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Seminar Report 
主旨 
私たちは、診療終了後、10分で帰れる体制を作ろうと謳っています。その基本とするのが５S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)で

す。スタッフが歯科医院に愛着を持ち、地域を大切に考えるようになるためには、誰もが不安なく働ける環境を整える必要があり

ます。仕事の単純化と効率化は医療そのものの質を上げます。この度は、実践的な内容を通して、５S の神髄に触れていただ

きました。 

スケジュール 項目 主な内容・ねらい等

09:30 開講・オリエンテーション・セミナー目標 ・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

第２部　　（藤田） ・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

11:40 第３部　　あっぷる歯科医院

「【仕事の視える化】の５S提案」　報告 ・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

12:10

13:10 第4部　　（河野）

「５S活動の実践」　事例を通して解決 ・事例による問題の把握と実践

・グループワーク

・創造的問題解決の応用

15:50 第5部　　（池内）

働く環境のカイゼンプロセス ・計画・実施/評価・カイゼン/システムの見直し

・診療終了後10分で帰る体制とは

16:20 研修の振り返り　　 ・明日から応用

16:30 自己評価・セミナー評価

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)

　-　休憩　-　

 

 

アンケート結果 
   

 

M/標準 M/標準 M/標準 M/標準

第１部 日本企業から学ぶ５Ｓ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)(小原）

第２部 ５Sプロジェクトの具体的な流れ（藤田)

第３部 あっぷる歯科医院 「【仕事の視える化】の

５S提案」 実際の歯科医院変革体験より

第4部 ５S活動の実践 事例を通して解決 (河野)

第5部 働く環境のカイゼンプロセス(池内）

受講者によるセミナー評価の平均値

不満 やや不満 やや満足 満足

受講者によるセミナー評価の平均値 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

第１部 日本企業から学ぶ５Ｓ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)(小原）

第２部 ５Sプロジェクトの具体的な流れ（藤田)

第３部 あっぷる歯科医院 「【仕事の視える化】の

５S提案」 実際の歯科医院変革体験より

第4部 ５S活動の実践 事例を通して解決 (河野)

第5部 働く環境のカイゼンプロセス(池内）

よくできる できる あまりできない できない

受講者の理解度  自己評価割合 



Seminar Report 
セミナー全参加者の声 

今日はありがとうございました。自分だけが動くのではなく、スタッフ全員で考える仕組みが本当に大切だったと思います。クリニック

が本当に大切なので、他のスタッフにも大切に思ってもらえる仕組みを考えていけたら素敵だと思いました。 

とても勉強になりました、物を減らす努力、減らすために購入するもの等、考える事が多くあると思いました。 

5S の必要性は分かっていたつもりですが、全然できていませんでした。スタッフに落とし込んでいかなければならないことを痛感致

しました。 

実行に移すまでに時間がかかり、結果がでないので、継続が難しいとおもっていたが、最初にきちんと説明し、計画を立てて実行

する事によって継続し、目標を立てる事の重要性がよく分かりました。医院でも挑戦したいと思います。 

始めての参加でしたが、勉強になる事ばかりでした。医院に持ちかえって少しずつでもカイゼンしていけるよう頑張りたいです。 

今後に活用できる内容で分かりやすかったです。ありがとうございました。 

実習形式のセミナーで大変わかりやすかったです。テストの成績は悪かったので反省です。 

カイゼン術の本を見た時、その仕組み化の完成度の高さに驚き、今日受講させて頂きました。 

細かな所まで説明があり、わかりやすかったです。まだ 5S のできていない部分が多く、努力が必要だと思いました。実際の変化

の報告をきくことができ、良かったです。 

5S の進め方が良く分かりました。新人でうまくいくしかない時があると思うのですが、スタッフの方々や、Dr.と相談して進めていきた

いと思いました。まずは、いらない物を処分（整理）からしていきたいです。 

2 年ぐらい前に整理した時を思い出しました。まだまだ使いづらかったり、動線が悪かったり、進められていないところがあるので、ま

た頑張って進めていこうと思いました。 

歯科医院全体で取り組んでいかないといけないと改めて感じた。まずは整理。患者さんからもみえるところはもちろん、みえない所

も始めていかないと全体が動かない。院長の本当の決断がとても重要で大事だと思った。帰ってやり始める事ができることもある

ので、また頑張っていきたい。 

本日は一日ありがとうございました。改めて 5S の重要性を学び、まだまだできることがたくさんあると感じました。 

本で読むのとは違い、実際に取り組んでいるスタッフの方の話を聞いたり、直接講演を聴けて楽しかったです。 

5S を実践してよりよい歯科医院にしていく為の内容について知り、考えるとてもいい勉強会でした。 

PDCA サイクルで受講前まで、とても迷いがありましたが、今回セミナーを受け、進めていく流れなどをとてもイメージしやすく明日から

すぐに取り組んでいきます。ありがとうございました。 

他の歯科医院の方とグループで話し合うことができて楽しい時間を過ごすことができました。 

まわりの方々の、他の医院のスタッフの方の向上心、取り組む意欲がすごくて驚きました。色々考え直すいい機会になりました。

内容も良かったです。ありがとうございました。 

これから始まる 5S 活動に希望が持てました。今までやってきた事は 5S の真似事であったと、これでは続くわけがないと実感しまし

た。ムリ・ムダ・ムラをなくして、スタッフ全員の働きやすい職場を目指し行動します。ありがとうございました。 

本日は、長時間の講義ありがとうございました。5S に取り組む前と後での変化を実際に写真と比較をしてみた時に大きな変化が

みられたので驚きました。仕事の効率化、単純化ができれば働きやすくなれると期待をもちました。 

また 1 から 5S をすすめていくにあたり、5S の必要性を改めて学ぶことができました。スタッフの方にどう伝えれば伝わるのかを考えま

す。 

今日、一番印象的だったのは、スケジュール（プロジェクト進捗表）についてでした。例えば、消毒エリアの清掃域、不潔域のテー

ピングによるゾーン分けは、他院では 1 ヶ月とか時間をかけてスタッフが自分でやりとげる所が多いようだった。自分の我慢が足り

ず、すぐ出ていく性格が他のスタッフの自主性を損なっていると気付いた。 
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最後の10分で帰る仕組みの話にもっと時間をさいてほしかったです。「躾」を徹底する仕組みをもっと詳しく知りたかったです。5Sの

本をもっと読みなおして頑張ろうと思いました。ありがとうございました。 

長時間にわたり、濃い内容のセミナーをして頂き、ありがとうございました。院内に持ちかえり、スタッフ共々頑張って参ります。今後

ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。 

5S について改めてその重要性を継続し続ける大切さを学びました。本日はまたたくさんの気づきを得られ、今後また新体制に向け

て初心にかえってチーム作りを頑張って参りたいと存じますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

5S は、今でも続けていますが、本日の講義に参加させて頂いてから、更にカイゼンが必要なところが見えてきました。講義の内容

は大変わかりやすく、また、これから進化させていきたいと思いました。ありがとうございました。 

自分が入社した時には、5S のカイゼンがすすめられた後だったので、今回はどのように、カイゼンがすすめられていくのかを理解で

きて良かった。まだまだカイゼンの必要があると思っていたので、医院全体で取り組みたいと思います。 
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皆様からのご質問・回答 

№ 項目 内容 

1 

質問 年上のスタッフに協力していただくための事例はありますか 

回答 

私共が 5s 活動を進めていくうえで、年齢、男女差、職種、勤務年数で、区別して考えることはありません。 

例え新人であっても、プロジェクトのリーダーとなったからには、その方の指示に従って全体が動くということが

基本です。松下幸之助は、人の上に立って、人を動かす場合には、「明確な志、素直、元気、運、愛嬌、感謝、謙

虚」が必要と言っています。 

2 

質問 
一番印象に残ったのは、プロジェクト進捗表でした。この作業では、どれぐらいの期間がかかったという目安を教

えてほしい。それが見えると頑張れると思います。 

回答 

この度のグループワークで、一つのプロジェクトが数カ月かかることが分かったと思います。 

例えば、清潔域の徹底というプロジェクトが組まれれば、徹底するのに 3か月かかるとしましょう。 

①担当者を決める 

②実態を確認する 

③問題点を抽出する 

④話し合いをする機会をつくる 

⑤フローチャートを書いてみる 

⑥動線を修正する 

⑦不潔なものを置いてはいけないという清潔域を設定する 

⑧全体に周知する 

⑨現在の位置・範囲で支障がないか確認する 

⑩マニュアルに書く 

⑪全体で安定させる 

⑫プロジェクトリーダーに感謝する 

以上ぐらいの流れがいるでしょう。 

一つ一つの作業をおこなわないと、すぐに後戻りしてしまいます。 

組織は、瞬発力ではなく、持久力が必要です。 

3 

質問 第 7次医療法改正に伴い、今後取り組むべき具体的内容がありますか。 

回答 

第７次医療法改正は次の点が柱となりました。 

 法人制度の見直しですので、直接関係するところはないかと思います。 

①地域医療連携推進法人制度の創設  

②医療法人制度の見直し ・医療法人の経営の透明性の確保 ・医療法人のガバナンスの強化に関する事項 ・医療

法人の分割等に関する事項 ・社会医療法人の認定等に関する事項 

 

昨年、第 8次医療法改正がありましたが、改正のポイントは 7つです。 

①特定機能病院のガバナンス改革に関する規定の創設（医療法） 

②持分なし医療法人への移行計画の認定制度延長（医療法、相続税法（財務省）） 

③妊産婦の異常の対応などに関する説明の義務化（保健師助産師看護師法） 

④医療機関開設者に対する監督規定の整備（医療法） 

⑤検体検査の品質・精度管理に関する規定の創設（医療法、臨床検査技師等に関する法律） 

⑥看護師などに対する行政処分に関する調査規定の創設（保健師助産師看護師法） 

⑦医療機関のウェブサイトなどにおける虚偽・誇大などの表示規制の創設（医療法） 
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4 

質問 
午後のワークでブレーンストーミングを行いましたが、実際のスタッフと行う場合のポイントや気を付ける事は何

ですか。 

回答 

この度は、５Sの摸擬体験という事で、架空歯科医院の現状分析・目標の設定・計画策定・取組みの実施を行いま

した。ご担当になられる方に、組織はそう簡単に動かないということを体験していただきました。そう思うことが

大切です。組織には危機感が必要です。実際の歯科医院における５Sの改善については、配布資料P3に記載して

いる進捗表に沿って進めていきますが、ポイントとしては各部署の責任者の選出・権限委譲と情報共有です。理念・

方向性を示し、責任者に権限移譲して進めていきますが、朝礼や会議等で情報共有しながら、皆が動きやすく、安

心・安全な環境を築けるよう取り組んで参りましょう。 

5 

質問 
５Sを進める中で、その大切さ、必要性を理解しきれていない、面倒でしたくないなぁ・・・と思っているスタッ

フへの対応、声かけなど、私ができることを知りたい。（ポジション、役職は問わず） 

回答 

５S活動は、組織変革の基本であり、安心安全な歯科医療を提供する為の医療の基本です。 

更に、第 5次・第 6次医療法改正において安心安全な職場環境を築くために義務化された内容となりますので、法

令遵守するのみです。また、医療を提供する環境・本来の医療のあるべき姿について医院内で意識の統一をしてい

ただく事をお勧めします。５Sをはじめとした組織変革を行う事で、皆さんの人生はより豊かになるはずです。 

6 

質問 整頓するときに使うと良い道具はありますか。 

回答 

引き出しの中は、モノの数やサイズに合わせて仕切りをすることで瞬時に取り出すことが可能となります。 

「医歯薬出版 カイゼン術 P30」をご覧ください。棚に置くモノは、ケース（100均でも十分）管理をおすすめ

しています。種類や色・サイズ等を白か茶・黒等でそろえます。決して蛍光色を選ばれないようご注意ください。

また、透明ではなく中が見えないようにするが基本です。ケースには、一瞬で分かる表示を心がけましょう。 

7 

質問 狭いスペースの有効活用のポイントは何ですか。 

回答 

まずは徹底的に整理を行い、その場所に必要なモノだけにすることが大切です。その上で、作業域や人の寸法を考

慮してモノを配置していきます。次の書籍を紹介いたします。 

「医歯薬出版 はいしゃさんの仕事カイゼン術P42・52」 

「東京書籍 暮らしを整える住まい方ハンドブック 片付け収納編」 

8 

質問 動線を考慮した配置の具体例がありますか。 

回答 
動線を短くすることで作業のムダは省かれていきます。人間工学に基づき書かれている書籍を紹介いたします。 

「東京書籍 近藤典子 暮らしを整える住まい方ハンドブック １．片付け収納編」 

9 

質問 ５Sを使った歯科医院の収納や購入物を具体的に知りたいです。 

回答 

「はいしゃさんの仕事 カイゼン術（医歯薬出版）」の第 3章に部署別に歯科医院さんの活動を掲載させていただ

いています。また「歯科医院の活性化 仕事の視える化シリーズ ５Sで仕事の視える化（医歯薬出版）」に５S

についての詳細を記載しております。この度のセミナーのお土産CDに「おすすめ物品」のデータを入れています。

参考にしていただければ幸いです。 

10 

質問 医院全体に落とし込み、いかに継続していくかという点について知りたいです。 

回答 
自分達が何を目的に仕事をしているのかを自覚できるように、歯科医院の理念に基づき、院長先生が方針を表明し

ます。その上で、現状分析、目標設定、基本計画を策定して、誰が何をいつまでに行うかを明確にしていきます。

11 

質問 
人が足りず、日々疲弊していくように感じます。いつ、どの時間に誰が具体的に進めて行くのか不安に感じていま

す。 

回答 

まずは、組織規模に合わせた患者数になっているかを分析する必要があるでしょう。 

その上で、仕事のムリ・ムダ・ムリをなくし、単純化・効率化を行うことで仕事量を減らしていきます。 

最初は皆さんの余力を作ることが必要です。 
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12 

質問 
消毒滅菌の流れを他医院ではどのようにされているのか知りたいです・最後の片付けで器具を洗い、超音波、オー

トクレーブまで時間をかける時間もなく、スタッフが定時になり帰っています。 

回答 

消毒滅菌の考え方は時代と共に変化していきます。標準予防策の考えに基づいて、新人であろうとも間違いなく動

ける単純化したルールが必要です。 

予定通り進めることができるよう、1日の流れを一覧で示して、お互いに協力し合う体制作りを行います。（「はい

しゃさんの仕事カイゼン術」P66参照） 

誰かがしてくれると思わず、決められたルールのもと、各個人で責任を持って行う事が大切です。 

消毒滅菌については、業務の質を向上するために専門分野として勉強を積まれ、学会の認定をとられる方も少なく

ありません。（はいしゃさんの仕事カイゼン術」P75参照）ぜひチャレンジしてみて下さい。 

 

13 

質問 診療後 10分で帰れるシステム作りをもっと知りたいです。 

回答 

はいしゃさんの仕事カイゼン術P32.33 をご参照ください。 

私共の事例では、早く帰るために 5回のなぜを問うことにより、19のプロジェクトを立ち上げる必要があると述

べています。 

診療後 10分で帰れる体制はすぐに作れるものではありません。歯科医院が持っている財産（ヒト・モノ・カネ・

情報）を駆使して問題を解決してまいりましょう。 

14 

質問 
伝達シートはどのように保管・管理をしていけばよいのでしょうか。スタッフが多く、シフト制なので、情報の共

有が難しく感じています。 

回答 
ホワイトボードに掲示していれば、いつでも確認することができます。 

保管義務がある書類ではございませんが、見たというチェックが全員入っているか確認する必要があります。 

15 

質問 カンバン方式について動きを詳しく知りたいです。 

回答 

下記資料参照。 

また、カイゼン術P79をお読みください。 
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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。 

 


