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Seminar scenery 140 participants 
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主旨 

 日本の歯科医療を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。近年の診療報酬改定は、その変化に反映

したものであり、チーム一丸となって取り組まなければならないことばかりです。 

  この度の研修は、診療報酬の変更点を確認し、それぞれの立場で考え行動すべき点を提案していきます。

これによって、歯科医療に取り組むための「基礎作り」を他の歯科医院の方々と一緒に考え、各医院の業務

記録を確認するグループ討議を行いました。 

 最後に、参加希望者には、スキル評価(SRP、口腔内写真)にチャレンジして頂きました。 

  この内容については、優秀者に対して表彰させていたく予定です。 

  みんなでコロナ禍を乗り切りましょう！ 

ここに受講者の方々の声をまとめご報告申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

スケジュール 項目 主な内容・ねらい等

09:30 開演　挨拶

09:40 第1部　コロナ禍での歯科医院の感染対策

　　　　　　　　　　広島大学病院感染症科教授　大毛宏喜先生
歯科医院での行うべき感染対策

10:55
第3部　医科・歯科・病診の連携

　　　　　　　　　　　医療法人　恒生会　とみもと歯科医院　松浦佑香　様

歯科医院での医科歯科連携強化の取り組み事例

2020年日本歯科衛生士学会シンポジニスト　大阪府学術大会発表内容から

11:15
第4部　口腔機能管理の実践

　　・医療法人　わく歯科医院　様

　　・医療法人社団　つくも会　藤岡歯科医院　様

機能管理実践歯科医院からの報告

・小児発達不全症　（医療法人　わく歯科医院）

・高齢者低下症　（医療法人社団　つくも会　藤岡歯科医院）

11:50
第5部　人事評価　情報共有のプロセス 歯科医院での人事評価の導入システム

12:10

13:20
第6部　医療現場の変化

　　　　宮城県　医療法人　T&K　坂井おとなこども歯科　院長　坂井清隆　様
2021年春季日本歯周病学会講演内容から

14:35 まとめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

昼休憩 　※企業からのご提案

13:55

第7部　情報共有して他医院のいいところを学ぼう

（※事前準備物あり）

医院で使用している業務記録の検討会

　良いところを学び問題点をカイゼンしよう

　　　　　　　・治療計画予定表

　　　　　　　・提供文書　歯管・実地指導など

　　　　　　　・検査資料（レントゲン・口腔内写真）の管理方法

10:00
第2部　近年の保険改定の特徴

　　　　　スタッフが知っておくべき保険改定

2020～2021年5月の診療報酬改定の概要と特徴

基本的な歯周治療の流れと管理の保険算定の理解

訪問診療・医学管理・歯周病学会の新しい診断基準の紹介

SRP/口腔内写真　コースで分かれて実施　(希望者のみ)

15:00 第8部　スキル評価にチャレンジ　（※事前準備物あり）

　

A　　・SRPアドバンスコース 　  …小臼歯部　3分

　　　・SRPスペシャルコース  　…小臼歯3分・大臼歯部　5分

＊事前にニッシンの歯牙模型を送ります（マネキン貸出は先着20台）

歯牙模型が適用しない場合はお知らせください。

第8部　スキル評価にチャレンジ　（※事前準備物あり）

B　　・口腔内写真の撮影　 9枚法コース（3分30秒）

　　　　　　　　　　　　　　　　　12枚法コース（4分20秒）

　

＊医院のカメラで撮影規格の精度を評価します

　　　（事前にデータ保存用ＳＤカードお送りします）
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セミナー全参加者の声 

本日、内容の充実したセミナーを受講でき大変感謝しております。コロナ感染対策に対する理解ができました。書式やカウンセリ

ングの他院の活用を聞け、とても参考になりました。ありがとうございました。 

他院様の治療計画予定表についての仕組みを直で聞くことが出来て参考になりました。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。他の医院さんの話を聞き、当医院は医科歯科連携がまだまだ出来ておらず、課題が見つかり大変

良かったです。 

コロナ禍での歯科医院の感染対策、専門家の先生からの具体的な対応がわかりやすく勉強になりました。保険改定や他院の取り組

みが具体的にわかり、医院で取り組み始めた口腔機能管理に活かすことができそうです。皆さんの取り組みに刺激を受け、明日か

らまたより良い医院作りを頑張りたいと思いました。ありがとうございました。 

すべての内容において、日常の診療では得られない情報量で、大変有り難く、今後の診療に大いに活用させて頂ける内容でした。

また、他院の取り組みをお聞きし、当院でもいつかは取り組みたいな、と漠然と思っていた事を現実的に考える大変良い機会でし

た。コロナ禍でもオンラインでここまでの交流ができる事に大変驚いております。企画を準備頂きましたデンタルタイアップの皆

様に心より感謝申し上げます。 

このようなセミナーに参加でき、とても勉強になりました。ディスカッションの際、もっと聞きたいことがありましたが、なかな

か聞けなかったことが残念でした。 

保険の流れや、各医院で行っているプロジェクトなどが参考になりました。グループワークで色んな医院の様々ことを聞ける場は

素晴らしいと思いましたが、同じ場所にスタッフが重なると音声が聞き取りにくく、イヤホンが必須かと思いました。時間ももう

少し長くても良かったかもしれません。とてもいい機会でした。 

沢山の貴重なお話しありがとうございます。保険の流れを改めて学ぶことができ、大変有意義な時間を過ごさせていただきました。

今後は口腔機能低下症にも取り組む上で参考にさせていただきます。ありがとうございました。 

今日は貴重なお話をたくさん聞かせていただきありがとうございました。コロナ禍の中、他院の方と交流の機会を与えていただき

色々な医院の資料を元に取り組み、こだわりをうかがえて新しい発見も多くありました。今日の得た知識や情報を日々の診療に積

極的に取り入れていきたいと思います。 

各医院の取り組みが素晴らしく、明日から取り入れたいことがたくさんできました。ありがとうございました。 

他院の取り組みを知ることが出来て、とても有意義な時間でした。ありがとうございました。 

今回は受講させていただき、ありがとうございました。知りたい情報が満載でとても参考になりました。 

他の医院の資料や情報を共有できて良かったと思います。小児の発達不全について勉強が必要だと感じました。 

zoom での参加初めてで、情報共有時、不具合あり申し訳ありません。参加させて頂きありがとうございました。 

コロナ対策の最新情報を知ることができて良かったです。口腔機能低下症や、発達不全症については、これから取り組むところだ

ったので、取り組み方が見えたのでよかったです。ありがとうございました。 

今回、参加させていただき保険点数の改善など自分の中で曖昧になっている部分がありましたが、わかるようになりました。他院

の事も分かり、勉強になりました。本日はありがとうございました。 

今、医院として欲しい情報が沢山あり、とても参考になりました。また、シェアタイムはとても良かったです。もう少し時間があ

ると嬉しいと感じました。いつも貴重な経験を与えて頂き感謝しております。今後共ご指導宜しくお願い致します。 

盛りだくさんの内容でした。 

保険点数や、口腔機能低下症などの最新の知識を学ぶことができてよかったです。ありがとうございました。 

大変、現状にふさわしい内容で勉強になりました。保険の内容など、明日からの診療に活かせそうな内容でした。他院の現状が聞

けてとても有意義な時間を過ごせました。ありがとうございました。 

前半の講演では、今必要な情報が盛り沢山でとても勉強になりました。スタッフ同士の情報共有では、他医院の治療計画表など見

せていただき、参考になりました。資料以外の細かいお掃除の事など聞けてよかったです。 

治療計画表の書き方や治療の進め方など、とても勉強になりました。明日から当院でも実践したい内容でとても勉強になりました。
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他院の先進的な取り組みをレジュメと共にうかがう事ができて、大変勉強になりました。デンタルタイアップ始め、ご発表者の皆

様方、ありがとうございました。 

貴重なセミナーに参加させて頂きありがとうございました。他の医院の皆さんと情報共有をすることで今後の改善に繋げられたら

と思います。 

他院の治療計画表、強みの部分を聞く機会がないので、貴重な時間でした。参考にさせて頂き、今後に繋げていきたいです。あり

がとうございました。 

他の歯科医院と直接会話する機会は今まで無かった為、様々な意見を頂くことができ、とても有意義な時間でした。 

コロナのこと、保険のことや他院の状況がよくわかりました。 

今日は他の医院様の資料やお話を聞くことができて、たいへん勉強になりました。ありがとうございました。 

大変勉強になる内容でした。当院で今気になっている内容でしたので、大変参考になりました。もっとたくさんお話を伺いたかっ

たです。また機会がありましたら、よろしくお願い致します。ありがとうございました。 

今回はセミナーに参加させて頂きありがとうございました。午後からのグループ会議では、他医院のやり方など、お話を聞くこと

が出来たので大変参考になりました。今後の仕事に活かして行きたいと思います。 

他の歯科医院の方々とのディスカッションはとても有意義でした。ありがとうございました。 

普段、他の医院さんのお話を聞ける機会がないので、今回グループワークで実際に他の医院さんでの診療の流れや取り組みなどを

聞くことが出来き、とても参考になりました。 

情報量をシャワーのように浴び大変有意義でした。スタッフと反省会の為このあと残って話し合いをしようかと思いました。また

各医院さんからの発表も刺激と情報を頂き大変感謝しております。 

勉強会に参加させて頂きありがとうございました。コロナ禍での歯科医院の感染対策で、手指衛生換気の大切さを感じました。保

険点数のとり方も当院で見直しが必要だと感じました。グループワークでも他院の情報を共有でき医院でディスカッションしたい

と思います。ありがとうございました。 

他院の取り組みなどを知れてとても勉強になりました 

他の医院様のお顔を見てセミナーを受講できて嬉しかったです。グループワークではあらかじめメンバーを教えて頂けたらもっと

スムーズに進んだかなと思います。ありがとうございました。 

ズームでセミナーは初めて受けましたが、スムーズに進行されていたのでよかったと思いました。ただ、セミナー前の事前準備は

大変だと思いました。 

他医院の良いところが見えてよかったので、自分たちの改善点も見えて良かったです。 

他医院の方々といろいろお話ができて、とても貴重な時間でした。  

グループワークで他の医院がどういう方法で物品を販売しているかが聞けてよかったです。 

この度は貴重なお時間をありがとうございました。口腔機能管理の実践がシステム化していく過程が具体的にわかり、大変勉強に

なりました。 

コロナ禍ではありますが、医院の取り組みや情報共有をする事が出来、勉強になりましたし、今後の取り組みのヒントを得る事が

出来ました。ありがとうございました。 

久しぶりのセミナーで有意義な時間を過ごせました。悩んでいることは同じだなと思いました。 

当医院では感染対策、口腔機能低下症の取り組み中でしたので、今回のセミナーでの情報を医院で実践していきます。参加させて

いただき、ありがとうございました。 

コロナ禍での歯科医院の感染対策が 1 番勉強になりました。当医院としても色々な情報収集を元に対策をしてきましたが、まずは

スタッフ間の感染対策をしっかりしていきたいと思います。 

とても 良い講習会でした。自分に何が足りないか、日頃学び前進して行かないといけない事が見えた気がします。また、普段見た

くても見る機会のない他の医院の仕事が見れて良かったです。ありがとうございました。 

様々な歯科医院での取り組みを知ることが出来て、いろんな仕組みがあり勉強になった。 



Seminar Report 
 
他の歯科医院との情報共有が有意義でした。 

内容の濃い、セミナーを受けさせていただき、ありがとうございました。 

他医院様の現状や工夫された点など、現場のリアルな声を聞くことができて今後に役立てたいと思いました。 

今まで大切だとおっしゃられていたことを再度確認させて頂けました。この度はありがとうございます。 

いろんな医院のお話が聞けてとても勉強になりました。 

他の医院さんがどのようにされているか、また質問などをさせていただき改善点などを教えていただきとても勉強になりました。

ありがとうございました。 

小児の口腔機能管理や、口腔機能低下症のお話大変は参考になりました。小児に関しては、まだ行っていませんが勉強になりまし

た。また、いろいろな医院さんとお話しが出来て楽しかったです。明日からの診療に生かしていきたいです。ありがとうございま

した。 

本日は大変有意義な研修会を有難うございました。現時点でもまだまだ収束されてないコロナ禍での医院としての対策や、各医院

様の具体的な取り組みがとても参考になりました。 

盛り沢山の内容でとても勉強になりました。ありがとうございました。 

ありがとうございました。４０分間のグループセッションはあっという間でした。他院さんの取り組みや当院の改善点など明確に

見えてとても良い時間となりました。このようなお時間を作ってくださりありがとうございました。 

大変勉強になりました。保険診療にも明日から活かせるよう取り組んで参ります。他院の先生と交流できる機会も新鮮で勉強にな

りました。ありがとうございました。 

ありがとうございました。すぐにでも他のスタッフにもシェアしたい内容ばかりです。とくに私は保険算定の責任者なので、P 重

防などの取り組むきっかけとなりました。ありがとうございました。 

本日は大変素晴らしい研修に参加させていただきありがとうございました。同じような取り組みをされている医院さんの悩みや、

問題点などを聞くことができ、大変参考になりました。早速、明日から当院でもできることを取り入れていこうと思います。 

コロナ禍で他医院の方と話すことがなかったので、今回のグループワークで他医院のスタッフの方とお話しができ、とても勉強に

なり、良いところを学びました。改善点が多々あるので、この研修を踏まえ情報共有をし、改善していきます。 

他の医院と話せる事で悩みの解決へ向かっていけそうでとても有難かったです。 

コロナ禍で、他医院の方々の対策や取り組みが聞けて良かったです。 

色んな医院の意見を聞けたことや、交流できたことが良い経験となりました 

合同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。他院の方のお話を聞くことができとても有意義な時間となりました。

このような機会を設けて頂きありがとうございました。とても良い経験が出来ました。ありがとうございました。いろんな医院さ

んのお話が聞けて良かったです。 

他医院の方とお話でき、他医院での取り組みを聞くことができ、学びに繋がりました。今後活かして行動していきます。ありがと

うございました。 

このような機会で他の医院さんの取り組みについて知ることができました。自分の医院で取り組んでないことがあったので参考に

させて頂きたいと思います。 

初めて参加させていただいて、他の医院さんがされている工夫を知ることができ、ぜひ活用させていただきたいと思いました。貴

重な機会をありがとうございました。 

本日はセミナーありがとうございました。zoom 開催ですが、情報の盛り沢山さに驚きました。ありがとうございました。今後共

宜しくお願い申し上げます。 

他の医院で聞きたいことは、私も聞きたい事と同じだったので、沢山勉強になりました。新人教育に関してはもっと新人の方が分

かりやすいようにマニュアルを更新し続けたいと思いました。ありがとうございました。 

沢山の医院さんの意見が聞けて良かったです。 

医院課題である口腔機能低下症や、口腔機能発達不全について、医院さんの話を聞けて取り入れたい事も聞くことが出来ました。
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それから人事の評価については明日から早速意識していきます。ありがとうございました。 

ほかの医院様とお話する貴重な機会でした。色々な問題点などを出して情報交換をすることができて有意義な時間でした。ありが

とうございます。 

改めて算定できる項目がまだまだあるのだと実感しました。これからの診療に役立てて行きたいと思います。 

今回、医科歯科連携の取り組みと現状の発表をさせていただく機会を与えて頂き本当にありがとうございました。他院の口腔機能

管理の取り組みや実践している現状を知れる機会にもなり、とても参考になりました。ディスカッションにおいても他院の課題や

取り組みを聞くことができ明日から取り入れていきたい内容も沢山ありました。ありがとうございました。 

久しぶりに他の歯科医院様と交流が持ててとても良かったです。 

大変勉強になりました。ありがとうございました。グループ会議での参加は初めてで緊張しました。不慣れでバタバタしてしまい

ましたが、他の先生方の悩みなど聞けて良かったです。 

貴重なお時間ありがとうございました。初めて Zoom で研修に参加させて頂きました。コロナ禍での感染対策の講演は、何をどう

すればいいのかが具体的にわかりやすかったです。コロナウイルスへの感染は飛沫感染がほとんどであることから、拭き掃除に時

間をかけないということ。シナリオ 1 と 2 では、慌てずに判断していくことがよくわかりました。SPT や P 重防について保険点

数の算定についても改めて、自分が行ったことについてどれくらいの点数が動くのか知識が深まりました。  グループワークでは、

最初は私もみんなも戸惑いましたが、他医院のできるだけ時間をかけない記録用紙とその工夫方法は参考になりました。あっとい

うまの 40 分間でした。小児発達不全症や高齢者機能低下症に関しても今後の取り組みに参考にさせて頂きます。今日は１日本当

にありがとうございました。     

大変コンパクトで盛り沢山の内容でありがとうございました。 

本日は貴重な講演ありがとうございました。他の医院の取り組みを聞くことができ、取り入れて活用していきたいと思います。 

この度は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。コロナ禍の在り方や、保険点数、育成の大切さなど、あっとい

う間にセミナーが終わりました。本日学んだ事を、早速当院でも実践していきます。 

実際に口腔機能管理•口腔機能低下症導入までの流れが詳しく知ることができ、今後に活かしていきたいと思います。 

やらなければいけない事、やるべき事がわかる大切な時間でした。コロナ禍はやりすぎ位、感染対策をしていますが、患者様から

したらやりすぎ位が安心感につながるかなと、思っております。医科歯科連携は大切な事で、患者様の病状をより把握する為に必

要だと思いました。毎回グループワークで他医院の方と話せるのは嬉しいです。どのような事をしているか、話す機会ないので刺

激になります。 

他の医院さんの情報など直接聞けてよかったです。改善は始めたばかりなので何を質問してよいかわからず、もったいないと感じ

ました。 

まだまだ保険請求の知識を深める事からだと改めて感じました。カイゼンが進んでいる医院様のお話を聞くことができ、とても参

考になりました。 

多くの歯科医院が確実に成果を上げていることに心強い限りでした。か強診関連の内容もよく理解できました。ありがとうござい

ました。 

最後のグループワークの際に何を話してよいか分からず、沈黙の時間が多くあってなかなかグループワークがうまくいかなかった

です。 

この度はありがとうございました。歯科に勤めて初めてセミナーに参加してセミナーとはこういうものということを知ることがで

きました。グループディスカッションが具体的にどういう話をするのか事前に知っておきたかったと思いましたが、その場で急に

語り合う経験はなかなかできないので、いい勉強になりました。今後も興味深いセミナーには参加していこうと思います。 

現在当院でも機能低下症など口腔機能管理を取り組んでいるのですが、トレーニングルームなど小児専門の部門を設けて環境設備

を整えることが素晴らしいなと思いました。今後の参考にしていきたいと思いました。ありがとうございました。 

今回、合同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。今後、当院で力を入れたい発達不全症や低下症の事例のお話

を聞けて参考になりました。また、グループワークで他の医院の方ともお話ができてとても充実した 1 日になりました。ありがと
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うございました。 

グループワークで他の医院さんとの情報交換ができて良かったです。ありがとうございました。 

今回も様々な内容のセミナーをありがとうございました。保険点数もよく理解できました。他医院での取り組みや仕組みを知れて

良いところは取り入れていけたらと思います。 

わかりやすくいろいろな話が出来て良かったです。 

他院のうまく行えているカウンセリング方法を取り入れて、当院のカウンセリング向上に活用していきたいと思いました。 

グループワークで、他院の資料などを見れた事が参考になりました。 

他の医院のことが色々わかって良かったです。 

本日はありがとうございました。今後、保険点数の改定などがある中で大変勉強になりました。訪問歯科の介護保険制度など、分

からない事もたくさんあるので今後更に勉強が必要と感じました。他院の方のお話も聞けて、当院でも取り入れられる事は参考に

させて頂こうと思います。 

1 番知りたかった他医院での予定表の活用の仕方など、話が聞けて良かったと思います。 

坂井先生の講演が良かったです。また、グループワークも有意義でした。 

他の医院の取り組みをたくさん伺うことが出来、大変勉強になりました。特に口腔機能の管理については、当院ではまだあまり実

施していない点ですので、来院いただいているお客様にもっと喜んでいただけるように取り組んでいきたいと思いました。 

コロナ対策がシンプルに理解できました。マスクと、共有部分を触ったらアルコール消毒。マスクをして人と接触する。医科歯科

連携と全身健康を把握した安心の医療体制を仕組み化することができていません。マニュアルの改善と、就業規則の勉強会、人事

評価制度をやっていきたいです。 

とても参考になりました。グループに分かれてのディスカッションの際は、グループ毎にデンタルタイアップのスタッフが 1 人ず

ついれば進行し易いかなと感じました。 

色々情報を知ることができて、勉強になりました。保険算定を見直し致します。 

今回は、知らない知識をたくさん得られたと思います。グループワークでも良いお話を聞くができて、とても勉強になりました。

ありがとうございました。 

他のクリニックの現状や、共有、資料などを拝見できて参考になりました。保険点数の理解共有をクリニック内で実施していこう

と思います。 

普段他の医院さんとお話しする機会がなかったので、どのように進められているか、気をつけているかなどたくさんお話を聞くこ

とができました。貴重な機会をありがとうございました。 

本日はたくさんのことを学ぶことが出来ました。ありがとうございます。予防が中心の当院としては、カリエス予防や歯周病予防

に加えて発達不全予防・フレイル予防にも積極的に取り組んでいこうと強く決意できました。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろし

くお願い致します。 

本日もセミナーを受講させて頂き現在のコロナ禍に対しての過剰消毒についてとても勉強になりました。今後、予定しております

口腔機能低下症の知識も取り入れたい内容が多く、整理して進めていきたいと思います。 

初めてこのような研修会に参加できて良かったと思います。この研修を日々の診療に取り入れて医院改革をしたいと思います。 

WEB 開催して頂いたお陰で休日ではありましたが、参加する事ができました。開催にあたってご尽力されたスタッフ様、小原代

表に感謝申し上げます。 

他の医院の方と交流が出来てとても有意義な時間を過ごせました。分からない所もきけて良かったです。情報交流をする事で他院

の良い部分を知ったので、自分の医院にも活かして活きたいです。ありがとうございました。 

高齢者の口腔機能低下症や、小児の口腔機能発達不全症の分野のお話を細かくお伺いする事ができて良かったです。 

口腔機能発達不全症について復習する事ができました。他院との情報交換も出来て、とても良かったです。 

とても勉強になるセミナーでした。特にグループディスカッションで普段は聞けない他院のお話を聞く事ができて、有意義な時間

を過ごせたと思います。ありがとうございました。 
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これから小児の口腔機能管理を勉強し、取り組みたいと思いました。今から必要になってくると思います。 

オーラルフレイルの調査を 16 名程行って終了したので、それを活かして高齢者や小児の口腔機能低下・不全へ取り組んでいけそ

うです。 

コロナ感染対策のポイントや、各医院の工夫していることがわかって良かったです。また、情報共有について、おろそかになって

いる部分もあると感じられたので、明日から気をつけていきたいです。 

初めてのデンタルタイアップのセミナーでした。他院の取組みや、最後はシェアできたことでとても参考になりました。ありがと

うございました。 

普段している業務でも他の歯科医院さんでは実際にどのようにされているのか知れて参考になりました。保険の事も再度勉強がで

きて良かったです。本日はありがとうございました。 

本日は参加させて頂きありがとうございました。今、必要な感染予防対策から人材育成、保険の知識、他の歯科医院の取組みを勉

強させて頂き、明日からまた楽しく仕事をすることができます。本当にありがとうございました。 
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皆様からのご質問・回答 

感染対策について 
質問 変異型コロナの感染対策は、変わってきていますか。 

回答 

基本は変わっていません。今まで通りで結構です。 

コロナの消毒・除菌のための清拭は、国から通知文が出ています。 https://www.nite.go.jp/data/000111314.pdf 

（広島大学病院 感染症科 大毛宏喜先生よりご回答）

質問 皆さんの歯科医院でのコロナ対策をもっと聞きたかったです。 

回答 

基本は一緒です。地元の歯科医師会、歯科衛生士会の研修もあろうかと思いますので、ご参加ください。 

私たちは、やり過ぎるぐらいに感染対策をやってきたことが理解していただけたと思います。 

（広島大学病院 感染症科 大毛宏喜先生よりご回答）

質問 診療中は 不織布マスクとフェイスシールドですが、N95 マスクのようなマスクが必要でしょうか。 

回答 
精度の高いものがいいに越したことはありませんが、現在のモノで結構です。 

（広島大学病院 感染症科 大毛宏喜先生よりご回答）

回答 

講演でご紹介いたしました西村秀一先生の 

「新型コロナの大誤解」は納得の一冊です。 

この本からの資料です。 

 

 

 

 

 

 

質問 プラスチック類で、口腔内で使用したものは消毒可能なのでしょうか。 

回答 ディスポは廃棄してください。滅菌できないものを再度使用は、基本できません。 

質問 サスブラシの消毒・滅菌はどのように考えますか 

回答 

【消毒の流れ】 

① コップに水を溜め 1 分程度ブラシを浸けて振動させる 

② 本体も流水化で洗う 

③ ブラシを外して滅菌にかける 

・超音波は毛がバラバラになるため、かけない。NG 

・オートクレーブは 135 度まで可能だが 10 回程度を目安に消耗する 

・薬液は基本的には NG（すべての薬液で検証したわけではないので使えるものもあるかもしれない） 以上です。 

2021.7 月メーカー（ヨシダ）さんから回答（デンタルタイアップで確認） 

質問 歯科医院で義歯洗浄時に使う義歯用歯ブラシなどの消毒・滅菌はどのように考えますか 

回答 

歯ブラシに準じるものは、全て消毒・滅菌はできません。 

使い捨てのモノがありますので、それをお使いいただくことは可能かと思います。 

「使い捨て歯ブラシ (歯磨き粉無し) 200 本入 

 [ 使い捨て 歯ブラシ 歯ぶらし オーラルケア アメニティ ホテル 旅館 業務用 ] でしたら、一本 13 円です。 

基本は患者さんにもってきていただいたもので対応すればいいと考えています。 



Seminar Report 
 

口腔機能訓練関連について 
質問 口腔機能低下症の対象年齢は、65 歳以下では難しいのでしょうか。 

回答 
65 歳以上の高齢者が基本ですが、年齢が達していない場合は低下症をきたす疾患を記載するとなっています。（例 脳卒

中やパーキンソン病など） 

質問 舌圧計の測定プローブは高価ですが、どのように考えられていますか。 

回答 舌圧検査については、保険が 140 点ついていますので、ディスポの部分はディスポとして対応します。 

質問 唾液検査はどのようにしていますか。 

回答 
藤岡歯科さんの発表で報告がございましたように、現状では口腔粘膜湿潤度をムーカスで計測することが一番簡易と考えて

います。 

質問 口腔機能発達不全の方には、一か月一回のトレーニングが必要でしょうか。 

回答 講演でご説明されていた通りです。 

質問 発達不全症に対する口腔機能訓練のゴールの見極めはどうしますか。 

回答 

発表でもお話しさせていただいたように歯並び説明会を開催し、必要性を説明しその後同意を得たご家庭から機能訓練矯正

MRC をスタートします。正しい舌位、口唇閉鎖、嚥下、鼻呼吸の確立ができていることをゴールとしています。 

（わく歯科医院様よりご回答）

質問 発達不全症に対する口腔機能訓練トレーニングの頻度や予防につなげるための物販はどうしていますか。 

回答 

予防グッズは機能訓練矯正 MRC に必要なものをセットにして販売しています。その際に、もう一度 MRC 矯正の必要性と器具の

説明、予防のお話をします。 

（わく歯科医院様よりご回答）

質問 患者様のモチベーションを維持するための方法（本人と保護者）について 

回答 

なぜ筋機能矯正 MRC をしているのかをいつもお子さんと確認し、その目的の先にお子さんの大切にしている事に繋がるようにお

話をしています保護者の方については、何かあった時にはいつでもご相談くださいと伝えています。もし、途中で止めたいや休

みたい場合はスタートする前に同意書を提出していただいていますので、その規約に則って対応しています。原則 2 年間の治

療ですので、もし一年以内に止めたい場合は返金しています。途中お休みすることもご相談の上対応しています。 

（わく歯科医院様よりご回答）

質問 チューニングブラシは何歳ごろから進めていますか。 

回答 
0 歳から対応できます（柄付きのもの） 口腔内に保持できるのならなるべく早い時期からお勧めしています。 

（わく歯科医院様よりご回答）

労働環境対策について 

質問 受付・助手の業務内容をどのようにしていらっしゃいますか(今後拡大の予定があるため) 

回答 

当院では、DA の診療補助は約３割です。後の７割は、受付業務、TC、MRC トレーナーの中から医院の方向性と本人の希望

で決めていきます。当院 MRC トレーナーのリーダーは DH ですが、他は DA・保育士・言語聴覚士・管理栄養士になります。 

今後、当院では DH を MRC チームに入れる予定はありません。 

（わく歯科医院様よりご回答）

質問 トレーナー育成はどのような講習を受けられましたか。期間や頻度を教えてください。 

回答 

育成は愛知県の”I Dental Clinic”と静岡県の“アヒルの子歯科”です。I Dental Clinic は約１年間に渡り３～４回の研修がありまし

た。アヒルの子歯科はわく歯科単独でセミナーを申しこみ、開催していただきました。その後はアヒルの子歯科の見学を定期的

に繰り返しています。 

（わく歯科医院様よりご回答）
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質問 訪問における歯科衛生士の雇用について。 

回答 
デンタルタイアップでは、訪問診療部が軌道に乗った場合には、訪問部門としての責任において、部署を確定し、担当者をお

いて診療に携わることを推奨しています。日々の診療中での対応でしたら、そこまでの分離は必要ありません。 

質問 帰りの掃除で隅にごみが残ります。 

回答 隅だけ掃除機で吸い取るか、目につくのでしたら拭き取られればと思います。 

質問 今後のセミナーはオンラインですか。 

回答 状況に合わせて柔軟に対応していきたいと思います。 

質問 自動精算機を具体的に知りたいです。 

回答 直接ご連絡できるようにいたします。 

質問 自動精算機は導入には助成金・補助金がありますか。 

回答 
経済産業省から、IT 導入補助金（450 万円まで２/３補助）が出ており、自動精算機は対象となっています。申請期間があ

りますのでご確認ください。 

質問 
人事評価制度での評価が納得されない場合や、人間性やコミュニケーション力に浮き沈みがある場合、どうしたらいいのでし

ょうか。 

回答 

どの組織においても永遠の課題なのかもしれません。私共では、第 3 ステップを超えると組織としての基盤が作れますので、そ

の後でしたら、正式な人事評価制度を導入することはできると思います。この場合、それが得意とされる社労士さんと組む必

要があります。組織の成長と共に、お付き合いされる外部の方は少しずつ変わってきます。それはそれぞれの専門職の方々に

も得意分野があるためです。 

質問 人事評価と賞与・昇給との関係を知りたいです。 

回答 

私共では、あの表から直接の結びつきは考えていません。それは、ハーズバークの動機付け理論から、お金は動機付け要因

にはならないとなっているからです。お金や評価が話題になる歯科医院は、まだ労働環境に問題を残していて、歯科医院内

部の仕事に関心がいっていない場合が多いと思われますので、再度社労士の方にご相談いただきたいと思います。しかし、

経営の生きた神様と言われている稲盛和夫著の「こうして会社を強くする」によると、売上高税前利益率を 10%確保し、その中

から 10%を追加のボーナスとして支給するとなっています。 

まずは、規定通りに支給して、その追加部分をどのように支給するかの話になろうかと思います。PHP から出版されたこの本は、

経営者から見ると目からうろこです。 

ぜひ、読まれてください。 

治療・業務記録関連について 

質問 パウダーポリッシングの資料はありますか。 

回答 歯科医院に全資料と共に、一部送付させていただいております。ご確認ください。 

質問 治療計画表活用の漏れをなくしたいです。どのようにすればいいですか。 

回答 

それぞれが、定められた時間に、仕事として責任ある行動を起こすことが必要です。 

そのために、重複した部分がないか再チェックをかけられてください。複雑になっている部分があれば、組織内で混乱が起きま

す。ヒヤリハットからのカイゼンを繰り返して、対処していきましょう。 

質問 治療計画書があっても、補綴コンサルの機会を逃します。 

回答 

その患者の担当者が、治療前日までにカルテチェックをしているかどうかです。ぶっつけ本番のような治療の在り方は好ましくあ

りません。その日の診療終了後にチーフが全患者の記入がされているかをチェックしているところさえあります。軌道に乗るまで

は、本気で書くこと。それが習慣化するまでは、何度も何度も書くことを徹底していかなければ定着しません。 
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質問 患者さんの服薬はどうするとすぐわかりますか。 

回答 

とみもと歯科さんのご講演内容を再度ご確認ください。デンタルタイアップからの講演では、P12 の問診票・有病者チェックリス

ト・治療計画で説明しています。またこれに P16 の歯管でチェックして治療計画書に書き込みます。それだけで十分把握できま

す。 

質問 治療計画書の変更は、どのように書きますか 

回答 変更時点で分かるように二重線を引いて日にちをいれ、訂正することが明確であろうかと思います。 

質問 ケア用品の購入履歴は、どのように記録していますか。書ききれません。 

回答 
治療計画予定表に書き込んでいます。 

書ききれないということでしたが、まずは口腔ケアグッズの絞り込みがいるのかもしれません。 

質問 
混合歯列の場合、スケーリング 6 ブロックをしないと、二回目のスケーリングや P 重防に進められないと思っていました。6 ブロ

ック未満でもいいのですか。 

回答 

正常な状態であれば、当然スケーリングであっても、全顎 6 ブロックしない場合も想定されると思われますので、混合歯列であ

っても同じ解釈だと思われます。 

私共では、赤本・青本を元に資料作成していますが、解釈は地域差がありますので、地元歯科医師会等にご確認ください。 

質問 歯周病検査で最初に精密検査がなされていましたが、可能なのでしょうか。 

回答 
主訴が歯周病で来院されているならば、最初から精密検査で対応されてください。 

要は、パターンで統一して行ってはいけないということです。 

その他 

質問 デンタルタイアップが来られた時に、希望する研修を行ってもらえますか。 

回答 

私共では、メンバーにそれぞれ専門性がございますので、年間計画を立てて実施することは可能です。しかし、 

あくまで私どもはシステム導入するため仕組みを作る組織ですので、鍛錬は歯科医院で行っていただく必要があります。ご要望

に応えることが私共の成長にもつながりますので、チームメンバーの一人として、一緒に頑張ってまいります! 

また、専門性が高い研修につきましては、該当する講師を紹介する場合もございます。 

 

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。 
  

 

 

 

 

  

 

株式会社 寺岡精工 様より 

⻭科医院に⾃動精算機を実際に導⼊し活⽤

されている参考動画です。 
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