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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。 

 

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

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

演習と発表(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
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セミナー全参加者の声 

講座内容は大変興味深く、実際にこれからもう一度見直ししていこうと自分の医院でもなっているのでこれは真似したいと思いまし

た。色々な意見にふれることが出来てとても勉強になりました。 

５S というより、10 分で帰る点がどういうことか理解したかったが、５S でいけるという点が勉強になりました。 

取り組み方や考え方がよくわかりました。医療法などの知らなかった部分、意識していなかった部分がわかり、教えていくきっかけ

になったと思います。 

本日は５S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。当院でも５S進行中で色々考えさせられる部分、これからやってい

くべきことが少し見えてきた気がします。まだまだこれからですが、５S セミナーで習ったことを活かして、良い医院づくりをしていきたい

です。 

今、５S を取り組んでいますが、中々進まず、悩んでいました。今日講演していただいたあっぷる歯科さんのように、思ったことは Dr

やチーフに伝え、問題解決に努めていくことが大切なんだと実感しました。また５S は、カイゼンと管理なので継続して行っていきた

いです。 

改めて５S が大事なんだと感じました。まだまだ改善するところがあるので、今後へ活かしていきたいです。 

デンタルタイアップさんのセミナーには以前も参加させて頂きお会いしたことのある方とも久しぶりにお話しさせて頂いて楽しかったで

す。これからたくさんのカイゼン点が出てくると思うので宜しくお願いします。 

まずカイゼンをするにあたって大切なのは、５S だということが学べて良かったです。院長はモノを捨てるのが苦手なタイプなので取り

組みをスタートした時には大切だと思いますが、スタッフみんなで協力してカイゼンしていきたいと思います。本日はありがとうござい

ました。 

写真が他院のことなのでよく分からなかったが、自分の医院ではぜひやってみたいと思いました。ぜひ 5S を導入したいのですが、

労働時間についてチ－フだけがうるさく言ってくるのでそこをクリアにして取り組んでいきたいです。 

実習もあり、考え方をかなり理解できた。内容ビッチリで、後半ややパワー切れしてしまいました。前日の懇親会は GOOD でした。 

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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実際に５S を実行されている歯科の方や、今から取り組もうとされている医院長とスタッフ同伴で参加されていたりすると、明日から

の一歩が見えてきている感があります。私が持って帰ってどう伝え、取り組むのか考えながら聞いていました。 

本日はありがとうございました。これから医院のカイゼンを始めるにあたって、基本の５S 活動とはどういうことなのかとても勉強になり

ました。今後のカイゼンに役に立てれるようにします。 

まだ、何も始まっていないのですが、これからしていくことが少し理解出来た様に思います。ありがとうございました。 

日々の診療の中で気になっていた事をカイゼンする、したいという気持ちがあったが、どうして良いか今までわからなかった。全部

理解したわけではないが、一歩進んだ気がします。 

全国からたくさんの方々が参加されて色々なやり方など聞かせて頂き勉強になりました。もっと色々な事を知りたいし、聞いてみた

いのですが、限られた時間内ではたりないくらいでした。こんな風にしたらやりやすくなった等あれば教えて頂きたいと思いました。 

午前中の講義でも午後のグループワークでも、今実際ふじわら歯科で行っている改革にどうすればもっと効率的に改革ができる

かが学べました。 

あっぷる歯科さんの５S の今までの頑張りやどんなことがあったなど色々とお話を聞けて良かったです。私たちの医院も頑張らなくて

はと思いました。 

５S を進めていく上でスタッフのモチベーションをあげる事に不安があります。また、アドバイスをお願い致します。明日から医院で再

度５S のチェックをしていきたいと思います。ありがとうございました。 

他院の方々から色々お話しをうかがい、私達もこうした方がいいなと思う案をたくさん教えて頂きました。悩んでいる所も、似たり寄

ったりで参考になりました。5S もより深く教えて頂いて、これからみんなで頑張っていけたらいいなと思います。子の度は参加させて

頂きありがとうございました。 

一日が早く過ぎました。他クリニックのスタッフさんと話すことができて他の医院が既に取り組んでいる姿勢を見ると焦ります。タイム

スケジュールどおりに進行する点がすごいと思いました。 

今日は 1 日すごく勉強になりました。ありがとうございました。整理整頓とは、私が思っていた以上に難しい事だと思いました。まず

最初の整理の段階できっちりやらないとその後も中途半端になるんだなと感じました。あっぷる歯科のようにやるなら徹底的にやり

たいなと思いました。私の医院も以前のあっぷる歯科と似ているなと思うところがありました。少しずつ改善していきたいです。 

本日は、素晴らしい講演をありがとうございました。まだ５S を導入できていないのですが、まずは、今日の内容を医院に持ち帰りス

タッフに報告提案するところから始めていきたいと思います。自分ひとりだけでなく、医院全体で一丸となって変革していきたいと

思いました。 

５Sについて初めて学ばさせて頂きました。実際にあっぷる歯科さんの報告も聞いて具体的に知ることができ良かったです。ありがと

うございました。 

５S は大切だと分かっていながらも日々の診療を行いながら進めるのは大変だが、まだまだムダがたくさんあるから進行しづらいの

かなと思いました。みんなとの協力が必要だと改めて感じさせられました。 

午前午後と長い時間のセミナーでしたが、自分の歯科医院で改善しないといけないところ等がよくわかりとても勉強になりました。

ありがとうございました。 

実際にどのような流れで進めていくのかが、疑問でしたが、実習を通してほんの少しですがイメージできました。実行できるかは自

信がありませんが、スタッフと協力して少しずつでも進めたいと思います。 

実際のあっぷる歯科さんの事例を見させていただき貴重な体験でした。５S のぼんやりした言葉が具体的にどのように行っていくか

がわかりました。が、多分一人ではできないのでまた相談をさせてください。 

もうすぐ変革の取り組みを始めますが、早く取り組みたいと思いました。どんな姿に医院が変わるか楽しみです。実習で実際の取

り組み方のイメージがつかめました。 

整頓する前にまずは物を捨てることから始めることにより５S がスタートできる事、重要性を改めて感じました。事例を参考に自分た

ちでこれから取り組む５S 活動のイメージがとても分かりやすく明確になったので良かった。 
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2年前の５Sセミナーに１日のみ参加したのですが、内容がかなり改善されていて感銘を受けました。現在５Sの進め方に悩んでい

ますが、ヒントをたくさんいただきました。ありがとうございました。 

満足しています。特に小原先生のマズローの理論のところと安心安全の医療の提供のための５S であるという点が印象に残りま

した。実際のワークをチームでやれたのは素晴らしいアイデアでしたが、ちょっと難しかったかもしれません。 

５S の必要性手法を体系的に学べましたので大変良かったです。グループワークでは実務上は大変な作業になると実感しまし

た。 

今回のセミナーを通じて改めて変革当初からのことを振り返るきっかけとなり、また初心を忘れず頑張らなくてはと思いました。まだ

まだ問題も山積みなので、さらにチーム力を高め、より良い歯科医院を目指していきたいです。 

今回、発表する立場でしたが、自分たちがしてきたことは他の医院の方たちに少しでも力になればいいなと思いました。まだまだ私

たちも５S のカイゼンが必要です。今回参加することでもう一度見直すことができました。帰ったらスタッフにしっかり報告してみんな

で協力して変革を進めていこうと思いました。 

5S セミナーの内容(講義や実習)がバージョンアップしていてびっくりしました。ここにもカイゼンを感じました。同じ内容に関しても私達

もデンタルタイフップの先生方に成長させて頂いていることによって研修会の感じ方も受け取り方もまた以前とは違う受け止め方や

新しい発見、気付きがあり、参加させて頂いて本当によかったです。有難うございました。 

 
皆様からのご質問・回答 

№ 項目 内容 

1 

質問 診療終了後、10 分以内に帰る体制づくりについて詳しく知りたい。 

回答 

まず、目的を周知します。早く帰るのが目的ではなく、理念に近づけるための 1 項目です。組織は計画されたとお

りに動きます。したがって、片付けが早く終わるためには、予定通りに診療を動かす仕組みを５S を使って作る必

要があります。7 つのムダを考慮した動線、当日をスムーズに動かせるためのミーティング、前日打ち合わせ、朝

礼の在り方、診療 5 分前終了への意識統一など総合的に取り組んでいきます。 

2 

質問 発注・管理について、その他の案や他医院様で実践している方法がもう少し詳しく知りたい。 

回答 

歯科医院で使用する全ての材料、薬剤、文具についてカンバンを作成します。 

カンバンの内容には、品名・在庫料・発注料・価格・購入先・置き場所・購入日を書き込み、物品につけます。 

最低の在庫料となれば、ホワイトボードの発注欄に掲示し、発注のダブり・モレをなくし、視える化で適切な在庫

量を維持します。詳しくは、はいしゃさんの仕事カイゼン術の P８０をご参照ください。 

3 

質問 仕事のムダをなくすためのよりよい方法・情報。他医院様での実際に取り組まれてこられた方法などが知りたい。

回答 
総合的には、「はいしゃさんの仕事カイゼン術」が内容を網羅しています。その中で、基本は５S 活動です。徹底

的に取り組むことで、作業は単純化され効率があがって参ります。地道に継続することが必要です。 

4 

質問 前日でどのような打ち合わせをすれば良いのか。５S をするときに、どこの場所から始めたら良いか。 

回答 
５S 活動する場合、1 番に整理から始めます。この場合、歯科医院様の各部署に５S の担当者を決めて一気に取り

組みます。場所は全員が使う頻度の高い、消毒ルーム、スタッフルーム、技工室から始めるとよいでしょう。 

5 

質問 前日でどのような打ち合わせをすれば良いのか。 

回答 

下記表をご参考にされてください。 

チェック項目 詳細 ☑
1 翌日のカルテ内容確認 自己確認 □

2 PとCの進⾏チェック 流れは適切か、P治療は⽉に１回は最低限できているか □

3 必要に応じてDrと確認 多数⻭、外科⼿術等の難易度の⾼い場合 □

4 補助担当者の確認 検査補助、P処の浸マ、レントゲン撮影等 □

5 気をつけておくべき管理 治療計画書の予定表にて確認、詳細は前回処置担当者に聞く □

6 特殊材料、技⼯物のチェック 特殊材料が必要な場合、必要技⼯物の確認 □
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6 

質問 器材、物品等を整理した後にも、収納するスペースや倉庫が足りない場合はどのようにスペースを捻出しますか？

回答 
整理を徹底的に行います。在庫の種類・数の見直しもご検討ください。書類は、保管義務があるということで、 

貸倉庫で保管している所もあります。 

7 

質問 カルテやレントゲンの保存期間を過ぎたら、通院中の方でも処分していいものとして割り切れるのでしょうか。 

回答 

処分については、カルテの保存義務（歯科医師法）上、問題はありません。しかしながら、症例検討などで追って

いらっしゃるものについては、データ化して保管されることも必要でしょう。その場合、院長からの指示が必要

です。歯科医院としての処分のルールは明確にしておきましょう。 

8 

質問 
５S を実行するにあたって、全スタッフが共通した意識をもつためにどうすればよいか。どのくらいの期間で変化

が起きますか。 

回答 
歯科医院の基本方針となる理念を浸透させ、目指す方向性を一致させるために戦略会議を行います。変化は自然に

起きるものではありません。組織には、計画を立て、実践することが求められます。 

9 

質問 
・モノの管理の仕方 

・チェックリストの作成の仕方 

回答 
・カンバン方式は、はいしゃさんの仕事カイゼン術の P８０をご参照ください。 

・チェックリスト案は、お土産 CD-R に入れています。 

10 
質問 日々のチェックリスト保管の方法を知りたい 

回答 日々は皆さんが見えるところに掲示し、記入が終わればファイルで保管します。 

 

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。 
 


