長のため、今後の仕事にプラスになります。 

新人としてだけでなく、相手がどのような印象を抱くかという点でも、ものすごく勉強になりました。受付なのでこれからも言葉遣

い、態度、表情に気をつけて頑張りたいと思います。 

今日はお忙しい中、講演していただきありがとうございました。第 6 部の報告連絡相談がとても印象に残っておりスムーズに診

療が行えるよう必ず活用していきたいと思います。 

社会人とし基本的なマナーだけでなく、経営のことやこれからの歯科医療のことなど新しく学んだ内容や気づきが多くありまし

た。自分の中でしっかり整理し、明日からの診療に活用したいと思います。ありがとうごいました。 

言葉遣いなどあまり意識していなかったので、診療の中などできちんとした言葉遣いをして習慣づけ、スタッフや患者さんに失

礼のない対応をしていきたいと思いました。 

社会人としての振る舞いや基本的な考え方を改めて学び直す良い機会になりました。日々の対応を振り返り、改めなくてはな

らない問題点もあったので仕事に活かしていきたいと思います。 

基礎を見直す良いきっかけとなりました。本日学んだことを明日から活かしていきたいです。ありがとうございました。 

上座、下座など知らないことがあったので学べてよかったです。クッション言葉や尊敬語を使う機会があまりなかったので、これ

から目上の方には学んだ言葉遣いで話そうと思いました。講義がすごくわかりやすかったです。ありがとうございました。 

新人として医院や社会とのかかわり方について細かく知ることができ、すぐに明日から実践してみたいと思います。 
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すごく分かりやすく、明日から実践してみたいと思いました。社会人としてのマナーや態度は、大切なことだと感じました。 

初心に戻り、気持ちが引き締まりました。他医院の方々との交流でいろいろな意見交換ができて勉強になりました。明日から

診療に役立てていけるよう努力してまいります。本日はありがとうございました。 

他医院の方々とお話をすることできて良かったです。新人育成担当として、新人スタッフの方が 1 日でも早く、仕事に慣れて

笑顔で働けるようになってほしいと思います。今日はありがとうございました。 

社会人 2 年目になりますが、このセミナーを受講して初心を思い出す事ができました。明日から学んだことを活かせるようにして

いきたいです。 

マナーなど過去に習ったものの再確認ができたので良かったです。また名刺交換は初めてでしたが、体験できてよかったで

す。 

社会人としての礼儀や常識、電話での対応、言葉遣いなど様々なことが勉強でき、とても良い時間を過ごさせていただきまし

た。ありがとうございました。 

色々お話を聞いていて本当に新社会人として頑張っていかないといけないなと改めて感じました。お話は面白く聞けたのでよ

かったです。また、勉強勉強にはなりますがもっと自分磨き頑張りたいです。 

明日からの診療にも今日の研修を活かしたいです。笑顔で丁寧な言葉遣い、立ち振る舞いをしていきたいです。 

名刺の渡し方などとても勉強になった。歯周病撲滅宣言があることを初めて知った。まだまだ勉強しなければならないことがたく

さんあるなと感じたのでこの研修をこれからの仕事に活かしていきたいです。 

今回この新人育成セミナーを受講し、歯科衛生士としてはもちろん、社会人としてのマナーや基本を学べてとても自分のため

になったと感じることができました。このセミナーで学んだことを医院に帰り、実践していきたいと思います。 

とても良い勉強になりました。言葉遣いや電話対応がまだしっかりできていないので本日学んだことを意識し、今後に活かして

いきます。ありがとうございました。 

社会人としての常識や報告連絡相談の重要性等、詳しく知る機会が今までありませんでしたのでとても勉強になりました。今

日、教えていただいた事を明日からの仕事で早速実践していきたいと思います。本当にありがとうございます。 

社会人としてのマナー（応接室での上座、下座、車の上座、下座）など、知ってはいてもそのような機会がないためしっかり復

習することができて良かったです。社会人 2 年目ですが、まだまだ初めて知ったこと、そのことの意味がなぜそうなのかとわかっ

たり、復習できたりと大変勉強になりました。電話対応で不安になることがありますが、今日のセミナーを思い出し、患者さんに

満足していただける対応を目指したいと思います。ありがとうございました。 

新人教育をする側として改めて自分を見つめ直すきっかけになりました。どうやったら伝わるのか、新人はどう動いたり、考えたり

したら良いのか勉強になりました。周りのスタッフ、患者様に還元できるよう日々努力していきたいと思います。 

社会人としての基本行動、礼節を学ぶことができて良かったです。今日学んだことを活かして社会人として自覚を持ち頑張り

たいです。 

私は受付をしておりますが、電話対応の仕方で他の方の対応を見ることができたので参考になりました。歯科業界が、日本の

医療を支えていることが理解できました。ありがとうございました。 

本日は日々の診療で役に立つお話しをたくさんして頂き、ありがとうございました。明日から今日学んだ事を早速取り入れていき

たいと思います。 

名刺交換や、電話対応など、新人の頃に学んだ事を改めて振り返る事が出来て良かったと思います。報連相など、これから

リーダーとしての立場もあるので、新人や各スタッフに適切に伝えていけるようにしていきたいです。 

マナー・言葉使いなどは、なかなか教えて頂く機会も少なく、何が正しくて誤りなのか等、理解できなかったが、今回の講習を

通して、大切さなど理解を深めることができて良かったです。 

社会人としては 8 年目になりますが、改めて学び、気づく事の多い一日でした。 

敬語の使い方、名刺交換など、実際に体験させて頂けたのがとても良かった。印象に残るので、実践しやすいです。 

正社員になって間がないので、名刺交換や、立ち姿など、実践的に教えて頂き、とても為になりました。 
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とても分かり易く、丁寧にお話しをして頂けて、とても勉強になりました。自分の中で疑問に思っていた事も、今日解決出来まし

た。今日学んだ事を明日から実践していきたいと思います。 

新人教育者として、ゆとり世代の話から始まり、対人コミュニケーションの取り方を学べてとても良かったです。患者様との対応

も細かく教えて頂き、早速明日から実践して参ります。 

1日を通して、今まで以上に丁寧な言動を心がけようと思いました。今日学んだ事を他のスタッフにも分かり易く伝える事から始

めます。ありがとうございました。 

今回の研修を通して、社会人としてのマナー（言葉使いや、礼儀作法、表情の大切さ）から、根元的なこと（歯科医院とは・

医療業界の現状・これから）など、多くの事を学ぶことができました。学ぶだけで終わるのではなく、自分が書いたメモ等を見直

してしっかりと自分の中に取り入れていきたいです。 

電話対応や名刺交換等、実際に行えたので、より身についたと思います。 

社会人としてのマナーや礼儀が身についたと思います。今日学んだ事をこれから歯科医院で働く上で活かしていきたいで

す。 

今まで知らなかった社会のマナーや、作法が知れて良かったです。また、身だしなみなど見た目だけではなく、心理的な事

や、内面に関することも学ぶ事ができてとても勉強になりました。 

普段、名刺の交換や、電話対応などをすることがないので、この機会で知る事ができて良かったです。言葉使いについても、

自分の言葉で患者様の気分等に影響を与えると分かったので注意したいと思いました。 

新人に向けてとても分かり易く、小さな事も講義して頂けて良かったです。電話対応など、あたりまえに感じてしていることが、入

ってきたばかりの新人さんには難しい事なので、それを踏まえてこれからも教育していきたいと思います。 

分かり易く、冊子もあり理解しやすかったです。名刺の渡し方など、あまり学ぶ機会がなかったのですが、実際にやってみる時

間もあり、実践してみることで理解が深まりました。 

改めて社会人としての基本的な大切なルールを学びました、これから始まる挑戦に活かしていきます。 

盛りだくさんで忘れる前に早く行動したいです。 

 

皆様からのご質問・回答 

№ 項目 内容 

1 

質問 職場のスタッフと良い関係を築くにはどのようにすれば良いか。 

回答 

ハーツバーグの動機付け衛生理論をご存知でしょうか。 

人間関係はどれだけ良くしようとしても、満足感はマイナスから 0 にしかすることができません。

親しくなっても、モチベーションを上げることは難しいと言われています。 

職場は、他人の集団です。特別に良くしようと思わずに普通に接し、仕事の達成感・承認・仕事

のそのものを明確化して信頼関係を築く方が得策です。 

2 

質問 患者様からの難しい質問への対応の仕方。 

回答 

どのような質問を想定するかによって異なるかと思います。 

ご自身の職種として知っているであろう内容についてご質問を受けた際には、責任をもってお答

えできるよう、日ごろから情報収集し勉学に励み、たゆまぬ努力をし続けなければならないと思

います。 

新聞・雑誌・職域団体等から出版されている物にはお目通し頂き、自身の知識を更新しつづけて

ください。 

一方で、どうしてもご自身で対応できそうにない場合は、先輩や先生方に状況を説明し、適切に

対応して頂く事も１つです。 

ここで、報告・連絡・相談が生きてきます。「○○に確認して参ります。お手数をおかけいたしま
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すが少々お待ちいただけませんでしょうか」とお伝えし、先輩や先生方へは報連相を徹底し、患

者さんに安心いただけるより良い対応を心がけましょう。 

3 

質問 

クレームを言われたときの対応。 

患者様からのクレーム等の対応の仕方。4 タイプの人がいて、対応などの仕方が違う事への興味が

湧き、もっと詳しく知りたいと思いました。 

回答 

クレームは、限られた時間内での患者さんとの対応、また時間がある程度許されるスタッフ間で

のクレームが考えられるでしょう。まず患者さんの言葉には耳を傾け、真摯に対応しましょう。

講演の中でも申しあげましたが、クッション言葉を入れることで、柔らかな表現になり、どの部

分に対して謝罪しているのかを明確にすることができます。漠然と謝ることはよくありませんし、

すべてが悪いなどありません。 

患者さんからのクレームは、決められたルールに則って、報告・連絡・相談してください。 

 

スタッフ間でのクレームは、何に対しての注意なのかを明確にする必要があります。新人の場合

には、十分に動くことができませんので、直接の指導者や精神的に支えてくださるメンターの方

に相談してみることも必要です。多くの場合には、事故にならない限りは、経験のあるスタッフ

が暖かく支えてくださいます。焦らずにコツコツと努力を続けられてください。 

参考にしていただける書物は、 

・『クレーム対応の教科書』 援川聡 著（ダイヤモンド社） 

・『クレーム対応の基本が面白いほど身につく本』 船橋孝之 著（中経出版） 

・『歯科医院での話し方 80 の法則』 山岸弘子 著（クインテッセンス出版） 

・『患者さんの心と信頼をつかむコトバづかいと話し方』 山岸弘子 著（クインテッセンス出版）

です。 

4 

質問 自分をよく知る方法はありますか。 

回答 

自己理解については、心理学でたくさんの研究があります。ネット検索で設問に答えると分析し

てくれる心理テストのようなものもあります。エゴグラムやエニアグラムは、歴史がありますの

で参考にして頂くことができます。 

5 

質問 現代のゆとり世代の特徴について知りたいです。 

回答 

現代のゆとり世代の特徴については、これまでも新聞紙上等でも取り上げられてまいりましたが、

更に知識を深めるのであれば、参考図書として「ゆとり教育世代の恐怖」ＰＨＰ出版をご紹介い

たします。 

どの時代も、近ごろの若い者は・・・と言われますので、特別なことはありません。 

しかし、思った以上に優秀であることには間違いないようです。 

また、ゆとり世代と考えるよりも、これからはミレニアル世代と考えた方が時代とマッチするで

しょう。 

6 

質問 

チームワークコミュニケーションについて。新人育成について。 

チームワークコミュニケーションで相手を知り、どう育成していけばよいのかをもう少し詳しく

知りたいです。 

回答 

組織は戦略に従うと言われているように、その組織で働き限りは、個人に対しても計画が必要と

なります。 

育成する項目を明確化して、重要度と簡易度で数値化して、その数字が大きい物から教えていき

ます。 

この計画的な育成プランの立て方は、日本歯科衛生士会の新人歯科衛生士等の育成プロセスの資
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料にありますが、 

医歯薬出版さんから出ました「はいしゃさんの働き方改革」に掲載いたしました。 

また、それに使うエクセルシートは、デンタルタイアップホームページのトップページでダウン

ロードすることができます。 

7 

質問 
不機嫌な顔のほうが印象に残りやすいことがとてもよくわかったのでマナーや表情についてもっ

と詳しく知っていきたいなと思いました。 

回答 

ビジネスマナーは、文部科学省後援 ビジネス能力検定ジョブパス 3 級公式テキストをご活用くだ

さい。日頃からの心掛けが大切です。 

表情につきましては、参考図書として「ブレイン・プログラミング」をご紹介いたします。色々

な研究結果から笑顔は人生を良い方向に導くと言われています。 

また、普段からアンテナを立てて関心を持つことで色々な情報が入ってきます。 

本能的な動きをまとめた「影響力の武器」ロバート・Ｂ・チャルディー二著,誠信書房があります。

人間って不思議です。 

8 

質問 

電話対応の言葉遣い。 

電話対応の件で学んだ、正しい言い回しの部分と、正解は様々あるでしょうが、もっと詳しく聞

きたかった。 

回答 

電話対応を含む、患者さんとの対応・コミュニケーションに正解はございません。相手がどう感

じたがが答えです。 

したがって、多種多様な価値観をお持ちの患者さんへの対応は、さまざまな本から、また、現場

での経験を踏んで深まってくるのではないでしょうか。 

クインテッセンスさんから出版されている、山岸弘子先生の「患者さんの心と信頼をつかむコト

バづかいと話し方―歯科医院経営実践マニュアル 」 

(歯科医院経営実践マニュアル (vol.01)) 単行本 – 2006/12 では、歯科での具体例も組み込まれ

ており、参考図書として有用です。 

9 

質問 
ビジネス用語について。尊敬語、謙譲語を普段の生活で自然と使えるようにしたい。 

言葉遣いが苦手なので言葉遣いについて。敬語をもっと学びたいと感じました。 

回答 

言葉は平素からきれいな言葉を使われていましたら、自然とでてくるようになります。 

『ビジネス能力検定 3 級 公式テキスト』「話し方と聞き方のポイント」に 

・ビジネスにふさわしい話し方・ビジネスの場にふさわしいことばづかい・敬語の種類と必要性 

・尊敬語と謙譲語のつかい方 

『歯科医院での話し方 80 の法則』 山岸弘子 著（クインテッセンス出版） 

『患者さんの心と信頼をつかむコトバづかいと話し方』 山岸弘子 著（クインテッセンス出版）

を、ご参考にしてください。 

10 

質問 エレベーターでの対応についても知りたいと思いました。 

回答 

基本は来客の方より先に歩き、エレベーターに乗る際は先に乗り込んで“開”のボタンを押して

お客様に乗っていただく。降りるときはお客様に先に降りていただく。（エレベーターにお客様を

ひとりにしないことが基本） 

エレベータの席次は、入り口から遠い奥が上座になります。入口の手前が下座になります。下座

にいる人がボタンの操作を行います。 

詳しくは『ビジネス能力検定 3 級公式テキスト』の「来客対応と訪問のマナー」の来客の案内に

記載されています。 
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11 

質問 急患の人への対応が上手く伝えられるようもう少し細かい配慮、伝え方を知りたい 

回答 

基本的には、まずは症状をお伺いし、自院の急患対応の定義に沿って対応するが基本です。 

全ての患者さんは、受付時点では痛みがあると言われますが、診療に入られるとそうでもないと

いう状況は起こりがちです。したがって、私共では、急患とは「寝られない、食事ができない、

熱が出るほどの痛み・前歯などに関連する審美が著しく低下している場合、外傷」は、必ず当日

に急患として受け入れるとご提案しています。 

真摯に状況をご説明し、「クッション言葉+よろしくお願いします」+ 最終判断は相手に委ねる「い

かがでしょうか」でご対応いただけるかと思いますがいかがでしょうか。 

12 
質問 

コミュニケーションと対人関係について。 

相手とのコミュニケーションの仕方など、もう少し詳しく知れたらなと思いました。 

回答 ソーシャルスタイルのタイプ別に分析してアプローチを意識して行ってみてください。 

13 

質問 

言葉使い、ソーシャルスタイルについて。 

プロモータータイプ等４つに分類されるところが面白かったので、もっと詳しく知りたいと思い

ました。 

回答 

私共では、医歯薬出版から出ている「これからの歯科医院経営をチームで考える」「人財としての

人を育てる」に、歯科医院をイメージしてまとめています。ソーシャルスタイルについてはたく

さん著書が出ています。 

・『苦手なタイプの攻略法・ソーシャルスタイル仕事術』室伏順子 著 

・『心の合鍵の見つけ方』 ウィルソンラーニング・ライブラリー 

今回は、こちらの著書を参考にしています。ご一読下さい。 

14 

質問 新人育成をしていく上で、チーフ又は、リーダーの立場からどう接するべきか。 

回答 

医歯薬出版から出ている『人財として人を育てる』の本を参考にされてください。 

どの人であっても、いいところや得意分野があります。新人であっても、若くとも、素晴らしい

点がいっぱいあります。そのいいところを認め、新しいメンバーとして大切に育てる気持ちがあ

ればと思います。 

新人である 3 か月間は、「宝の目」を持っていて、いろいろなことに気づいています。話ができる

環境をつくりましょう。また、ソーシャルスタイルの考え方は応用できます。 

15 

質問 事前に FAX で送った、事前アンケート、心理テストは、どういう役目だったのでしょうか。 

回答 

講演内容にも述べましたように、人は弱みを改善するより、強みを意識して活かすほうが個々の

能力を発揮することができます。その第一歩が自分自身を知ることでした。 

しかし、歯科医院においては新人の性格や資質を理解するには時間と労力がかかります。従いま

して、互いに語りあえる情報のツールとして報告を出させていただきます。 

自分の強みを明確化して、ご活躍いただければ幸いでございます。 

16 

質問 

クッション言葉の項目で、すみませんや、ごめんなさいは患者様を不安な気持ちにさえてしまう

ため、「〇○ですが宜しくお願い致します」が良いと言われていたが、よろしくお願いしますとう

いう言葉が、どういう状況で使えるのかピンとこなかった。 

回答 

例えば、「再印象」になってしまった場合を考えてみます。 

「すみません、ごめんなさい、もう１度とらしてください」と言ってしまいそうな所を、「１度取

らせていただきましたが、この部分をもう少しハッキリと型取りしたい為、もう１度取らせてい

ただいてよろしいでしょうか。よろしくお願いします」と言いまわしてみてはいかがでしょうか。

ポイントは、“具体的・明確にポイントを絞り、よろしくお願いします”、とお伝えすることです。



Seminar Report 
 

他にも、スケーリング時に「いたい、しみる」といわれた場合に、「すみません」というのではな

く、「お痛みがございましたか。申し訳ございません。この部位は、エナメル質の厚さの関係で少

し敏感になっていらっしゃるのかと思います。パワーを調節しながら治療をいたします。お痛み

等ございましたらお教えいただきますでしょうか。よろしくお願いいたします」と言われると、

安心感が増してくるように感じます。 

17 

質問 外部環境や歯科医院への理解は、どのようにすればよいですか。 

回答 

厚生労働省は、定期的にいろいろな調査を行っています。 

http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/toukei/ 

その結果を受けて、いろいろな報告書がだされていますので、関心がありましたら見てみてくだ

さい。 

私共が、大変よくまとまっていることで参考にさせて頂いているのが、医歯薬出版から出されて

いる通称赤本「全科実例による社会保険 歯科診療」の最初に「診療報酬改定の概要とその他の

動き」です。 

なぜそのように保険改正に至ったのかがわかりますので一度お読みください。関心を持ってアン

テナを掲げると、カラーバス効果で情報をキャッチできるようになります。 

 

 

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。 


