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	 歯科医院経営は、歯科医師が患者を治療するだけではありません。医院に勤務する全ス

タッフが、受付から治療、診療費支払まで関わっています。実際に患者と長く接触してい

るのはスタッフです。院長にとって、スタッフの能力を高め、いかに戦力化するかは最大

の課題です。	 

	 歯科医院経営を安定させるためのカギは、運営を支える優れた歯科衛生士を育成し、ワ

ンランク上の患者応対をすることです。	 

	 

	 

	 現在、歯科診療所１件に対する歯科衛生士数は 1.4 人と、十分な歯科診療を行う環境作

りに苦慮している歯科診療所も多く存在します。安定して患者数を確保するためには、歯

科衛生士の確保と共に、採用した歯科衛生士を育て、定着させることは非常に重要となり

ます。そのためには、院内組織力の強化、つまり「院長」や「歯科衛生士」の役割分担や

能力の向上と各人の力の結集が重要です。このことが「組織力」の強化へとつながります。	 

	 歯科衛生士が院長の経営方針や診療理念を理解した上で最大の能力を発揮し、院長が個

人能力を発揮出来る仕組みを作り、医院全体という組織でチームワーク良く診療すること

が業績向上の基本となります。	 

	 

■組織力強化の方程式	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 戦力化の大きな目的は、経営の成果を最大限に高めるため、組織全員の考え方を同一方

向に集約し、達成に向けた全員の能力と意欲を相乗的に高めることです。相乗的とは、意

欲が高まると能力が高まる、能力が高まると意欲が高まるということです。それぞれが少

しずつ伸びることにより、更に伸びて行くものです。

歯科スタッフ戦力化の重要性  

１│組織力強化   ＝   業績向上              

業   績   向   上  

院長	 歯科衛生士他	 組織力	 

２│戦力化の目的              
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（１）成果を最大限に高める公式  

成果   ＝   能力   ×   意欲   ×   考え方  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ※ポイント	 －	 成果とは足し算ではなく掛け算	 

	 

	 「能力」「意欲」「考え方」をそれぞれ高めることにより、相乗的に成果はあがります。

マイナスの考え方をしていると、大きなマイナスの成果として現れてしまいます。	 

	 現実問題として、院内の組織が上手く機能していないと患者応対に支障が出ます。院内

が楽しく、そして快活にあふれ、やる気の出る状態になっていないと、素晴らしい医院が

出来上がりません。	 

	 

（２）歯科衛生士に求められる能力  

	 歯科衛生士は主に歯科予防処置、歯科診療補助、歯科保健指導を行うことができるスペ

シャリストです。高齢化の進展に伴い、その活動の場は、生涯を通じて歯の健康づくりや

口腔ケアを支援するなど、地域に広がっています。歯科医院以外に、保育所・幼稚園、学

校、保健所・市町村保健センター、企業、そして介護老人保健施設、居宅などです。その

ため、歯科衛生士を一生の仕事としてライフワークにする人が増えています。	 

	 専門性の高い知識・技術を求められるのはもちろんですが、人々の健康志向の高まりと

ともに、歯・口腔の健康づくりを通して、食べる力、生きる力をサポートする役割に期待

が寄せられています。	 

	 

 

 

 

	 歯科衛生士の場合、専門学校の卒業時期や経験値により、受けた教育内容やスキルの差

があります。過去勤務した医院の体制により大きくスキルが違う事が往々にしてあります。

「新卒者」「転職者」「復帰者」とグループを分けて育成方法を考えなければいけません。	 

	 

（１）新卒者  

	 現在、歯科衛生士学校の修業年度は３年間になっています。２年間は、対人での実習は

少なく、模型と器具によるトレーニングが多くなっており、歯科医院に勤務して初めて口

腔衛生指導や歯石除去等を行う衛生士もいます。	 

	 ３年目には臨床実習が主になりますが、患者と向き合って実務を行うのは勤務してから

という歯科衛生士もいます。実務と知識のギャップに悩むケースもありますので、戸惑い

を早期に解消する場を設ける場が必要です。

３│経験別にその特徴を理解する              
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■新卒者の特徴	 

●物覚えが早く、取り組みも意欲的、知識はある	 

●学生の感覚があり、教えられることが当たり前になっている	 

●社会経験が無い分、大人としてのコミュニケーション能力が不足している	 

 

（２）転職者  

	 転職者の場合、２年制教育制度での卒業生がほとんどです。そのため、実習や臨床実習

などの時間数が少なく、過去の勤務医院での経験がすべてです。	 

	 歯科衛生士の業務は、繰り返し行う業務が多く、新鮮さに欠け、向上心を無くしてしま

っている歯科衛生士もいます。医療技術や医療機器は日進月歩のごとく進化していますの

で、院長が歯科衛生士に、知識や技術が自院にマッチしているかを確認する必要がありま

す。	 

	 

■転職者の特徴	 

●それぞれのやり方が身に付き、新たな手法になじめない場合がある	 

●過去の経験を活かし、業務効率改善など、積極的に取り組む	 

●最新技術を習得したいなど向上心の高い方が多い	 

 

（３）復帰者  

	 結婚や出産により一度現場を離れ、再度、職場に復帰した歯科衛生士です。家庭と職場

の両立を希望し、パート勤務が多いのが特徴です。	 

	 個人の資質にも関係しますが、長い人生経験から、コミュニケーション能力が一段上の

歯科衛生士が多いようです。また、人間関係の複雑さを知っているため、スタッフ間の人

間関係にも気配りし、うまく立ち回れます。	 

	 	 

■復帰者の特徴	 

●手離れはしているが子供が居る場合が多く、夜間や土日勤務が難しい	 

●人間関係に敏感で、他のスタッフへの気配りがうまい	 

●患者へのコミュニケーション能力が高い	 

●最新医療機器への知識がなく、使いこなすのにも時間がかかる	 
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	 歯科医院の業務を覚える前に、院長先生の診療方針や経営理念を理解してもらわなけれ

ばいけません。すべての業務や行動は、院長の診療方針や経営理念を基に組み立てられて

いるからです。業務習得はそれからです。	 

	 

	 

	 組織は、一人ひとりが多様な価値観を持っていますから、組織の人数が増えれば増える

ほど、全員が同じ基準で考え、同じ方向を向いて行動できる土壌をつくることの重要性が

増してきます。だからこそ、浸透しにくいビジョンやミッションを、スタッフに判り易い

ように伝え、判断基準とするためのミーティングの意義が大きくクローズアップされるの

です。	 

■院内ミーティングの留意ポイント	 

	 

	 

	 	 

（１）相互実習  

	 患者相手の実習はできませんので、患者の状況を確認し、感情の把握や気配りが自然に

できるようにならなくてはいけません。診療時間は助手として見学し、診療後にスタッフ

が、歯科衛生士役と患者役になって相互研修を行い、実務感覚を養います。	 

	 

■相互実習で身に付けるポイント	 

●患者の痛み、違和感	 

●心地よい点	 

●患者が感じる丁寧さ	 

●分かりやすい説明の口調や言葉使い	 

●最新医療機器の取扱い	 

① 院長の心から湧き出る｢歯科医院経営への想い｣	 

② 人の心を動かす為には、｢理屈｣ではなく、｢感情｣へ訴えかける	 

③ 院長の自分の言葉で、ビジョンやミッションを熱くスタッフへ語りかけること	 

④ ｢強い信念｣｢確かな哲学｣を強い想いで語りかける	 

１│院内ミーティングによる院長のビジョンの浸透              

２│相互実習と受付業務の重要性の把握              

歯科スタッフの育成プログラム  
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（２）受付の重要性を認識させる  

	 受付・会計業務は歯科助手の専門業務ではありません。スタッフ全員が行えるスキルを

身に付けておくことが重要です。受付は医院の顔であり、受付での応答により患者が受け

た第一印象が、医院の印象としてずっと残っていきます。	 

	 謙虚で礼儀正しい態度で応対し、笑顔を忘れずに患者の目を見て話すよう指導します。

ぞんざいな態度、軽率な言葉、上から目線での話し方や説明をしてはいけません。	 

	 

■受付業務の指導ポイント	 

●患者が来院したら笑顔でこちらから挨拶する	 

●患者をやさしく迎える	 

●主訴を正確に聞く、他にないかどうかを聞き出す	 

●問診票・予診表を書いてもらう	 

●カルテを作成する	 

●守秘義務を守る（医療従事者は、退職後も守秘義務は適用となる）	 

	 	 

  

	 

	 患者対応力は「接遇」とまとめられますが、身だしなみ、態度、言葉使い、笑顔、挨拶

と様々です。患者の痛みや不安という感情等に、臨機応変な対応が求められます。	 

	 

■育成プログラムの例	 

	 接遇	 初診患者への対応	 

	 	 歯肉炎患者（思春期）へのアプローチ	 

	 基本診察への対応	 

	 実践	 X 線撮影取扱いへの対応	 

	 臨床	 歯周病と歯周組織検査	 

	 歯科保存処置への対応とバキューム操作	 

	 前歯部ハンドスケーリングと歯面研磨・PMTC	 

	 印象採得時のアシスタント（連合印象）	 

	 臼歯部ハンドスケーリングと歯面研磨・PMTC	 

	 印象採得時のアシスタント（連合印象）	 

	 歯科補綴処置への対応	 

	 超音波スケーリングと PMTC	 

３│育成プログラム              
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	 応急処置（急性単純性歯髄炎）	 

	 ラバーダム防湿	 

	 局所麻酔	 

	 覆髄	 

	 窩溝填塞（フィッシャーシーラント）	 

	 グラスアイオノマー修復	 

	 ホワイトニング	 

	 歯内療法	 

	 根管充填	 

	 デンポラリークラウン	 

	 ゴム質印象	 

	 クラウンブリッジの咬合採得とチェックバイト採得	 

	 総義歯印象	 

	 総義歯の咬合採得	 

	 フェイスボウトランスファー	 

	 人工歯の選択と床義歯の試適	 

	 床義歯装着	 

	 義歯の調整（リライニング）	 

	 抜歯	 

	 難抜歯・埋伏歯などの抜歯及び歯槽骨整形	 

	 歯根端切除手術	 

	 歯周外科手術	 

	 インプラント	 

	 	 	 矯正処置（MTM）	 

その他	 救急救命処置	 

訪問診療	 訪問口腔ケア	 

その他	 AED による除細動	 

滅菌・消毒	 器具の消毒・滅菌及び保管方法	 

	 感染症患者における器具の消毒・滅菌及び保管方法	 

	 消毒剤の選択と使用方法	 

	 

	 上記のように、幅広いメニューとなりますが、マニュアルを作成して終了ではなく、実

際に出来るように実習させることがポイントです。	 
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	 一般的なサービス業の接客と医療現場での接遇とは、目的が違います。医療では、患者

に快適なサービスを行うことにより、病気を治そうという当人の意欲を引き出し、努力し

てもらうよう努めることが目的となります。	 

	 一方サービス業は、お客様へ快適な空間や応対を提供し、購入意欲を高めることとサー

ビス自体に付加価値を付けることが目的です。	 

	 

	 

	 

	 患者は、どんな病名なのか、どんな治療をするのか、痛いのか、治るのか、といった不

安を持っています。治療をする側が安定した態度や安心させる言葉使いをして、患者が気

を落ち着けるようにすることが必要です。	 

	 

（１）電話応対  

	 予約診療が主流となっている歯科医院の受付業務では、電話応対は重要です。心を込め

た応対で、心を込めた診療をしていることを直接的な言葉と心を込めた対応で、相手に伝

えることが求められます。	 

	 

■電話応対のポイント	 

●心を込めて話す	 

●早口では話さない（使い慣れた言葉は早口になりがち）	 

●温かみのある言葉にするため、抑揚をつけ、トーンを上げる	 

●ゆっくり、丁寧に話す	 

●あいまいな表現、ぼかした表現は避ける	 

●明快で美しい話し方	 

	 

【電話応対の基本手順】	 

① ベルが鳴ったら 3回以内に応対する	 

⇒	 4 回以上鳴らせてしまったら、「お待たせしました」	 

② 医院名を名乗る	 ⇒	 「はい、○○歯科医院でございます」	 

③ 相手の確認	 ⇒	 「お名前をお願いいたします」	 

＊同姓の他者と間違えないため、フルネームで確認する	 

１│医療現場でのコミュニケーション能力              
  
  

患者対応力を高めるポイント  
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④ あいさつ	 ⇒	 「ご無沙汰しております」「その後いかがですか」	 

＊過去に通院歴がある患者には、親しみを込めて声をかける	 

⑤ 用件を聞く	 ⇒	 「いかがなさいましたか」「ご予約でいらっしゃいますか」	 

＊５Ｗ２Ｈを意識して、メモを取る	 

⑥ 復唱する	 ⇒「確認いたします。○○で間違いないでしょうか」	 

「○○さんのご予約は、○日の○時で承りました」	 

	 	 	 ＊必ずメモを見ながら復唱する	 

⑦ 名前を名乗る	 ⇒	 「私、○○が承りました」	 

＊名乗ることで相手に安心感を与え、自身にも責任を感じる	 

⑧ あいさつ	 ⇒	 「気を付けてお越しください」「お電話ありがとうございました」	 

＊温かさが伝わる一言を添える	 

⑨ 静かに受話器を戻す	 ⇒	 「失礼いたします」「ごめんくださいませ」	 

＊相手方が切ったことを確認し、静かに受話器を戻す	 

電話応対は、待合室にいる患者も注意して聞いているため、	 

誰に聞かれても恥ずかしくないように配慮する	 

	 

(２)受付時の応対  

	 受付の応対については、前述のとおり、医院の顔であることを意識させます。最初の来

院受付時の応対が、その医院を印象づけるといっても過言ではありません。	 

	 また、診療室にいると受付まで目が届かないケースがあります。定期的に患者アンケー

トを行い、患者の生の声を確認します。	 

	 

■受付業務のチェック	 

●患者アンケートの定期的実施	 

●患者クレームは、文書で報告させ、対策を全員で検討する	 

●院長が対応すること、スタッフに任せることを決定する	 

	 	 

（３）会計時の応対  

	 会計はスピーディーに行います。診療後は、心を込めてねぎらいの言葉を掛けます。会

計時に予約を取ることもあります。	 

	 次回の支払が高額になることが予想されるのであれば、予め金額の概算を伝えるなどの

気配りが重要です。会計・予約の手順ごとに説明し、確認します。	 

	 会計の最後には、温かみのある言葉であいさつをし、見送ります。	 
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■会計時の応対チェック	 

●予約の取り方のチェック～患者の希望に適切に対応しているか	 

●次回の金額の概算額～正しい金額を伝えているか	 

●見送り～次回も来院したくなるよう送り出しているか	 

	 

（４）診療時の応対  

	 診察室では、解りやすい説明が重要です。「解りやすい」「質問しても嫌がられない」「解

るまで説明してくれる」という要望は、いつも寄せられます。	 

	 そのため、「説明する」ではなく、「説明内容を十分伝える」ということを意識して対応

します。	 

  

■診察時の応対のポイント	 

●「説明」が患者に十分に伝わるように話す	 

●表情、アイコンタクト、深いうなずき、声のトーンで、共感していることを伝える	 

●心にゆとりを持ち、やさしい言葉を心がける	 

●医療従事者の「ひと言」は重いという意識を持つ	 

●患者のペースやリズム、声のトーンに合わせる	 

●繰り返しを活用する	 

●患者に楽な気持ちになってもらうよう、柔軟性を持ち、プラスの側面に目を向ける	 

●会話も大事だが、ＹＥＳと答えられる質問を心がける	 

●患者の反応を見ながら話す	 

●患者の理解度は、アイコンタクト、表情、動作で敏感に察知する	 

	 

	 患者の不安である気持ちを考え、回答が楽になる話し方や言葉使いを覚え、安心と信頼

を得られる会話を心がけます。院長が患者と信頼関係が築けるということは、スタッフと

の関係も良好に築けるということです。	 

	 また、言語によるコミュニケーションは、患者に対しては、クレームを少なくし、ファ

ン患者の増加を意味します。一方、スタッフに対しては、コミュニケーションにより「ほ

う・れん・そう」が円滑に運用され、医療事故防止に向けた有効な対策になります。さら

にはスタッフのモチベーションアップにもつながり、院内が活性化することも期待できる

のです。	 

	 正しい言葉遣いを身に付けるとともに、言語による十分なコミュニケーションを図るた

めの取り組みを院内全体で推進することが重要です。	 
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	 歯科スタッフを戦力化するためには、モチベーションのアップと研修制度の整備は欠か

せません。そこで、これらに積極的に取り組んでいる３つの歯科医院の事例を紹介します。	 

	 	 

	 

	 

	 スタッフの戦力化の前提として、院長とスタッフ、スタッフ間のコミュニケーションが

図られているかが重要です。Ａ歯科医院では、診療開始前の３分間ミーティングと現場情

報メモの活用により、スタッフのモチベーションアップに成功しました。	 

	 

■スタッフのモチベーションを高める事例	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 特に、現場情報メモの活用は効果的で、院内の雰囲気が変わりました。クレーム等悪い

情報は、早期に伝達し解決する必要がありますが、患者から言われたちょっとしたうれし

い一言や感謝は、意外と取り上げられないケースがあったそうです。

１│スタッフのモチベーションアップに取り組むＡ歯科医院              

●毎朝、診療開始前の３分間を朝礼に充て、職員全員と顔を合わせる  

診療開始前は準備などに忙しいのが通常だが、手を止めて職員全員が一

堂に会する時間を作り、今日の予定や最近の患者動向などの簡単な情報

を伝えるようにする	 

	 ⇒	 職員の意欲向上を図り、情報共有の姿勢を示すのに効果的	 

	 	 	 当日の職員の体調や心理状態を把握することもできる	 

●現場情報メモを活用し、患者の情報を全職員が共有する  

1 日 1 件、何か気づいたことを情報として、メモで提出するもの	 

これらの情報は院長はじめ職員全員で共有し、クリニックの改善に使用	 

	 ・昨日、診療所から電話を頂いてうれしかったと言われた	 

	 ・ポットのお湯が熱すぎると文句を言われた	 など	 

	 ⇒	 小さな情報でも集め続ければ、財産となり患者満足も高まる	 

	 	 	 改善が受け入れられると職員のモチベーションが上がる	 

	 

歯科スタッフの戦力化事例  
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	 Ｂ歯科クリニックでは毎月、事例から学ぶ研修会を継続して開催しています。	 

	 実際に起こったトラブルやミスなどを題材に、どこが悪かったのか、自分だったらどう

対応するか、どう対応することがベストだったのかといったことをスタッフ自身に考えさ

せます。	 

	 

■実際の研修会で使用したケーススタディ例	 

Ｂ歯科医院の診療時間は、午後６時までです。	 

５時 40 分に電話が鳴りました。	 

	 

患 者 「今からうかがいたいのですが、診ていただけますか？」	 

受付スタッフ「診療時間は６時までなので、遅くとも 45 分までには入っていただかない

と診察はできません！」	 

患 者 「……では、明日にします」	 

	 

院長は治療中で、患者からのこの電話の内容を知らされていません。	 

	 

	 

①何が問題か	 

	 ●診察できないと院長に成り代わって判断を下している	 

②研修会での意見	 

	 ●院長に問い合わせていれば別の結論になっていたかもしれない	 

	 ●患者とお話をするとき、権威的な言い方をしていることがあり反省した	 

	 

	 スタッフが判断に困ったこと、実際に患者とトラブルになったこと等を題材に話し合い、

研修会後、事例検討結果をまとめて保存し、新人職員間で閲覧するなど、新人教育にも役

立てています。	 

	 

■実際に研修で取り上げた事例	 

●患者から問い合わせがあった際に説明を誤り、患者が誤解をしてしまったケース	 

●患者の忘れ物を別の方に渡してしまったケース	 

●指導をしている新人スタッフの態度が反抗的だったケース	 など	 

２│事例研修を実施しているＢ歯科クリニック              
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	 Ｃ歯科医院では、職員一人ひとりが「優秀職員シート」を作成し、毎月発表しあう場を

設けています。	 

	 職員の中には、業務のすごく早い人、何でも知っている人、患者からの評判のよい人な

どがいます。それら優れている点を個人別にシートにまとめ、発表しあいます。	 

	 次に、優れていると発表された職員は、普段どのような努力をしているのかを、他の職

員に発表します。これにより、優れていると発表された職員は、嬉しく感じ、より努力を

しますし、コツを伝授された職員は、自分もやってみようということになり、相互に啓発

されるという善循環を生んでいます。	 

	 

■優秀職員シート	 

氏名	 医療知識	 処置・指導技術	 接	 遇	 クレーム対応	 ホウレンソウ	 

○○○○	 	 	 	 	 	 

○○○○	 	 	 	 	 	 

○○○○	 	 	 	 	 	 

○○○○	 	 	 	 	 	 

○○○○	 	 	 	 	 	 

○○○○	 	 	 	 	 	 

○○○○	 	 	 	 	 	 

・・・	 	 	 	 	 	 

	 

	 シートは、ジャンル別に細かく設定し、院長はスタッフ全員がどこかに該当するように

配慮しています。上記のシートでは、このほかに、院内・院外清掃、お年寄り・小児の対

応、観葉植物の管理等、ジャンルは多岐にわたります。	 

	 誰にでも優秀な点はありますので、シートのジャンルを工夫して、できるだけ全員がコ

ツを伝授できるように考慮することがポイントです。	 

	 

	 紹介した取り組み事例は、どれも多額な費用を必要とせず、かつ現場に即した取り組み

や研修であるため、高い効果が生まれたと思われます。戦力化というと、高いお金をかけ

た海外研修や外部研修への参加などに目が行きがちですが、少し視点を変えて、スタッフ

を巻き込んで検討することにより、自院に合ったより効果的な戦力化の方法が見つかるか

もしれません。

３│優秀職員シートを活用しているＣ歯科医院              
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