
【新患数アップ】
医院名 タイトル ページ数 備考

県の講演がＨＩＴ！話題が話題を呼ぶ、足診希望の患者さん急増！！ １４
地域にもっと広めたい！新聞折り込み広告を出して見込み患者さん増加へ！ １６
恵まれた土地を利用して １８
商工会の健康診断（地元の健康への寄与とマーケティング） ２７
あなたは何人紹介できるか ３０
医院の外は未知の世界！ ３１
ブランディング強化策③本の出版 ４９
ブランディング強化策⑤かかりつけ歯科医機能強化型歯科医院リストへの掲載 ５０
ブランディング強化策⑥か強診の説明を通じての医院アピール ５１
可視化①２３台の監視カメラの設置 ５２
看板を充実させよう！ ５６
ランディングページを作ろう！ ５８

市川ビルさとう歯科医院 ＫｉＫｉデンタルの活用 ８０
歯科医師会を上手く医院経営に利用する ９７
紹介による新規患者を増やすために ９８

カナデ歯科 本気のＭＥＯ対策！ １２３
医）緑友会 黒岩歯科医院 ブロクでＳＥＯ対策！ １４１
ＣＬＯＶＥＲ ＤＥＮＴＡＬ 外部Ｗｅｂ担当と２７時間ルールでどんどん実践しよう！ １４８
コン デンタルクリニック 隠れ家的歯科医院からの脱却（視認性アップ） １７２
三恵歯科医院 地主さんをファンにする ２２９

インプラントのページをボリュームアップ ２３８
飲食業を経営している企業へプレゼンを行いました ２４３ ＰＤＦ

医）ＳＳＤＣ 静岡駅前歯科クリニック 目をひく！大きな壁面看板！！ ２７１
高師ほんごう歯科クリニック ばーばのお茶会で口コミ率アップ ３０８
たかはた歯科 医院のパンフレットを置いてもらおう！ ３１１

院内小児歯科セミナー開催！ ３３４
近隣の整形外科と提携！新患ＵＰにつなげよう！ ３３５
院内セミナー！妊婦さんへのちょっといい話☆ ３３６

医）彩優会 ティーズデンタルオフィス 初診パック導入開始！ ３４１
SEO対策　院内ブログ２０００文字投稿、全員で継続中！ ４２５
ストリートビュー＆グーグルページHP強化 ４３０

医）三方良歯 ヒデ歯科クリニック ママさん衛生士活躍！！院外講話開催 ４５７
藤井かおる歯科医院 外部リンク拡充およびリスティング広告の総括 ４６８
医）SmilanceCare ふれあいの丘デンタルクリニック 毎年更新して大きくなったハロウィンイベント ４７４

グーグルの口コミ依頼 ４８６
外看板をつけました ４８８
E-parkの改善 ４９０

医社）星谷歯科医院 効果的面！MEO対策をした結果 ５０６
医）まつい歯科クリニック 新患患者のマッピン ５１８
松尾歯科 チャイルドマインダーコラボセミナーで地域活性化 ５２１ ＰＤＦ
医）Ｇ・Ｄ・Ｃ 山口歯科クリニック パンフレット設置で新規集客 ５４１
医）美翔会 ゆいとぴあ歯科医院 院長院外講演で啓蒙活動 ５４５
りんご歯科医院 医院ブログのその後 ５６４

【患者数ＵＰ】
医院名 タイトル ページ数 備考

医社）輝未来 あべひろ総合歯科
１回のポスティングで３つの取り組み（時間変更＆かかりつけ再認識＆近隣新
院への布石） ２３

ＣＬＯＶＥＲ ＤＥＮＴＡＬ 情報発信は、ＦＢ、ｔｗｉｔｔｅｒからＬＩＮＥ＠へ １５０
コン デンタルクリニック 医院紹介動画 １７３
医社）アイアイ会 佐和歯科クリニック 佐和歯科の決意①～看板・名前変更～ ２１０
医）彩優会 ティーズデンタルオフィス 院内新聞をＨＰへ追加！ ３４３

母親教室・講座開設で０歳児から虫歯・不正咬合の予防 ４０５ ＰＤＦ
LINE＠解説しキッズイベント告知 ４０７

医社）星谷歯科医院 か強診をホームページでしっかりアピール！ ５００
松尾歯科 マタニティー歯科始めました！ ５２２ ＰＤＦ
矯正歯科みねた（ＤＶＤ会員様） 一番知りたいことは？患者さんの気持ちに添った手紙が作成できるように。 ５７５

【キャンセル率ダウン】
医院名 タイトル ページ数 備考
医）桜光会 あおば歯科クリニック キャンセル率ダウン計画 ４
医社）輝未来 あべひろ総合歯科 あなたは守れるか自分の口の健康を ２８

新患のキャンセル対策！事前ＴＥＬしよう ４０
抜髄後の説明用紙改善 ４２

医）三紲会 いしうら歯科医院 電話がけで無断キャンセル率ダウン ６２
生田駅前歯科クリニック キャンセルしない署名 １１３
さかえ歯科クリニック キャンセル率ダウンのための取り組み ２０３
医）三方良歯 ヒデ歯科クリニック キャンセルと中断患者様を分析しよう！！ ４６３
松尾歯科 宝箱でメンテ離脱率抑制！ ５２５
医）美翔会 ゆいとぴあ歯科医院 小児治療の質を安定させよう！ ５５３

医社）千仁会 ちだ歯科クリニック

医）スマイルクリエイト 根城よしだ歯科

フローラデンタルクリニック

医）スマイルクリエイト 根城よしだ歯科

医社）五十嵐歯科医院

医）あすなろ歯科

医社）輝未来 あべひろ総合歯科

医）ｉｘｉ イクシーファミリー歯科

イクティス歯科クリニック

医社）秀睦会 榎本歯科医院

歯科ミントクリニック



【自費率ＵＰ】
医院名 タイトル ページ数 備考
医)樹栄会 アクア歯科クリニック 自費ポスターの作成 ９
医）あすなろ歯科 患者さんと同じゴールを目指して、自費率ＵＰ！！ １５
医社）いとう歯科クリニック 自費リストを作る ８６

補綴コンサル・事前反対処理 ９４
大型補綴コンサルデータの蓄積 ９５

榎本デンタルクリニック 口腔内カメラで自費率アップ １０２
医社）ともしび会 ＭＦデンタルクリニック 事務所の設立 １０３
医社）ＣＯＺＹ おおた歯科診療室 メタルガイド、セラミックガイド＋クラスプガイド １１２

ホテコンペーパーで自費率ＵＰ １２０
世界一簡単なメタルフリー情報発信の導入 １２２

医）弘仁会 鴨居歯科医院 欠損歯セミナー開催しています！ １２８
ＣＬＯＶＥＲ ＤＥＮＴＡＬ セレック光学印象をスタッフができるようにするために １５９

ｉｐａｄで自費率アップ！ １６４
ステーキ３００ｇから生まれる３００万 １６８
初診カウンセリング改善 １７１ ＰＤＦ
メタルフリーのポスターを掲示して補綴コンサルにつなげる １７８
補綴小冊子の活用法 １８０

医社）信和会 齋藤歯科医院 自費の良さをみんなにシェア～自費感想文～ １９４
自費補綴物の装置数をカウントし、強味と伸ばすところを検討 ２００
毎朝のＴＣとのカンファレンスで教育＆自費率アップ ２０１
デンタルローンのポスター更新で契約率アップ！ ２０２
ＴＣ育成、ＤＡとＤＨで内容変えて研修 ２０５
佐和歯科の決意④～矯正本格導入～ ２１３
佐和歯科の決意⑤～院長自ら矯正患者に～ ２１４

三恵歯科医院 朝５分で自費率アップ ２２５
ジルコニア導入により医業収入アップ ２４０
リーフレットの改訂を行いました ２４１
ＨＰでオールセラミックの日割り金額を提示しました ２４４
院内ラボでジルコニアの補綴を製作できるようになり、症例集を作成しました ２４９ ＰＤＦ
自費感想文をユニットに設置！ ２５８
☆スタッフ補綴コンサルのためのマインドアップ☆ ２７２

新秋津・秋津駅前まつばら歯科 金属アレルギーで自費率アップ ２８２
たけお歯科 インプラントパンフレットの活用 ３１６
医）彩優会 ティーズデンタルオフィス 開院１０周年!自費１０％ＯＦＦキャンペーン♪ ３５０
等々力歯科室 自費率を上げる取り組み ３８６ ＰＤＦ

自費率低下回避の取り組み ４１３
TC矯正カウンセリング矯正無料相談はじめました ４１５ ＰＤＦ

医）三方良歯 ヒデ歯科クリニック 治療計画書の活用で満足度・自費率アップ！ ４５１
フローラデンタルクリニック USPの再考 ４７７
平和台ファミリー歯科 待合室動画作成 ４９３
医社）星谷歯科医院 リコール率アップからもう一歩。自費のPMTCへつなげよう ５０４
ますい歯科医院 総義歯治療の説明用資料を作りました ５１２
松尾歯科 3種の神器で自費率UP！ ５１９
三浦歯科医院 自費の説明はTCに ５２９

医）ＳＳＤＣ 静岡駅前歯科クリニック

医）スマイルクリエイト 根城よしだ歯科

カナデ歯科

医）スマイルコネクト 研歯科クリニック

コン デンタルクリニック

さかえ歯科クリニック

医社）アイアイ会 佐和歯科クリニック

歯科ミントクリニック

医社）秀睦会 榎本歯科医院



【患者満足度UP】
医院名 タイトル ページ数 備考

＜お・も・て・な・し＞強化作戦！ ２
院内新聞はじめました ５

医)樹栄会 アクア歯科クリニック スタッフ似顔絵つきお礼ハガキの作成 １０
医)荒井歯科医院 欠損補綴説明ツール活用 ３９
医社）五十嵐歯科医院 イベントの様子を待合室に飾りました♪ ４５
医）ｉｘｉ イクシーファミリー歯科 歯石のついた実物の抜去歯牙を用いた説明 ５４
市川ビルさとう歯科医院 ＳＰＴⅡの有効活用 ６８
医社）いとう歯科クリニック 自費メインテナンスの再再構築 ８７
医社）ＣＯＺＹ おおた歯科診療室 ワクワク子供が通いたくなる歯医者にしよう！ １０７

プレスリリース実践しました！ １２５
外来環・か強診を患者さんにＰＲ １２６
中学生向けの講話をしました １３２
プロジェクトの継続～スタッフ実践事例 １３３

コン デンタルクリニック ＨＰに滅菌ページを作成して安心・安全をアピール １７６
医社）信和会 齋藤歯科医院 ８０２０達成者を祝おう！ １９６
さわやか歯科クリニック 近隣のサロンでの口腔機能や清掃に関する指導 ２２１
歯科ミントクリニック ガチャガチャにあたりを入れました ２３７

マイクロスコープでの説明強化！ ２５５
訪問歯科での口腔ケア力アップ！ ２５７

シラカベ歯科医院 歯医者さんｄｅワークショップ初開催！！ ２７３
マタニティ歯科のパンフレット作成とホームページ掲載 ２７８ ＰＤＦ
子供練習カード ２７９
お子様向け予防歯科プロジェクト（ハピカくらぶ）の立ち上げと実践 ２８３
ハロウィーンイベント ２８７

新川通りデンタルクリニック 補綴コンサル早見表作製 ３０４
ディスポ化強化しました！ ３２１
患者さんからの目線で医院をきれいにしよう ３２３
感染症マニュアル＆歯科助手へ感染症の知識付け ３２４ ＰＤＦ
当院初の患者様向けセミナーの実施 ３３２
初診の患者様にキャンセル待ちの積極的なご案内 ３３３

医社）千仁会 ちだ歯科クリニック 小児向け衣装 ３３７
医）彩優会 ティーズデンタルオフィス アプリの導入！ ３４５

新人と一緒に受付の電話応対の質向上！ ３６９
軟らかい食事の提案（管理栄養士奮闘記）・・・歯科栄養１ ３７１
子供を引き付ける！小児２ｎｄカウンセリングスライド・・・歯科栄養３ ３７７
根城よしだ歯科KIDS小冊子作成しました！ ４１９ ＰＤＦ
院内新聞年4回発行！11年間継続 ４２１ ＰＤＦ
歯医者さんとなかよしに♡はじめの一歩のクリスマス会 ４３５
ヒデ歯科イベント②　歯医者さんで夏祭り ４３９
「か強診」のお知らせ ４６９
感謝の気持ち「ありがとう」を届けよう！ ４７１

医）藤心会 ふじた歯科クリニック CTを積極的に活用 ４７３
平和台ファミリー歯科 アンケートで患者満足度アップ ４９４

ご紹介ありがとうございます！お礼状＋歯ブラシプレゼント！！ ４９８
クリスマスコンサートで歯科受診の大切さを啓蒙！リコール予約もアップ ５０３

医）Ｇ・Ｄ・Ｃ 山口歯科クリニック 商工会議所の活用 ５４０
やまだデンタルクリニック 市販のマウスガードとカスタムメイドとの比較 ５４２
医）美翔会 ゆいとぴあ歯科医院 歯科をもっと身近に！サマーフェスタ２０１７ ５４９ ＰＤＦ
ゆうデンタルケア 移転に向けてのニュースレターの作成　第３報 ５５６

スマイルフェスタ　DHによる抜去歯をさまざまな飲料水に浸けた実験！！ ５６０
クリニック情報毎月お届け！YSCだより！！ ５６１

医）豊良会 モリヤデンタルオフィス（ＤＶＤ会員様） 蛍光ペンでわかりやすく ５７３
矯正歯科みねた（ＤＶＤ会員様） 患者説明の充実化！iPadを有効活用しよう！ ５７６

藤井かおる歯科医院

医社）星谷歯科医院

吉田歯科クリニック

新秋津・秋津駅前まつばら歯科

たけお歯科

たぼ歯科医院

等々力歯科室

医）スマイルクリエイト 根城よしだ歯科

医）三方良歯 ヒデ歯科クリニック

医）桜光会 あおば歯科クリニック

医）弘仁会 鴨居歯科医院

かわしま歯科医院

歯周病センター 山田歯科



【リコールUP】
医院名 タイトル ページ数 備考
市川ビルさとう歯科医院 リコールコンサル＆紹介を勧める取り組み ７８ ＰＤＦ
医社）秀睦会 榎本歯科医院 カウンセリング・コンサルに重点をおいた診療システム ９２

リコール率アップ（リコールアポイントに注力） １７４
リコールカウンセリング １８５ ＰＤＦ
１年分のリコール予約を取ってしまおう ２２２
終了時に予防パンフレットをお渡し、はがきを書いてもらう ２２４
”か強診”認定でメンテナンス強化 ４４１
みんなで取り組む！リコール中断させない管理！！ ４６１

医社）星谷歯科医院 担当DHと次回予約日とコメントを添えて ４９９

【採用改善】
医院名 タイトル ページ数 備考

ＵＳＰ全開！差別化を明確にして新卒３名の採用確保！ ２２
採用：分院の中途採用へ先行投資 ２４

伊熊歯科 つながりでスタッフ採用 ５９
医）三紲会 いしうら歯科医院 はじめての就職説明会 ６６

全力のおもてなし！ ６９
研修医ドクターの採用チャレンジ ７１
衛生士就職フェア！ ７３ ＰＤＦ
採用面接の改善 ８１ ＰＤＦ

医社）いとう歯科クリニック 求人募集 ８３
採用テストで素直さトラップ評価 １１８
親ブロックを回避せよ！ １１９

医）弘仁会 鴨居歯科医院 歯科衛生士学校のポスターを院内掲示しました！ １２７
ＤＨ採用～求人サイトは０！失敗事例 １３４
ＤＨを採用するならＨＰ？ １３６
歯科医師フェア初挑戦！収穫あり！ １４３
年上歯科医師の採用。採用までの取り組みまとめ １４５
学生からの意見を聞いて採用パンフレット作成 １５１ ＰＤＦ

コン デンタルクリニック 見学者対象のパンフレット作成 １８４
医社）信和会 齋藤歯科医院 衛生士見学時のプレゼンテーション １９１ ＰＤＦ
さかえ歯科クリニック 求人案内をホームページからダウンロード可能に ２０４
医社）アイアイ会 佐和歯科クリニック 本気の採用！！ ２０７

見学希望者に対して徹底的におもてなし ２３１
面接時に小学生レベルのテストを行う理由 ２３３
企業主導型保育園の申請を行いました ２３５
成果報酬型求人を放置しない ２４５
田舎の歯科医院が事務長を雇用して半年以上経過して得られた成果 ２５１
採用取り組み強化で、新卒ＤＨゲット！ ２５９ ＰＤＦ
歯科衛生士学校に挨拶に行ってきました！ ２６３
医院見学後に皆でランチを！？ ２９５
集団面接でチームビルディング！？ ２９７

医）Win-Win だいご歯科クリニック 歯科衛生士学校就職説明会に参加して参りました！！ ３０５
スタッフが居たくなる歯科医院づくり ３０９
団結力をつくりながら次のステップへ ３１０

たけお歯科 ＤＨ学校訪問による関係性の強化 ３１２
医）たなべ歯科・矯正歯科医院 歯科衛生士学校新卒求人プレゼンテーションその後！ ３３１
つぼい歯科医院 サプライズで実習生ゲット ３４０

今年の新卒ＤＨ求人活動について ３５４
今年も行くぞ！就職説明会！！ ３５７
採用大作戦☆パート１～Ｄｒ勉強会～ ３５９
採用大作戦☆パート２～採用動画撮影～ ３６０
管理栄養士さん採用に向けて全員で食育勉強！ ３６１ ＰＤＦ
生徒さんの”心”を掴む講話を目指して！ ３６３
事務スタッフの採用をしてから現在まで ３６６
新卒の管理栄養士採用へ☆ ３６７
採用から創る２０１８等々力歯科室 ３９０
院内就職説明会実施 ３９３ ＰＤＦ
媒体への求人広告の掲載とその背景 ３９８
保育士を求めて就職相談会への参加 ４００
研修医向け冊子作成！ ４２６ ＰＤＦ
母校へ成長報告をしました！ ４２８

伴場歯科医院 来年の就職内定者にハロウィンのお菓子を送りました ４３３
新規採用の工夫 ４６７
ハローワークおよび求人媒体の活用 ４７０

フローラデンタルクリニック 採用のために職場環境整備 ４８４
医社）星谷歯科医院 何が何でもDH採用を強化～歯科医院でも社宅を完備～ ５０２
松尾歯科 患者さんから新卒DH獲得！ ５２３ ＰＤＦ，動画
医）まほうつ会 みやかわ小児矯正歯科 説明会の成果！学生見学決定 ５３１
ゆうデンタルケア 見学に来たDHを歓迎するwelcomボードの設置 ５５７
吉田歯科クリニック 私の母校、歯科衛生士専門学校へ！！ ５６２
開業準備中（小松歯科クリニック） ドクターのつながり採用にむけて ５７１

等々力歯科室

医社）ＣＳＤＳ ななくに歯科

医）スマイルクリエイト 根城よしだ歯科

藤井かおる歯科医院

歯科ミントクリニック

医）ＳＳＤＣ 静岡駅前歯科クリニック

新浦安ブライト歯科

高師ほんごう歯科クリニック

デンタルオフィスユー

医）紀隆会 とどろき歯科医院

医社）輝未来 あべひろ総合歯科

市川ビルさとう歯科医院

カナデ歯科

かわしま歯科医院

ＣＬＯＶＥＲ ＤＥＮＴＡＬ

三恵歯科医院

コン デンタルクリニック

三恵歯科医院

医）三方良歯 ヒデ歯科クリニック



【スタッフ教育】
医院名 タイトル ページ数 備考
医）桜光会 あおば歯科クリニック スタッフ全員実践会セミナー参加！ １

就職フェア参加・動画作成 ３３ ＰＤＦ
院長面談 ３４
準備マニュアル作成 ３８ ＰＤＦ

医）三紲会 いしうら歯科医院 合同勉強会　受付編～はじめの一歩～ ６３
事務長の育成（中） ７５
新人教育改善！ ７６

医社）いとう歯科クリニック ＤＨ勉強会 ８２ ＰＤＦ
榎本デンタルクリニック ＭＴＧは大切です！ １０１
医社）ＣＯＺＹ おおた歯科診療室 １日ミーティングをパワーアップ １０９
医社）青葉会 かさはら歯科医院 コンサルを録画しロープレチェック！！ １１４
医）弘仁会 鴨居歯科医院 宿題提出日が開催日！鴨居歯科医院方針発表会！ １２９

３年間育成カリキュラムを始めました。そして、足りないところがあることに気づ
きました。 １５３ ＰＤＦ
夫婦経営セミナーからの組織図作り １５５
第１１回秋田子ども笑顔会議（ＬＩＦＥ ＳＨＩＦＴ） １５７ ＰＤＦ
だらだら終礼をスッキリと質の良いものに(^^)! １６５
「新人教育サポート」 １６７
スタッフが参加した実践会セミナーの院内シェア １８６ ＰＤＦ
スタッフケアシートを付けてマネジメント力アップ １８７ ＰＤＦ
ランチミーティング １８８
ヒヤリハット改め「改善リスト」で情報シェア １９５
通知表を渡して「評価していること」を伝えてみよう １９７
読書感想文発表 １９９
続・インプラントデビュー！ ２０８
半年間のあゆみ！評価制度へ！ ２１７
第２回佐和歯科プレゼン大会！ ２１８
新人衛生士練習物語！ ２２０ ＰＤＦ
自費を高めるための目標の立て方 ２２６
信頼感を高める個別面談のやり方 ２２７
読書ポイントで商品ゲット ２３２

歯科ミントクリニック 院内スタッフ向けに治療計画の症例集を作成しました ２４８ ＰＤＦ
新人教育マニュアル ２５２
豚骨で実践練習！！ ２５６

医）ＳＳＤＣ 静岡駅前歯科クリニック 動画マニュアルＱＲコード作成　ＹｏｕＴｕｂｅにＵＰ ２６９
しろくま歯科 スタッフみんなでカルテ入力しよう！！入力マニュアル作成 ２７５

来年の４月への準備！？ＤＨマニュアル作成 ２８８
ついに実現！！助手マニュアルを製本 ２９９
貸し出し用ノートパソコンの購入！ ３２９
講習会内容シェア会で勉強会の復習と知識の共有を！！ ３３０
新人ＴＣ育成！！ ３４７
テスト実施！～受付スタッフ編～ ３４８

等々力歯科室 医院全員の食生活管理も渡しの仕事です・・・歯科栄養２ ３７４ ＰＤＦ
医社）ＣＳＤＳ ななくに歯科 筆談の意味の再確認 ３９９

根城よしだ歯科電話対応マニュアルを作成！！ ４０９
職種ごとの新人カリキュラムで急成長 ４１６ ＰＤＦ
小児歯科マニュアル作成 ４１７ ＰＤＦ
ロープレテストで新人の成長の位置確認 ４２３ ＰＤＦ

パール歯科医院 勤務医としてできる新人スタッフ面談 ４３２
院内図書が出来ました！！全員で読書感想文を書こう！！ ４４５
まだまだ続く！！新人さんフォロー体制！！ ４５３

医）三方良歯 ヒデ歯科クリニック セミナーシェアで接遇学ぶ！！ ４５５
医）ヒロデンタルクリニック つたえたい！新人さんへ★ヒロデンタルクリニックの想い ４６５
藤井かおる歯科医院 受験や部活が忙しくて、メンテナンスができない高校生に向けた授業の開催 ４６６

勤務ドクターもオリエンテーションしました。 ４７９
３年目を迎えるスタッフのマネジメント ４８２
個人面談、全体MTGを習慣化しさらなるレベルアップへ！！ ４９５
全員でカルテ入力 ４９６

医社）星谷歯科医院 医局旅行２０１７ ５０８
医）幸陽会 間瀬デンタルクリニック 院内感染予防セミナー ５１５ ＰＤＦ
松尾歯科 オリエンテーションで新人育成！あり方教育！ ５２６ ＰＤＦ
みずき歯科クリニック 院長から理念説明 ５３０ ＰＤＦ

新人指導～指導マニュアルの作成～ ５３５
仕事の効率化を目指して ５３６
合同合宿を行いました ５３９
ゆいとぴあ発信！口福塾開催 ５４６
切磋琢磨！２院合同研修会 ５５１

ルアーナデンタルクリニック 院内ミーティング ５６６
開業準備中：後藤　卓也 初めてのファシリテーション ５６８
開業準備中（小松歯科クリニック） ドクター教育 ５７２
医）豊良会 モリヤデンタルオフィス（ＤＶＤ会員様） ベーシックDVD会員をスタッフ全員で頑張る ５７４

フローラデンタルクリニック

平和台ファミリー歯科

医）Ｇ・Ｄ・Ｃ 山口歯科クリニック

医）美翔会 ゆいとぴあ歯科医院

歯周病センター 山田歯科

新浦安ブライト歯科

立川デンタルクリニックすずき

医）彩優会 ティーズデンタルオフィス

医）スマイルクリエイト 根城よしだ歯科

医）三方良歯 ヒデ歯科クリニック

ＣＬＯＶＥＲ ＤＥＮＴＡＬ

医）スマイルコネクト 研歯科クリニック

コン デンタルクリニック

医社）信和会 齋藤歯科医院

医社）アイアイ会 佐和歯科クリニック

三恵歯科医院

医)荒井歯科医院

市川ビルさとう歯科医院



【仕組み化】
医院名 タイトル ページ数 備考
医）桜光会 あおば歯科クリニック イベントプロジェクト総編集 ７

新患リスト・セカンドコンサルの徹底 １１
鍵当番制度の廃止！ １３
本当に年間目標達成に近づいているのか！？自分自身の振り返りシートで来
期に活かす！ １７
国際標準機構（ＩＳＯ）取得！！ １９
成長を止めない！仕組み！スタッフ密着型！ ２０
目標数値突破の裏には、、個々で戦いながらみんなで一つに！！ ２１

医社）輝未来 あべひろ総合歯科 ３分クッキングではありません ２９
朝礼・昼ミーティング変更 ３５
受付ミーティング ３７
初診コンサルをわかりやすく！ ４１
いざという時に頼りになる！！非常勤歯科衛生士の採用 ４３
カルテ探しアプリの作成 ４６
伝言板アプリの作成 ４７

医）ｉｘｉ イクシーファミリー歯科 報酬型チーム制によるフラット型組織作り ５５
イクティス歯科クリニック カウンセリングを集計してみよう！ ５７

ファミリー患者・紹介患者の把握 ６０
ブラックボードの活用☆ ６１

医）三紲会 いしうら歯科医院 さくら歯科マニュアル作成 ６７ ＰＤＦ
強い組織作り！チーフ育成計画 ８８
ピンチはチャンス！副院長産休中のためＭＦＴトレーナーシステム完成 ８９
メンテナンス離脱、治療中断の防止策 ９０
初診レターシステム ９３

榎本デンタルクリニック チェックは大切 １００
コンサル内容変更 １０４
患者様を名前で呼ぶことの徹底 １０５
患者さんの特記事項を明確に！！ １０６
針刺し事故などの緊急マニュアル １１１
効果の大きい借り換えの技術 １１６
あなたはどっち派？繰り上げ返済の技術 １１７

かわしま歯科医院 落とせ技工・材料費 １３５
医社）友正会 クレイン歯科クリニック 診療時間変更 １３８
ＣＬＯＶＥＲ ＤＥＮＴＡＬ 目指せ３位入賞！実践事例ミーティング開始 １６１

新人院内イベント参加 １６３
これでバッチリ！インプラントアシストノート １６９
タイムキーパーの導入！診療後の片付けスピードＵＰ！ １７０
モニタースライドに動画を入れてアピール度アップ １８１
自費の保証書と保証率表 １８２
経営力向上計画の申請 １９２
マイナス金利活用 １９３
カルテ入力連携プレー！ ２０６
売り上げ・患者動向の傾向と対策！ ２０９
佐和歯科の決意②～か強診医院へ～ ２１１
佐和歯科の決意③～診療時間変更～ ２１２
チームで取り組むガチの実践事例！ ２１５

歯科ミントクリニック か強診の認可を取り、早速、活用しています ２５０ ＰＤＦ
初診時の名刺渡し ２５３
ＳＰＴ算定でキッチリ！ ２５４
ＬＩＮＥ＠導入！ ２６１ ＰＤＦ
幹部会始めました！ ２６５
無駄な経費を削減！！歯科材料を安く注文しよう！！ ２７６
みんなで早く帰ろう！！診療時間の短縮！！ ２７７
タイムカードを廃止。iPadで出退勤を ２９３
新患の来院理由を明確に！？治療計画アンケートの実施 ２９６
ＳＰＴⅠの実施（かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所へむけて） ３０６
お盆期間の医院実施 ３０７
ＭＴＧ改革 ３１４
オペマニュアル管理一新 ３１７
仕入れ先を検討してコスト削減しました！ ３２５
第二領域の時間の確保 ３２６

医社）育成会 中央歯科クリニック リライトカードの導入 ３３８
年間スケジュールの作成 ３４６
”母子分離”始めました☆彡 ３５２ ＰＤＦ

医）紀隆会 とどろき歯科医院 マニュアル作成大作戦（３） ３６８
インプラントオペ事前準備から最終補綴までの仕組み ３７９
術後説明強化による急患数ダウン ３８２
アポ帳上で患者特徴共有！アポ取りコントロール強化 ３８４
保険算定に強くなる！ ３９５

医社）ＣＳＤＳ ななくに歯科 １８：００以降の業務内容の仕組化 ３９７
ねぎし歯科クリニック 来年のイベントスケジュール決定！ ４０２
医）スマイルクリエイト 根城よしだ歯科 時間外労働の基準を明確にしました！！ ４０３

医院全体で取り組むベーシック ４４３ ＰＤＦ
初！！感染症マニュアルできました ４４７
司令塔で診療効率UP ４４９
目指せLINE友達５００！！！ ４５９

医）幸陽会 間瀬デンタルクリニック 電話応対マニュアルの作成 ５１６
玄関前ブラックボードの当番制 ５４３
診療時間の変更（試験期間実施） ５４４
就業規則作成 ５５８ ＰＤＦ
医院マニュアル作成　アシスト編 ５５９ ＰＤＦ

開業準備中：太田　彰 採用にプラスアルファ ５６７

医）彩優会 ティーズデンタルオフィス

等々力歯科室

医）三方良歯 ヒデ歯科クリニック

やまなか歯科クリニック

医）陽明会 ユナイトみよし歯科

歯周病センター 山田歯科

医）ＳＳＤＣ 静岡駅前歯科クリニック

しろくま歯科

新浦安ブライト歯科

医）Win-Win だいご歯科クリニック

たけお歯科

医社）ＣＯＺＹ おおた歯科診療室

カナデ歯科

医）スマイルコネクト 研歯科クリニック

コン デンタルクリニック

医社）信和会 齋藤歯科医院

医社）アイアイ会 佐和歯科クリニック

医)荒井歯科医院

医社）五十嵐歯科医院

伊熊歯科

いな歯科クリニック

医社）秀睦会 榎本歯科医院

医社）ともしび会 ＭＦデンタルクリニック

医)樹栄会 アクア歯科クリニック

医）あすなろ歯科



【モチベーションＵＰ】
医院名 タイトル ページ数 備考

ブラックボード多様活用☆ ３
頑張っているスタッフには表彰式をして褒めよう！ ６

医社）輝未来 あべひろ総合歯科 ９月「敬老の日」 １０月「２０１７あべひろハロウィンナイト」 ３２
医社）五十嵐歯科医院 サンキューカードでスタッフのモチベーションＵＰ！ ４４
医）ｉｘｉ イクシーファミリー歯科 イクシー卓球チームの創設 ５３

通話内容録音 ８４
給与明細に感謝の言葉 ８５

医社）ＣＯＺＹ おおた歯科診療室 院長のふるさと納税でスタッフにプレゼント １１０
医社）青葉会 かさはら歯科医院 入社式へ両親をご招待、新人スタッフへサプライズ☆ １１５

院長の「在り方ノート」の実践 １２１
わかりやすい「スタッフのため」の取り組み １２４
医院理念に添ったスタッフになろう！！ １３０
中堅スタッフ食事会 １３１

かわしま歯科医院 去年立願した１００の課題 １３７
医）緑友会 黒岩歯科医院 絶対続ける！モチベーションアップシート！ １３９
コン デンタルクリニック 読書感想文をコン　デンタルクリニックの文化に！ １７７

大入り・報奨金 １８９
ほめくじ １９０
情報共有～本院・分院メンバーでＢＢＱ＆芋煮会～ １９８

医社）アイアイ会 佐和歯科クリニック 佐和歯科初の運動会！ ２１６
ご褒美で目標設定を定着する ２２３
本当にスタッフのことが分かっているかテスト ２２８
試用期間が終わったら手紙を書いて感謝を伝える ２３０

歯科ミントクリニック 健康に気をつけ食事を見直しました（１週間、砂糖、塩を一切とりませんでした） ２４６
医）ＳＳＤＣ 静岡駅前歯科クリニック １０月１６日何の日か言いたい人～ ２６７
しろくま歯科 医院でパートナーを決めて月間目標 ２７４
新秋津・秋津駅前まつばら歯科 業務日報のラブメッセージ ２８０
たけお歯科 ノミュニケーション、ランチ面談の実施 ３２２

幹部スタッフとの食事会！！ ３２７
スタッフからのサプライズ体験 ３２８

つぼい歯科医院 衛生士学校の学生さんに追加説明！！ ３３９
医）彩優会 ティーズデンタルオフィス スタッフの親睦を深めよう♪ ３４９
デンタルオフィスユー 院長と５分間トーク ３５６
トーメイ歯科医院 大入り袋をスタッフに終礼時に渡す ３５８

ＤＨ３人で同じセミナーへ行き結束力ＵＰ！！ ３６２
目標達成！！皆で勝ち取ったハワイ旅行！ ３６４ ＰＤＦ

ねぎし歯科クリニック 院内卓球大会 ４０１
伴場歯科医院 新スタッフの採用 ４３４
医社）wisteria ふじさわ歯科クリニック 院長への態度を改める ４７２
フローラデンタルクリニック 採用内定者の徹底フォロー ４７５

ありがとう運動、名前を呼ぶ ４９２
新人スタッフの家族へ感謝 ４９７

ホワイト歯科よの 来季の大入り袋の設定をしました ５１０
松尾歯科 食事会でチームワーク向上！ ５２４

診療時間を１時間短縮 ５２７
人のためにつくす ５２８

医）まほうつ会 みやかわ小児矯正歯科 未来の歯科衛生士までの道のり ５３２
やまぎし歯科医院 趣味を持とう！ ５３４
医）Ｇ・Ｄ・Ｃ 山口歯科クリニック ゴリゴリコンテスト開催！ ５３８
りんご歯科医院 症例発表 ５６３
ルアーナデンタルクリニック 実践会ベーシックコースを受講して ５６５
開業準備中：後藤　卓也 ダイエットの成功～健康が全てではないが、健康を失うと全てを失う～ ５７０

医）紀隆会 とどろき歯科医院

平和台ファミリー歯科

三浦歯科医院

医社）いとう歯科クリニック

カナデ歯科

医）弘仁会 鴨居歯科医院

医社）信和会 齋藤歯科医院

三恵歯科医院

立川デンタルクリニックすずき

医）桜光会 あおば歯科クリニック


