
Seminar Report 
株式会社 デンタル タイアップ 

院長・管理職の「未来と組織の成長を語り合う会」 

－トヨタの組織文化に触れる－ 
 

日 時  2019 年 6 月 30 日（日）14:00-20:00 / 7 月 1 日（月）9:30-16:30 

会 場  研修会・懇親会：名古屋栄 東急 REI ホテル（愛知県名古屋市中区栄 3-1-8） 

見学：トヨタ自動車 堤工場 

トヨタ記念病院（バス１号車）・豊田佐吉記念館（バス２号車） 

 

講 師  杉山 新治 様 北九州市立大学大学院 マネジメント研究科 特任教授 

大石 耕太 様 トヨタ自動車 新事業企画部 グループ長/中小企業診断士 

町田 純一郎 様 トヨタ記念病院 歯科口腔外科 科部長 

梅村 長生 様 NGO 口唇口蓋裂協会 理事 

八尾 芳樹 様 有限会社 YAO 教育コンサルタント 代表 

三浦 稔弘   様   株式会社シケン 

山﨑 陽介   様   株式会社シケン 

八木 真    様   株式会社シケン 

小原 啓子       株式会社デンタルタイアップ 代表取締役 

 

協力企業 株式会社シケン / タカラベルモント株式会社 / 株式会社ストランザ /  

株式会社ハーモニック / アサヒプリテック株式会社    （順不同）  

 

取  材 医歯薬出版株式会社  / 株式会社日本歯科新聞社  

 

株式会社デンタルタイアップ 代表取締役:小原啓子,畠山知子,河野佳苗,藤田昭子,石田眞南,西村奈緒美 

一部写真 医歯薬出版株式会社提供 
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スケジュール
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2日目

6:30～

07:40

07:50

08:00 １・２号車に分かれ、貸し切りバスで移動

バス 1号車 2号車

09:30
トヨタ自動車　堤工場　見学
組み立て工場（６０）

トヨタ自動車　堤工場　見学
組み立て工場（６０）

移動（３０）

11:30 トヨタ会館（３０）

12:00

13:00

13:30

15:00

16:30

項目 主なねらい・備考

トヨタ産業技術記念館　（自由参加）
集合：玄関
会館見学後、自由行動（昼食等）

　　　　　(愛知県名古屋市西区則武新町4丁目1-35)

研修会　名古屋栄東急reiホテルにて　(名古屋市中区栄３丁目１番８号)

第1部　　
・日本の未来から私達ができることを考える
・外部環境を知り、内部資源を活かすマネジメント
・医院変革の成果を実証する

「社会変動に適応する歯科医院経営」

株式会社　デンタルタイアップ　小原　啓子

・開講・オリエンテーション・セミナー目標

第3部

・新規事業の意味を深く理解する
・歯科医療業界での応用を考える

「日本企業の新規事業・歯科医療への応用」

中小企業診断士

　トヨタ自動車 新事業企画部事業創造グループ長  大石　耕太　様

第2部　　

・トヨタのものづくりを支える志を知る
・受け継がれる組織文化を知る

「トヨタの組織文化・志」

北九州市立大学大学院　マネジメント研究科

　特任教授　杉山　新治　様

第4部
・医療現場におけるＴＰＳ（Toyota Production System）の考えを理解す
る
・実例のご紹介

「医療現場での実際」

　トヨタ記念病院歯科口腔外科　科部長　町田　純一郎  様

第5部
・医療分野での共通価値の創造「ＣＳＶ（Ｃｒｅａｔｉｎｇ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｖａｌｕ
ｅ）」の意味を知る
・変化の激しい時代を生き抜くポイントを考える

「トヨタの組織文化をうけての医療業界の展望」

　NGO口唇口蓋裂協会　理事　梅村　長生　様

集合　（点呼、バスへご乗車案内）

項目

第6部

・SPを理解するマネジメントスタイルへ応用させる
・各特性別の問題対応について考える

「リーダーの為のソーシャルスタイル活用術」

　有限会社ＹＡＯ教育コンサルタント　　代表　八尾　芳樹　様

企業様ご紹介　　　株式会社シケン　様 ・企業理念、今後の展開

まとめ　写真撮影

懇親会 会場施設内　オークルーム　にて

ホテル内　朝食場にて

バスへの荷物移動　　（各自）

主なねらい・備考

朝食　　（各自）

出発

　●2号車：豊田佐吉記念館での行程
　　グループ毎に見学
　　A:展示室で説明　→　館内見学
　　B:館内見学　→　展示室で説明
　　※館内の見学は、各自自由に回っていただきます。

　　13：35　全員集合
　　13：45　出発

移動
豊田佐吉記念館へ
昼食：車内に於いて

昼食　移動
会場：フォレスタ

豊田佐吉記念館（６０）

トヨタ記念病院　見学
移動 移動　名古屋駅へ

名古屋駅　到着予定  
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懇親会 
同会場 「オークルーム」に於いて 
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概要  
私たちが、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専門職種が連携し、チーム一丸体制で地域社会に臨むことが重要です。 

そのためには、日ごろから視野を広め、未来を見越した行動を計画的に実践に移すことが求められます。 

一日目は、トヨタの組織文化やモノづくりの基本をアカデミックに学び、医療の現場でどのように応用できる

可能性があるのかを考えていきました。 

二日目は、トヨタ自動車堤工場の見学と、トヨタ生産方式が医療現場でどのように活用されているのかをトヨ

タ記念病院の見学を通して理解し、また、別グループは静岡県に移動し「トヨタの聖地」と呼ばれている豊田佐

吉記念館において、創業者の志、情熱にふれることで、自動織機の発明から始まったトヨタ魂を感じ取っていた

だきました。 

日本という国、変動する社会の中で、与えられた役割を自覚しながら、皆さまと共に地域貢献を再考する機会

にしていただければと願います。 
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セミナー全参加者の声 

同じ方向性を持った仲間がいるという事は、幸せな事と実感しました。心の励みになります。 

5S など、取組み始めているが、院長のやり遂げようという思いが弱かったと痛感しました。もっともっと未来を見据えてスタッフ

に語り掛けないと何事も進まないと思いました。 

カイゼンし続けることの重要性を知りました。ありがとうございました。 

高い組織力を見ることができてよかったです。ただこういった見学会は良い面しか見られないので、課題や悪い点も理解の上で取

り組んでいきたいです 

トヨタの現場や、考え方を実際に見る事ができ、大変勉強になりました。 

TPS が大変参考になりました。取り入れるようにしていきたいと思います。ありがとうございました。 

成功例はマネしても成功にはなりにくい（失敗は参考に）。粘り強く考え続けることが大切。新しいことはすぐに成功しないもの。

1 秒、1 円の単位で考える。などなど、今回もたくさんの学びがありました。リーダー（幹部）が、言動・行動でまず行い、スタ

ッフに伝えていくよう明日からまた頑張りたいと思います。 

トヨタ記念病院の町田先生のお話しを大変興味深く聞かせていただきました。5S は常に取り組んでいるつもりですが、何にどれく

らい時間を使い、ムダな時間があるのかをもう一度見直したいと思いました。効率よく動けるようにしていきたいです。 

1 日目の講演、2 日目の見学と充実した研修会に参加させていただいて、5S の継続をし、日々改善する大切さ、必要性、また働き

やすい環境作りの 1 つの手段として SP を理解し、活用することを医院に持ち帰り活かしたいと思います。 

院長同士、語り合ういい機会となりました。ありがとうござました。 

これからの時代とどう生き抜いていくか。不安が確信に変わりました。やろうと思っていた事に確信をもってやろうと思いました。

トヨタ工場見学で、そんなところまで考えているのかと驚かされるような取り組みの多さを知る事が出来て良かったです。経営者

の目線とする志と、その思いの強さの必要性、目標に向かうための適切な行動を取り組み続けることの大切さを感じました。成功

側（他者）から学ぶ事は多いと感じました。 

院長は未来を語る、という際の語る言葉が、スタッフに届く言葉で伝えられていなかった事が良く分かりました。 

研修を通じて（「モノづくり」の現場の見学）「組織の在り方」の考え方がこれまで以上に理解できました。明日からカイゼンし

ていきます。 

大変有意義な時間になりました。医院に持ちかえり、実践し、さらなる成長を自覚したいと思います。ありがとうございました。

2 日間を通じて、トヨタの生産についての考え方に触れ、今後も継続した変革を行っていきたいと強く思いました。ありがとうご

ざいました。 

大きな組織であるが、考え方や哲学が浸透しており、教育においてはスキルだけでなく、自社の歩みを伝えることが大切だと感じ

ました。そういった組織文化があり、初めてカンバンやカイゼンといった仕組みが生きるのだと肌で感じました。 

トヨタ記念病院のムダを把握することで、結果、患者さんの待ち時間を減らし、作業効率がアップし、より多くの患者さんを診る

事ができていることを教えていただき、私達の医院ではまだまだムダが多いと感じました。今に満足せず少しずつカイゼンしてい

きたいです。トヨタ工場見学では清算 LINE が止まらないようにするシステムなど色々学べてとても勉強になりました。2 日間あ

りがとうございました。 

この度は貴重なセミナーに参加させていただきありがとうございました。改めてチーフとしての考え方、行動など明確の志を持っ

て日々精進していかないといけないと思いました。トヨタの大発展にはおよびませんが、当院も今の問題点もくじけず乗り越えて、

全員が働きやすいと心から思えるように努めたいです。 

2 日間ありがとうございました。院長のビジョンや理念をしっかりと理解し、納得した上でこの医院で自分がどうありたいのか、

どうしたいのかを明確にし、意思表示しないといけないと思いました。モノづくりも歯科医療もヒトが育ってこそでき、継続でき

るのだと改めて思いました。 

町田先生のお話しのムラ・ムダをなくすためのお話しは、当医院の 5S のツメの甘さ、プロ意識の足りなさを痛感いたしました。

そして豊田佐吉の生家に行き、「発明には終わりがない」という佐吉の言葉と杉山先生の「その他みな様」と思いが同じで、改め
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トヨタイズムがしっかり伝わり浸透しているすごさを感じました。ありがとうございました。 

トヨタの仕組みを確認し、多くの事を研修でき、ありがとうございました。明日からの仕事に役立てたいと思います。 

TPS は大変勉強になりました。すぐに生かせる内容で、スタッフと共に受講できて大変良かったです。 

トヨタ工場でのムダのない動きやスタッフがテキパキと分かりやすくキレイな環境で働くことで仕事の効率、ミスがミスを重ねな

い仕組みなど、働き手の安心安全、顧客、人の信頼すべてにおいて感銘を受けました。 

2 日間、トヨタでの取り組み方や豊田さんについて、また、サブパーソナリティについて講義を受けたり、実際に工場を見学させ

ていただき、医院でも取り入れたいと思うことがいくつもありました。トヨタの工場では、たくさんのスタッフの方がそれぞれの

仕事を確実に素早く行われていて驚きました。ただ機械ですべてを行うだけではなく、人間と機械でうまく製造できるように考え

られていて素晴らしいと思いました。医院でもスタッフも患者様も過ごしやすく診療できるよう、今後改善できるところは考えて

いきたいです。 

トヨタ工場見学や、トヨタの方に貴重なお話しを聞かせていただきとてもよい経験でした。ありがとうございました。 

トヨタ工場の見学をさせていただき本当に素晴らしかったです。病院の方も見学できたらもっと良かったのに…と思いました。 

医院の経営について、直観的に選んだ書籍などを頼りにしてきましたが、デンタルタイアップさんのプロジェクトが経営の安定に

つながる事を数字でお示し頂き、安心してお願いできるなとしみじみ思いました。システムが自分の頭の中に欠如していたのに、

システムと思っていた事が分かりました。今後とも宜しくお願いします。 

組織の大きさの違いはあれ、成熟した組織・仕組みのすばらしさを勉強出来ました。カイゼンは常に必要な事と、CS で患者から褒

められたことの共有をしていきたいです。ありがとうございました。 

工場見学は、小学校以来だったので、刺激的で楽しかったです。トヨタという企業の本質を知る事ができ、大変良い経験が出来ま

した。ありがとうございました。 

とても濃い 2 日間で、非常に勉強になりました。トヨタに習って、カイゼンにしっかり取り組みたいと思いました。本も楽しみに

しています。 

この度は貴重なセミナー研修に参加させていただけて光栄です。ありがとうございました。他医院の方々とお話しする機会や、懇

親会の席では石田さんに相談、アドバイスもいただけてとても心強かったです。トヨタの工場見学はとても驚くことばかりで、や

はり大企業！素晴らしいシステムを導入して皆効率よく仕事に臨んでいることを知れました。少しでも自分自身に落とせることが

あれば、積極的に取り入れていきたいと思いました。2 日間ありがとうございました。 

2 日間という短い日程でしたが、それぞれ学びの要素が濃く凝縮された、非常に練りこまれたご企画、ムダのない段取り、流石デ

ンタルタイアップと感心しっぱなしでございました。 

日本のモノづくりのトップ、トヨタの考え方に触れる事ができて、本当に良かったです。自動化、機械化ではなく、人育てである

チームワークが大事。それは私達と同じでした。トヨタの車を近々買いたくなりました。 

日々トヨタの製品が身の回りや、今や世界中に当たり前のように浸透する中、トヨタの社員の方からのトヨタイズム、その精神を

学べたことは本当に貴重な経験となりました。八尾先生のパーソナリティの講義も日々のスタッフマネジメントにおいてとても参

考になりました。2 日間本当にありがとうございました。 

今回はありがとうございました。デンタルタイアップのセミナーには初めて参加させていただきましたが、スタッフ皆さまの配慮

からすべてがすごいな・・と思いました。きっちり時間を厳守されスケジューリングされていたので、とても気持ちよく受講する

ことができました。医院に持ち帰って落とし込みたいことがたくさんありました。2 日間ありがとうございました。 

一流企業のトヨタさんの確信に触れ、その生産方式などノウハウは歯科にも応用できるヒントがたくさんあったと思います。「発

明は組み合わせで起きる」という言葉にもあったように、創造力を働かせながら、日頃から常に問題意識をもって臨みたいと思い

ます。ありがとうございました。 

トヨタの現場を見せて頂いて、本当に 5S が実践されたらこのようになるのだという事を自分の目で見る事ができて感激でした。

この 2 日間でトヨタのシステムや技術が世界一と言われる理由、それは対策や改善が常に行われており、その中でムリ・ムダ・ム

ラがなくスタッフ全員が動けているからなのだと実際に見学・講義を聴き、感じることができました。とても有意義な 2 日間を過
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ごすことができました。ありがとうございました。 

なかなか見学することができないトヨタの自動車工場を見られてすごくいい経験になりました。サブパーソナリティでは、その患

者さんに合った説明ができると、受け入れてもらいやすくなるのかなと思いました。 

今回は研修に参加させていただきありがとうございました。トヨタ工場の本当にムダのない仕事を近くで見られてとても勉強にな

りました。今後医院での仕事に生かしていけるように頑張ります。 

トヨタについてよく知識がなく、TPS が何かもよく理解していなかったけど、話を聞いて、今医院で取り組んでいる 5S にとても

いかされている事が分かりました。とにかく悩む前にチャレンジする事の大切さを改めて学びました。明日から無駄の見直しを改

めていきたいと思います。2 日間ありがとうございました。 

2 日間、内容の濃いセミナーをありがとうございました。今までコツコツと継続して変革を行ってきたことがよかったと改めて感

じました。これからも宜しくお願い致します。 

課題が多数見つかりました。心のハードルが問題になっているだけで、それをクリアすればすぐにできる事も沢山。医院は自分の

反映ですね。 

今回トヨタの組織文化に触れるということで、研修会に参加してその組織文化をつくっていくにあたり大きな影響を与えるのは、

院長やチーフ、リーダーであると実感しました。高い志をもってスタッフのお手本となるような行動をしていきたいです。 

カイゼンの神髄、総本山であるトヨタ生産方式に触れる貴重な機会を頂き、本当にありがとうございました。 

トヨタの精神は教育の時点で、全社員にたたきこまれ、皆が同じ価値観のもとに働いているため、徹底されていることが、講演、

見学で伝わってきました。滅多にない機会をいただけて有難いです。 

本年度も内容濃く、トヨタの改善のフィロソフィーを体感できる有意義な研修会に参加させていただきありがとうございます。 

いつもすばらしいスケジュールと見学場所を体験できて充実した 2 日間でした。考えを形にしたり、行動する大切さを医院に落と

し込みたいと思います。 

前回の松下幸之助さんの時は、組織を上から見るリーダーシップを学ばせていただき、今回は日頃の現場において日々カイゼン活

動を行う主体的な姿勢もリーダーシップだなと改めて感じました。工場の機械に囲まれた中で、きびきびと作業される従業員の方

を見て、仕事とは決められた工程を正確に行いながらも、より良い改良や作業の仕方を探求していくことにあるなと思い、機械と

調和しながらというのは「人だからできるカイゼン」にこそモチベーションを高めるものがあると思いました。 

研修会に参加させていただきありがとうございました。トヨタ式が豊田佐吉の頃から出来上がり、今のトヨタを作っていること、

改善を繰り返し最善をつくすその志に感動しました。5S に関して本当に勉強になりました。 

今回、トヨタの生産工場を見学させて頂き、製造の流れですら、整うと美しく見えると感じました。貴重な体験をさせて頂き、あ

りがとうございました。 

本場の改善を見て、質の良い刺激になりました。一つ一つが従業員のことを考えていて、仕事しやすい空間が目の前にありました。

自院でも今回見たこと聞いたことを実践したいです。 

今回学んだことを小さいことから実践し、もっと良い方法はないか。と常に自分に問いながら仕事でも家庭でも行動していきたい

と思いました。 

2 日間、盛沢山でした。ありがとうございました。 

とてもロジカルで大変勉強になりました。トヨタ自動車は、医院の側にあり、カンバン方式などを採用しておりましたが、しっか

りと理解していなかったところをカイゼンする事が出来ました。ありがとうございました。 

2 日間充実した時間をありがとうございました。「トヨタ式」という言葉も知っていましたが、具体的な内容は知らず、今回学ぶ

ことができて、さすがトヨタだと感心しました。ぜひ医院内でも還元していきたいと思います。トヨタ社員への尊敬が高まりまし

た。 

今回は 2 日間のセミナーということで、学び多い時間を過ごすことができました。特にトヨタ工場見学ではムダのない動きを見て、

いつもいかに自分がムダな時間を作ってしまっているかということが分かりました。そして仕組み作りが大切だと気付きました。

今の医院の問題を見つけて効率よくやる気を持って働けるか。明日からすぐに実践していきたいと思います。スムーズな運営をあ
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りがとうございました。 

病院で TPS を見られるのはラッキーでした。 

盛りだくさんの研修会でしたが、記憶に残る内容でした。参加者のまじめさが印象的で、本音トークが少し聞きたかった感があり

ます。参加させて頂きありがとうございました。お疲れ様でした。 

テーマを絞って（幾つかのグループ毎のテーマでも良い）ディスカッションする時間も有ると良かったです。 

トヨタの生産方式を理論だけでなく、生産現場と医療現場と合わせて、立体的に知る事ができました。ありがとうございました。

1.人を認め賞賛する仕組みの徹底をすることと、その意識づけを社内でする。 

2.バックキャスティング思考で取り組むことが重要。 

この 2 つを再認識しました。 

トヨタ工場見学は参考になり面白かったです。もう少し見たかったです。佐吉記念館はトヨタの歴史を知るいい機会になりました。

トヨタについての考え方を学ばせていただき、同じ製造業として取り入れたいと感じることがあり、大変勉強になりました。あり

がとうございました。 

参加された方々の満足度を高めるためのスタッフの下見、準備、そして当日の段取りに対して感服いたしました。Perfect！刺激の

多い 2 日間でした。 

素晴らしいセミナーをありがとうございます。トヨタが考え続けていることでカイゼンしていると教えられました。また、パーソ

ナリティでは自分を認め、他の人にどう接していけば良いのか考える大切さを教えていただきました。実践あるのみです。 

サブパーソナリティの他にも色々な方法はあるとおっしゃっていたのでまた教えてもらいたいです。 

文化を伝えるお話を聞きましたが、今この時代まで伝わるためには、さらにもっと詳しくお話を聞きたいと思いました。 

トヨタの今後の目指すところは何であるのか、興味を持ちました。 

自分はリーダーとして、曖昧な行動をしてきたが、それは職場の曖昧さを引き起こしてしまうことに気づきました。リーダーとし

て率先して模範となる行動をとらねばスタッフが自主的に職場環境の向上など、手伝ってくれないと分かりました。 

デンタルタイアップ様の具体的な医院での取り組みが気になります。またホームページ等拝見させていただきます。 

 

皆様からのご質問・回答 

№ 項目 内容 

1 

質問 有休休暇の上手な取得方法を教えて欲しい。 

回答 

働き方改革法案が通り、この 4 月からはいろいろな法律が施行されています。有給休暇は、私共の調査で人材定着

の要素となっていますので重要です。有給休暇取得は年間で 5 日は義務化されていますので、スタッフにはとって

いただく必要があります。義務化はされてはいませんが、私共では時間での有給休暇を提案しています。どちらに

しても、人員が確保されていないとスタッフが有給休暇を取ることで診療そのものにダメージを受けますので、補

助要員を持った余裕ある人員確保は必須です。 

2 

質問 昼休み以外にコミュニケーション（スタッフと）を取るための個人面談の間隔はどれくらいがいいですか。 

回答 

日々の院長とスタッフのコミュニケーションは、何気ない会話に価値があります。 

普段からの会話でやり取りしていれば、院長の会議での発言が、会話の中から成熟して出てきたものであると感じ

取れるからです。ですから、負担のない昼休みに顔を合わせることを推奨しています。しかし、大型歯科医院では

そうはいきません。中間管理職の方々が、院長と同じ方向を向いていれば、その変わりになるはずです。個人面談

は、年二回の賞与の時で十分です。 

3 

質問 9 時～17 時の診療時間にするためには、何が必要ですか。 

回答 
院長のなぜそのようにしたいのかという意思と志が必要です。「はいしゃさんの働き方改革」の本で、坂井おとな

ども歯科さんが書いてくださっていますので、ご覧下さい。 
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4 

質問 9 時～17 時の診療時間にするためには、何が必要ですか。 

回答 
院長のなぜそのようにしたいのかという意思と志が必要です。「はいしゃさんの働き方改革」の本で、坂井おとな

ども歯科さんが書いてくださっていますので、ご覧下さい。 

5 
質問 

メンテナンス、P 関係（DH 診療）時、次回の予約をチェアーサイドで DH さんがとられている医院様はいらっし

ゃいますか？どんなふうにされていますか？ 

回答 個室での診療を基本とし、担当制が引かれた歯科医院の多くは、診療室で予約を取られています。 

6 

質問 
工場見学の私語、会話ゼロには私も大変驚きました。仕事作業中に質疑があるときはどうしているのでしょうか。

逆に気を使って聞きづらいのでは？ 

回答 

職制の呼び出しボタンや呼び出しヒモは、異常の発見時ばかりではなく、火急の用事が発生した場合にも使います。

しかし、緊急性が無い場合は HOT-TIME（2 時間ごとに約 10 分）や朝の作業前のミーティング、更にはライン

終了後にリーダーや職制に確認します。 

ちなみに、作業員は作業中に声を掛けられることは自分の作業のリズムを崩すので、大変嫌います。ですから、私

たちも現場に出た時はこの点を大変気遣います。 

北九州市立大学大学院 マネジメント研究科 特任教授 杉山 新治 様 回答

7 

質問 
マニュアルやルールを決めても、行う人々の思いがないと、そのルールが定着しないと思いますが、どのくらいの

割合の人が最低必要と思いますか。（もしくは、定着に必要なものは何と思いますが） 

回答 

マニュアルやルールの徹底は、日々の指示命令・報連相のコミュニケーションを図る事で浸透します。できていな

い事があれば、ヒヤリハットにあげ、カイゼンの意識をもつ事が大切です。 

河野の統計分析では、人材の定着には、効率化に関わる上級５Ｓ・理念法令遵守の体制・マニュアルなどの組織の

視える化・独自性の尊重・有給多様体制を強化する事で定着が促進され、総収入の増加に結びついています。 

8 

質問 

1.トヨタでのカイゼン報告書の書式はどのようなものですか？ 

2.カンバン方式で、カンバンが無いのか、発注中なのか、なく別は必要ないのか、必要ならどうされているのです

か？ 

3.工場の梁などの高所にホコリがありましたが、清掃はどうされていますか？ 

回答 

「創意くふう提案書」と言うフォーマットの書類があります。書き方などは、インターネットなどで調べて下さい。

屋根裏周りの高所の清掃は、基本的には「設備は設備メーカー」「付帯（梁）などは清掃業者」がやります。高所

作業は資格も必要だし、安全上も勝手にやらないようにしています。） 

但し、2.5ⅿ以下程度のライン上・ライン回りは定期的に自分達で「４Ｓ］をします。 

北九州市立大学大学院 マネジメント研究科 特任教授 杉山 新治 様 回答

9 

質問 

歯科医院での組織文化の構成において、新人スタッフなどに原点を共有するためには何か良い方法はありますか。

具体的には、理念公開後に入ったスタッフが増えてきた場合でも、トヨタのように歴史や背景をうまく伝えるには

どうすればよいですか 

回答 
毎月のミーティング、また一年に一回の戦略会議において、多くの院長が初診に戻り、理念の話や歯科医院の歴史

について語られます。 

10 

質問 

・スタッフの人数が増えても 5S の意識など、差を減らす工夫があれば教えていただきたいです。 

・工場見学の際に工場にあった視える化ボードの内容が気になりました。トヨタ式・志を新入社員に対してどのよ

うに教育・落とし込みをしたのか後輩指導のポイントを知りたいです。 

回答 

マニュアルやチェックリストの徹底などシステムの完備が重要と考えます。 

また、トヨタさんでは 6～9 ヶ月の徹底した教育を行い、理念の理解・組織の姿勢を体得していますので、組織と

してカイゼンし続ける体制が受け継がれるとお聞きしました。 
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11 

質問 勤務医としてスタッフにたいしてどうあるべきかはっきりとしたものがありません。 

回答 

勤務医と言えども、スタッフの一人です。従って、仲間意識を持たれ、スタッフの方々と共にあるべき方向に向か

われればと思います。歯科医師としての職種としての責任があれば、それは指示指令で動かされることもあるでし

ょうし、役職がつけば、その役割は明確です。人間としての上下関係はありませんので、感謝の気持ちを日々持っ

て対応されればと思います。私共のリーダー研修では、リーダーとしての行動を起こす前に、「信頼関係の構築」

の話をします。一スタッフとしての仕事が出来なければ、人は言うことを聞いてはくださいません。 

12 

質問 
医院の問題など相談されることが多いと思うのですが、どんなことに気を付けてアドバイス等されていますか？4

月からチーフになったため、悩みなどを聞くことも多くなり、みんなから信頼されるひとになりたいです。 

回答 

問題が生じている場合には、個人の問題ととらえずに、組織としてどのような体制で解決できるかを考えることに

しています。 

また、サブパーソナリティを理解して、個人の資質を大切にしています。 

皆さんから信頼されたいと考えられるならば、まず役職を理解し、皆さんのためにと謙虚さを忘れず 1 つ 1 つの仕

事を真面目に丁寧に取り組まれてください。リーダーシップ論は学問です。ぜひともリーダー養成セミナーにお越

しください。 

13 

質問 
社員が自ら考え、効率をあげるためにどのように改善したらいいのか提案するとのことでしたが、案がでたときは

会議で話し合い予算などを考えながらふるい分けをするのでしょうか？すべての意見を聞くのでしょうか？ 

回答 

改善の（案）だけで済むのは新入社員の当初数件のみです。 

その後は、何らかの改善の形＝改善現が提案されないと報奨金はもらえません！ 

但し、改善物は有形のものだけには限らず、例えば「作業のやり方を変えた」とか「部品台や部品の置き方・配置

を変えた」などの「作業性向上」も立派な改善となります。 

また、アイデアは良いが一人での改善が無理なような場合は、職場のリーダーが手伝ったりして、共同で造り上げ

る場合もあります。 

更に「職場を挙げての計画的なＴＰＳ 改善活動」の場合には、部内で人・モノ・金（予算）などを話し合って、

スキルの高い集団（改善班）が製作して共同提案とします。 

北九州市立大学大学院 マネジメント研究科 特任教授 杉山 新治 様 回答

14 

質問 
当院も掃除は職種問わず全員で行っていますが、歯科医師、衛生士のカルテ確認などの時間はいつしているのでし

ょうか。 

回答 
基本的には、当日までの空いた時間で行い、診療に困らないように準備します。また前日のお昼の時間・当日の朝

など利用して行っていらっしゃいます。 

15 
質問 今後のセミナー案内など定期的に受け取る方法はありますでしょうか。 

回答 デンタルタイアップ主催のセミナーをご受講頂きましたので、今後はＤＭなどでご案内させて頂きます。 

 

 

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。 
 

 

 

 

 

 

 


