
AI 時代突入の今こそ、歯科助手であるあなたが活躍する出番です！
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一般社団法人日本歯科人財開発アカデミー代表理事／
PAS（日本歯科プロアシスタントスクール）校長／院
長塾主宰／パーソナルコーチ（国際コーチ連盟 (ICF)
認定プログラム修了）／全米 NLP 協会認定 NLP マ
スター。2020 年現在約 3,000 名を超えるデンタルス
タッフへあり方教育を提供。全国に現役歯科スタッフ
による認定講師が 40 名を超える。

さわいずみ・なみこ

著 者

VOICE 多方面で活躍している歯科助手を数多く本書で紹介しています！

歯科助手でありな
がら予防の重要性
を伝える定光祐美
さん（東京都・山下
スマイル歯科勤務）

４人の子育てをし
ながら、歯科助手
育成に携わる佐藤
千鶴さん（北海道・
さいわいデンタルク
リニック勤務）

患者さんの本音を
引き出す凄腕カウ
ンセラー阿部礼さ
ん（埼玉県・いいや
ま歯科医院勤務）

まさに院長の右腕
となり、診療以外
のすべてのプロ、
山﨑ひろ絵さん
（愛知県・ひろいし歯
科クリニック勤務）

SNS をフルに活
用して患者さんの
ファンづくりを行
う佐藤利納さん
（北海道・竹田歯科ク
リニック勤務）

副院長として歯科
医院全体を広くサ
ポートする吉田斐
さん（埼玉県・木村
歯科医院勤務）

元ギャルから転身
を果たし認定講師
となった眞島亜美
さん（新潟県・新潟
聖籠病院勤務）

新時代に歯科助手が
活かせるスキルを

５本の動画で紹介！

　いま、なぜ歯科助手なのか。人工知能（AI）の急速
な発展により、AIと共存共栄を図る時代になってき

た。3,000 名以上のデンタルスタッフ育成に携わって

きた著者は語る。「新時代に突入し、歯科医院がAIと

共存共栄するためには、よりホスピタリティーのある

対応が求められる」と。

　そこで、歯科医院の中で唯一、特別な資格を持たな

い反面、多くの可能性を秘めている歯科助手に光をあ

て、新時代に歯科助手が活かせるスキルを、ギュッと

動画にも凝縮し、紹介する。

内容紹介
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歯科助手のスキルＵＰにつながる

便利な患者さん対応チェック&行動実践シートつき！

　患者さんの話を“きちんと”聴いていますか？　ここでは、「聴く」ための基本的なスキルが
できているかチェックし、あなたも聴き上手を目指しましょう！　＊コピーしてご活用ください。

◆歯科助手実践①：「聴く」チェックシート

チェックリスト チェックポイント 点数

①アイコンタクト 目を使っているか？
相手と目を合わせているか？

②うなづき 首を上下に振れているか？

③あいづち 声を出して合いの手を打っているか？
「はい」「そうですね」「なるほど」etc.

④ペーシング 相手のペースに合わせて聴いているか？

⑤ミラーリング 相手の動作を少し取り入れて
まねしているか？

⑥共感 その場に合う共感の言葉がけができているか？
（感情の強弱ができているか？）

⑦質問 興味をもって相手に質問をしているか？

⑧ Lビーム 好感度が高く、温かく優しい雰囲気が
出せているか？

⑨４つの愛 愛顔・愛声・愛心・愛姿が表現できているか？

チェックした人からの
愛のフィードバック
氏名

　どんなに美しい接遇でも感謝の気持ちや愛がともなっていなければ、相手には伝わりません。
これまでの自分の振る舞いを見直し、接遇スキルを磨きましょう！＊コピーしてご活用ください。

◆歯科助手実践②：患者さん対応チェックシート

チェックリスト チェックポイント 点数

①愛顔 マスクをしていても伝わる笑顔、
歯番の 8番から 8番の笑顔をしているか？

②愛声 間と抑揚、放物線を描くように声を出しているか？

③愛姿 「信頼」してもらえる外見。
清潔感・姿勢・メイク・髪型しているか？

④愛心 感謝の心を込めた対応をしているか？

⑤全身を使って聴く うなづきやあいづちを体を使って行っているか？

⑥アイメッセージ 自分の感じた気持ちを言葉にして伝えているか？

⑦お名前を呼ぶ 患者さんのお名前をしっかり覚えて
必ずお名前でお呼びしているか？

⑧感謝・お礼 患者さんひとりに対して
「ありがとうございます」を2回以上伝えているか？

⑨ Lビーム 言葉にしなくても伝わる愛と感謝の表情や
雰囲気が出せているか？

チェックした人からの
愛のフィードバック
氏名
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聴くスキル&接遇スキルがで
きているかチェックシートを
活用し、日頃の振る舞いを見
直しましょう♥

２ ふんわりやわらかく素直であれ！
→反対は「頑固」。

３ 人と比べない！
→比べるなら昨日までの自分と。

４ L ビーム炸裂！
→愛と感謝を空気感やオーラで表しま
しょう。

５ 全身で「聴く」
→相手の声なき声に耳を傾けましょう。

６ 返事は「ハイ」ではなく「ハイッ !!」
→小さな「ツ」をつけて歯切れよく。

７ 仲間・院長・そして組織を勝たせる
→一人勝ちではなくチーム勝ちを！

８「患者さんをしあわせにする！」が
ミッション
→仕事をミッションととらえましょう。

９ ４つの愛（愛顔・愛声・愛心・愛姿）
を実践！
→愛のある好感度が高い人のまわりに
は同じ波動の人が集まります。

10 頼まれごとは試されごと！
依頼されたことに感謝の気持ちを！
→頼まれごとは大喜びで引き受けま
しょう！「喜んでお任せください！」と。

歯科助
手心得

➊

歯科助
手心得

➋

歯科助
手心得

➌

２ 相手を勝たせる
→自分よりまず先に相手を勝たせてみ
ましょう。

３ 仲間をひとりにしない
→ひとりになっている仲間はいません
か？　周囲をよく見てみましょう。

４ 自分を超える
→昨日までの自分を 0.1 ミリでいいの
で超えていきましょう。

５ シェアする
→気持ちを伝え合いましょう。

６ 弱み開示・相互サポート
→自分の弱さを出すと助けてもらえま
す。あなたも誰かの弱さをサポートし
てあげてください。

７ ハッピーハッピーハッピー
→組織、患者さん、自分の三者のハッ
ピーの交差点を大事にしてください。

８ 責め心ゼロ
→誰かを責める気持ちがないか？　常
に確認しましょう。

９ 愛と感謝
→木（心）の根っこにあるのは、愛と
感謝です。

10 すべて自分事
→自分が直接かかわっていないことで
も、組織で起こることは自分事として
とらえましょう。

歯科助
手心得

➍

チームづくり
4 4 4 4 4 4

の10か条

１ やると決める
→思いは磁石。現実は鏡。やると決め
たら現実が決めた通りになります。

仕事
4 4

が楽しくなる10か条

１ 職場は自分を磨き、美しくなる場！
→お金をいただきながら自分がきれい
になります。人は人で磨かれるから。

２「与える」ことの歓びを！
→与えると同時に与えられています。
恩贈りをしましょう。

３ 両親・ご先祖様に感謝する
→毎日両親・ご先祖様に「ありがとう」
を伝えよう。

４ 自分の人生の主役は「自分」である
→自分にスポットライトを当ててくだ
さい。我慢しすぎず、気持ちを大切に。

５ トイレ・玄関・水回りをピカピカに！
→毎日感謝して、お掃除しましょう！

６ 嫌いな人はギフト
→人は鏡。自分の内面がその人に投影
されています。自分を見直すチャンス！

７ 大声で笑う！　大笑いをする！
→明朗であること、すると人生を明る
く導きます！

８「おいしい！」と、声を出して言う
→食事は感謝そのもの。大地の恵み、
生産者、作り手すべてに感謝を込めて。

９ 自分の心の声を「聴く」
→自分の感情を大切にしましょう。

10 すべてがちょうどいい
→人、モノ、環境すべてがベストなタ
イミングで、自分を成長させるために
出逢えます。

人生
4 4

が楽しくなる10か条

１「ありがとう」を１日 50回以上言う
→「ありがとう」のシャワーを自分の
根っこへ注ぎましょう。

　学びをさらに加速させるための一番の方法は「行動」です。ここでは、仕事、人生、お金、チー
ムワークすべてがハッピーになる心得をまとめました。ぜひ今日から実践してみてください！

◆ハッピーな歯科助手になるための心得

２ 人のために尽くす
→寄付やボランティアをたくさんしま
しょう。

３ 明るく楽しく循環させる！
→お金は暗くてジメジメが嫌い！

４ 与える側になる
→与えたほうがしあわせ。大切な人に
手土産を買ったりギフトをしましょう。

５「ありがとう」を口癖に
→感謝グセのある人のところにお金は
やってきます。

６ 自分の価値を上げる
→お金をもらう十分な価値のある私に
なりましょう。

７ 自信を持つ
→「自分なんて……」から「自分でも
いい！　自分がいい！　自分だからこ
そいい！」と自信を持ちましょう！

８ 怒る・愚痴る・妬むの負のエネルギー
から解放する
→負のエネルギーはお金を遠ざけます。

お金
4 4

に愛される８か条

１ 喜んで使う
→ケチケチせず、お金を使ったら感謝
を味わいましょう！
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歯科助手がハッピーになるた
めの心得を身につけておく
と、円滑な人間関係を築くこ
とができます♥

　このワークはオフィスウエーブが人財育成定着にかかわり、25 年間の実績をもとに研究開発
したプログラムです。組織のチームワークおよび各人の内発的モチベーションづくりの成功事例
を多く生み出しました。本書で書かれていることを組織全体で体感できるワークです。

◆愛＆ I ワーク（統合のワーク）※院長先生・教育担当者と共有してください

	 	 チームの土台を作る～「承認」を通じてモチベーションアップ～

このワークで学べること、身に付けられること
➊他者承認	 	 ➋自己承認	 	 ➌愛と感謝	
➍美点凝視	 	 ➎好意を受け取る	 ➏アイメッセージ（気持ちを伝える）
➐仲間への思いやり	 ➑ L ビーム	 	 ❾チームビルディング

１. スタッフ全員で円になり座って、スタートの方を決めてください。

２．ワークの説明を行います。

（説明）隣の人へ愛と感謝を伝えます。
①Aさんからスタートし、
Bさんへ愛と感謝を伝えます。
例「Bさん、いつもありがとうございます。とても感謝しています」
（他に感謝していること、その方の良いところを伝えてください）
例）良いところは、内面の良さを伝えてください。
難しかったら、外面の良さでもOKです！

内面：人間性、優しさ、思いやり、明るさ、心づかい、
　　　ユーモア、誠実さなど
外面：字がキレイ、おしゃれ、仕事が早いなど

②Bさんは、その言葉を受け取り、アイメッセージを伝えます。
例１「Aさん、ありがとうございます。とっても嬉しいです」☜ストロークのキャッチ。
例２「Aさんにそのように言ってもらえて励みになりました」☜アイメッセージ
	 	 	 	 	 	 	 　　（自分の気持ちを伝える）

③この流れで１周してください。

●月に一度、実施しましょう。
●逆回りや並び順を変えてみましょう。
●感想を伝え合いましょう（このワークの感想シートを活用ください）。

ワークの目的

ワークの流れ

スタッフ
A

スタッフ
B

スタッフ
C

スタッフ
D

スタッフ
E

１週間目 ２週間目 ３週間目 ４週間目 １か月の振り返り

①

②

③

１か月間の総評

　あなたが愛＆ I ワークで伝えられてうれしかった項目をさらに伸ばしていきましょう。
①あなたが仕事をしていてワクワク、イキイキすることは何ですか？
②院長先生や周囲に感謝したいことは何ですか？
③仲間のために自分ができることは何ですか？
３つの項目を決めて、書きましょう。
決めたことを意識して取り組むことで、新たな気づきを得ることができます。

◆愛＆アイメッセージ行動実践シート

※①②③を記入してください。
※１週間ごとに振り返り、気づきや実践した記録を残しましょう。
※４週間終了後に各項目の総評を記入し、１か月を振り返りましょう。
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働く仲間とのチームワーク	
は何より大事。全員参加型	
のワークショップを通じて、
組織力を強化しま
しょう♥
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支店・営業所

●貴院名

冊注文します。

き り と り 線

モリタ商品コード：208040753

●ご指定歯科商店

※ご記入いただいた個人情報は、弊社の新刊案内、講演会等の案内に利用させていただきます。
※ご指定歯科商店がない場合は送料をいただき、代金引換宅配便でお送り致します。

生まれ変わっても歯科助手になりたい ようこそ歯科業界へ！　歯科で働く歓びがわかる本
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