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❶ スタッフ教育から始まる自費率向上 

❷ スタッフの意思統一を図る院内ミーティング 

❸ 自費率を高めるスタッフ研修の進め方 

❹ 場面を設定したスタッフ研修のポイント 
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 少子化や大都市部以外の人口減少による患者数自体の減少や、都市部では歯科医院の増

加による平均患者数の減少は続いています。 

 診療においては、治療の高度化・多様化が進み、高い専門性を求める患者層が増加し、

院長は歯科医師として、そして経営者として要求される水準が上がってきています。 

 その中でも特に、自由診療による自費率アップを、歯科医院経営の最優先課題に挙げて

いる院長が増加しています。 

 自費率アップを図るために「患者意識を変えましょう」というコンサルティングがあり

ますが、その前にスタッフの意識改革と質の向上を図る教育体制構築や院内ミーティング

による医院全体の意思統一を図る必要があります。 

 

 

 

 競合医院の増加と差別化による１件当たりの患者単価減少が進むなか、保険診療の他、

自由診療の比率アップを図ることが歯科医院の将来を左右するといっても過言ではありま

せん。 

 

医業収入 ＝ 患者数 × 診療単価  

上記の公式通り、患者数か診療単価のアップ、もしくはその双方のアップが医業収入の増

加につながります。平均患者数の減少が予測され、診療単価でも、診療報酬の抑制による

患者単価も下がる方向にあることは明白です。そのために、保険診療の他に自由診療への

取り組みを行い、医業収入を増加させることは必須となります。 

 当社調査でも、医業収入上位の歯科診療所では、自由診療収入が大幅に増加しています。

（調査対象 229 件の歯科医院 内訳 個人 172 件 医療法人 57 件） 

 

■医業収入 当社調査 上位 20％ 45 件               (単位：千円) 

 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 

医業収入合計 103,168 104,268 109,724 

保険診療収入 85,574 81,047 83,830 

自由診療収入 17,594 22,722 25,444 

 

スタッフ教育から始まる自費率向上 

１│自費率アップの必要性     
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■医業収入 当社調査 229 件                   (単位：千円) 

 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 

医業収入合計 49,945 54,286 56,010 

保険診療収入 42,125 45,759 46,618 

自由診療収入 7,820 8,527 9,392 

 

 自費率アップを図るためには、下記３要素への取り組みとなります。 

 

■自費率アップの３要素 

①患者、もしくは治療行為の数：新規・既存患者へのアプローチ件数の増加 

②自由診療への移行：判りやすく質の高い情報提供から自由診療への移行の引き上げ 

③自由診療単価：医療サービスの充実による単価の引き上げ 

  

 自費率アップは①既存患者への自由診療アプローチ件数を増加し、②正確で判りやすい

情報提供を行い、保険診療から自由診療への移行率を高め、③総合的な医療サービスの充

実による診療単価の引き上げを図る、というスタッフ全員の意思統一による行動が、結果

として表れます。 

 

 

 

 院長一人では自由診療の受注は増加できません。まずはスタッフ全員が自由診療のメリ

ットを理解していないと、患者には伝わりません。 

 歯科医師の次に歯科治療に従事しているはずの歯科衛生士ですら、「自由診療は利益を得

るための手法であり、通常の診療は保険診療で充分だ」と思っている方が多くいます。 

 患者からの聞き取りや説明するスタッフ自身が、より良い診療の選択肢に自由診療があ

る、と認識するよう院内で教育する必要が有ります。 

 スタッフの意識改革が進んでこそ自費率アップにつながります。 

 

 

 

 自費率アップの研修を強制的に行っても、スタッフの意識が自由診療の良さ、重要性を

認識していないと自費率アップにはつながりません。院長の診療方針の浸透と、自由診療

への取り組みと自費率アップの必要性を十分認識してもらうためにも、院内ミーティング

が必須となります。 

３│院内ミーティングの重要性     
 

２│自費率アップはスタッフ教育から     
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 但し、歯科医院は、土日診療や夜間診療のため、中々全員でのミーティングが行えませ

ん。診療後に全員が揃うということが無く、また、夜間診療実施の為、診療終了が遅くな

り、それからのミーティングは出来ない、という歯科医院は多く有ります。 

 ですが、歯科医院経営の改善と将来を決める大事なきっかけとなるミーティングと理解

し、休日出勤や時間外手当等を支払ってでも、診療後や休日に全員でミーティングを行う

必要が有ります。 

 

■ミーティング開催の阻害要因 

①歯科衛生士不足のため、パート職員を多く雇用し、シフト制で何とか対応している 

②経験者を採用しているので、通常診療に支障がない 

③すぐ結婚や出産で退職するのでミーティング開催の重要度が判らない 

④夜間や土日診療のため、ミーティング、教育、研修の時間が取れない 

⑤ミーティング方法が判らない 

 

 

 

 普段接している患者の考えていることを知り、歯科医療に対する意識の変革を促すこと

により自費率アップを図ります。 

 歯科医院に患者が希望することとしては、「夜間診療」「保険範囲の拡大」「待ち時間の短

縮」「診療回数の短縮」「治療内容の説明」などがあります。その中でも特に以下に示す３

つの要望が強くなってきています。 

 

■主な３つの患者側の要望と医院側の考え方 

①夜間診療は遅くまでやって欲しい 

 医院側からすると、夜遅くまで診療するとスタッフは疲弊していく。 

②保険で出来る治療の範囲を広げ、安く治療して欲しい 

 保険範囲内で良い治療が出来ればよいが、最先端の治療には保険が適用にならない 

 ことの方が多いという事実がある。 

③診療回数の短縮 

 主訴だけの対応よりも、全体的な提案をするとどうしても期間が長くなる。 

 

 ①は別として、残り２つの要望に対し、どう対応するかで自費率アップが図れます。院

内ミーティングでスタッフの意識改革を図り、研修によりスタッフが患者に対して、自由

診療への移行を自信を持って進めることで結果が出ます。 

４│自費率アップは患者要望の認識から     
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（１）自費率アップのためのミーティング 

 ミーティング開催の理由は様々あります。医療安全に関するミーティング、院内感染防

止対策、個人情報保護対策、医療ミス、連絡事項、シフトや体制の打合せ等、目的に合わ

せてミーティングは開催されます。 

 その中で自費率アップを目的とするミーティングには、段階があります。前章でも触れ

ましたが、長い時間を取ってのミーティングがしづらい歯科医院では、数回に別けて行う

ことになります。数回開催するにあたり、それぞれの会での目的を明確にし、スタッフ全

員に伝え、認識してもらうことが重要です。開催するだけではスタッフの意識は変わりま

せん。 

 

■自費率アップのミーティング項目 

①院長の自由診療に対する理念や考え方の浸透 

②歯科医院経営上における自由診療への取組の明確な理由 

③総患者数、総医療収入における自由診療の比率 

④患者にとっての自由診療のメリットとデメリット 

⑤自由診療の取り組みへの役割分担 

※初診時からカウンセリング、検査、結果から治療方法の選択（自由診療の勧め）、 

 治療計画の説明、治療、治療後のアフター（予防歯科へ） 

 という一連の流れと役割分担 

⑥スタッフ研修会開催の説明 

 

（２）ミーティング開催前の準備 

 ミーティングでは、院長が司会をし、一方的に院長１人が話をして終わり、という形が

一番多くみられます。この形態ではスタッフの意識は変わりませんし、当然自費率アップ

にはつながりません。 

 事前にミーティングの目的を伝え、役割分担し、各人に発表する準備を取らせます。 

 第１回ミーティング開催時は、院長が自由診療への取り組み理由や診療理念等、歯科医

院経営の実態、数字上の自由診療目標等の発表がありますが、必ずスタッフの意見や考え

スタッフの意思統一を図る院内ミーティング 

１│院内ミーティングの目的     
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方、疑問等の聞取りを行うことが大事になります。２回目以降は、事前に課題を課した発

表者からの説明と発表における質疑応答や感想等の意見交換を行うことになります。 

 

■第１回ミーティングの役割と開催時前の準備ポイント 

①議題の明確化（事前に伝える） 

②院長（歯科医師、経営者双方の立場で）の発表準備 

③司会や進行役の分担 

④発表者の選択と課題の提供 

⑤判りやすい資料の準備 

⑥長時間行うのではなく、90 分位のレジュメ作成 

 

■院長の発表時における留意ポイント 

 

 

 

（１）自費率アップミーティングの役割分担 

 院内ミーティングは、院長の発表の場ではありません。司会や進行役を作り、また、事

前に課題を与えた発表者を選択し、自分で調べた内容を発表させることが重要です。 

 自由診療に関しては、否定的な考え方を持っているスタッフがいるかもしれません。何

が患者にとってメリットとなり、デメリットには何があるかについても発表させることが

必要です。 

 

■自費率アップミーティングの役割分担 

①司会者もしくは進行役を選定（必ずスタッフにやらせる） 

②レジュメに沿った発表者の選択（院長を含む） 

・自由診療のメニュー説明（司会者） 

・自由診療の目的と患者側のメリット、デメリットについての発表者の選択 

・財務担当者(会計顧問先でも可)による自由診療収入や自費率の集計 

・参加予定スタッフに疑問点についての質問の準備をさせておく 

①院長の心から思っている｢経営への想い｣ 

②スタッフの気持ちと心を動かすためには、｢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 

２│院内ミーティングの役割分担     
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 院長は、調査に費やす時間が短くなるように、参考文献やインターネットサイトを用意

し、スタッフの負担を軽減してあげることです。また、スタッフ自身が調査し発表するこ

とで、自由診療に対する考え方が変化したり、理解が深まります。 

 

（２）自費率アップミーティングの開催 

 全員参加のミーティングの成功ポイントは、事前通知と各人の調査、レジュメ作成です。

段取りよく進めるため、スタッフの意識改革には、患者への説明にも似た、判りやすい言

葉と資料で発表を行い、スタッフに抱く疑問や不安を抱かせないで話すことのできる雰囲

気作りが必要です。 

 

■ミーティングのレジュメ 

①院長の自由診療への取り組み方針、診療理念の発表 

②財務担当者等から医院の経営状況、医療収入における保険診療と自由診療の収入と 

収入比率の発表 

③自由診療メニューの発表 

④各自由診療について、各担当者から診療内容等の発表(メリット、デメリットも) 

⑤質疑応答（疑問質問だけでなく、不安まで発表してもらう） 

⑥各人から感想の発表 

 

 

 

 自費率アップのミーティングの後、スタッフがどのように取り組んでいるか、その結果、

どのように経営上の数字に反映しているかを観察する必要があります。ミーティングや研

修を受けたからと言ってすぐに実行できるかどうかは別であるからです。 

 来院、カウンセリング、検査、自由診療か保険診療の選択、診療、という流れを決め、 

どの場面で自由診療を勧めるかの取り決めしておきます。 

 

■自由診療を勧める準備 

①カウンセリングを実施 

②検査後、再度カウンセリングを実施し、自由診療の情報提供を行う 

③目に訴えるツールの準備（自由診療メニュー、自費アルバム、料金表等） 

④待合室にも料金表や自費アルバム等を準備し、患者の目に留まるようにする 

⑤HP 等にも自由診療の情報を掲示する 

３│自費率アップミーティング後の院内観察     



歯科医院の自費率アップ 院内ミーティングとスタッフ教育 

 

歯科経営情報レポート 7

 

 

 

 

 

 

 自費率アップのためのスタッフ研修には、自由診療の治療行為の研修だけではありませ

ん。ミーティングで芽生えた自由診療への取り組み意欲をより具体的な形にし、どう患者

へ情報提供を行って自由診療を選択してもらうか、までが含まれます。 

 自由診療の知識、患者のメリットデメリット、患者へ勧めるトークの練習、カウンセリ

ング技術、患者の視覚へ訴える自由診療の説明書や料金表等の作成等、準備を含め、多々

行うことがあります。 

 

■自費率アップの研修項目 

①疾病に合った様々な自由診療内容 

②自由診療後の患者生活におけるメリット、デメリット 

③各メニューにおける料金表の作成と構成内容の把握 

④患者の保険診療、自由診療への意識と考え方 

⑤カウンセリング術：一方的な説明ではなく、会話による情報の聞き出しとツールを 

活用した説明手法 

⑥自由診療のセールストークの作成と練習 

⑦支払い方法の体制構築と説明練習：一括現金、ローン、クレジットカード（分割払い） 

⑧自由診療アルバム（視覚による効果が判る資料）の作成 

⑨自由診療の説明資料（治療ユニットでも判りやすく説明できる簡易版） 

⑩接遇研修による患者観察眼の育成（心理学とまではいかなくとも言葉使いや目線、表情から、 

患者の思いや感情、考えを何となくでも感じることができるように） 

 

 

 

 歯科医療の世界は文字通り日進月歩です。また、患者から求められる接遇マナーも年々

変化・向上してきています。入社して教えられていた基準が、今では足りず、もっと上の

対応が求められてきています。 

 基本の接遇や診療技術が向上していないと、より高度な自由診療への取り組みはおろか、

患者への情報提供や自由診療選択の勧めも出来ません。 

自費率を高めるスタッフ研修の進め方 

１│スタッフ研修の目的     

２│スタッフ研修の項目     
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（１）スタッフの意識を変える研修 

 いきなりスタッフの研修を始めるといっても、スタッフ自身の自覚がなければ、拒否す

る気持ちがほとんどを占めてしまいます。イヤイヤながらの研修では身に付くはずもなく、

とりあえず受講しただけで、患者への満足度向上にはつながりません。院内ミーティング

を行い、スタッフの共感を得られるように進めます。 

 

■研修の手順（実践研修の他、理論や明確な効果、スタッフの意識への訴え掛け） 

 

 

 

 

 

 

 

 患者満足度向上は、職場満足度の向上から始まる好循環となり、結果スタッフ自身に帰

結するということを理解してもらい、いつまでに行うという目標を設定します。 

 

（２）キャリアアップの段階 

 キャリアアップは、各個人に求めるのではなく、歯科診療所としての組織としてバック

アップすることが必要です。 

 

■キャリアアップ 

段階 研修 個別能力 

第一段階 

対象 新卒者もしくは

未経験者 

・新人研修 

・接遇研修 

・歯科治療知識研修 

・診療補助実践からの復習 

（１～３ヶ月）（10～12 ヶ月） 

・患者対応、チーム治療の確認 

第二段階 

対象 ２～３年目 

・２～３年目研修 

・ステップ上位の研修へ参加 

・資格取得への研修参加 

・診療補助実践からの復習 

・事例のまとめ 

・研修報告の準備 

・後輩指導、リーダーとは 

第三段階 

対象 ４～５年目 

・４～５年目研修 

・リーダー研修 

・院内研修発表者の研修 

・専門領域の理解 

・後輩指導、リーダー研修 

・院内研修発表会の開催 

・外部学会等の参加 

動機付け 

(患者もスタッフも) 

ギャップ(取組への気

持ち上の阻害要因) 

解決方法 

(患者に与える効果) 

価値(メリットと 

デメリットの理解) 

利益(患者にとって、 

医院や自分にとって) 
期限と日程(いつまで

に習得するか) 
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第四段階 

対象 中堅 
・中堅研修 

・トップリーダー研修 

・組織力発現研修 

・役割とモデルプラン作成 

（管理能力の研鑚） 

・リーダーシップ、対人関係能力の研

修及び発眼 

第五段階 

対象 管理者クラス 

・新任管理者研修 

・新人教育担当研修 

（実践研修） 

・スタッフの職場運営の推進力 

・組織管理能力、人材育成能力、問題

解決能力 

第六段階 

対象 マネージャー 

   エキスパート 

  スペシャリスト 

・経営感覚の習得 

・専門職としての教育指導 

・専門職としての個人能力熟成 

・組織管理者としての能力熟成 

・経営知識の習得 

 

 キャリアアップ体制は、医院が目標を与え、当人が自覚して取組み、その行動を管理し、

結果の評価まで、一貫して行うことが重要です。当人に任せっぱなし、又は医院から強制

でやらせるでは、満足度向上にはつながりません。スタッフのためにも患者のためにも、

コミュニケーションを取りながら進めることがポイントです。 

 

 

 

 研修を行うに当たっては、指示中心の指導ではスタッフの納得度が低いため、「コーチン

グ」の技法を活用し、研修を改善してスタッフの意識を高めることも重要です。また、目

標管理制度を導入することにより、業務遂行上不足している項目を明確にし、コーチング

をしながら目標達成に向けて取り組ませることも必要となります。 

 

■課題克服へのコーチングの活用 

●コーチングの活用…対話によって相手の自己実現や目標達成を図る技術 

●研修の改善…スタッフ全員の意見を引き出し、メンバー全体が自身から望んで 

取り組むという意識に変える 

●目標管理制度の導入…院長の経営方針に基づいて、個々のスタッフが年間目標を立て、 

進捗を管理する 

 

３│コーチング技法の活用による研修の実施     
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 スタッフ研修では、患者の気持ちを理解した上でどう対処するかを練習します。患者意

識は場面ごとに変ります。来院前、医院の玄関を入る時、受付時、待合室での待っている

時間、治療ユニットへ誘導されているとき、治療ユニットで待っている時間、X 線等の検

査時、歯科医師やスタッフによる説明を聞いている間など、治療中はもちろん、治療後や

会計時、医院から出ての帰り道、自宅、とそれぞれに気持ちは変化しています。 

 患者が、この歯科医院で治療してもらい良かった、と感じてもらうことが（患者満足度

の向上）できるような場面を想定した研修を行うことです。 

 

 

 

 患者が一番不安に感じているのは、受付時と診療を待っている時間と言われます。来院

し、受付をしてから待合室で待っている時間を有効に活用し、不安を解消できるような研

修を行うことがポイントです。 

 

■受付・待合室での応対研修項目 

●タイムリーなアイコンタクトと自然な笑顔でのあいさつ 

●保険証・診察券・問診票などの「物の授受の基本」の実践 

●その患者に合わせた会話を通したアイスブレイキング 

●居合わせた歯科医師・スタッフの関心を示す暖かな視線 

●全体的な清潔状態の質の高さ 

●ＢＧＭ・音量・室温・体調不全の患者への配慮 

●時間厳守の姿勢の表現 

●治療後のいたわりと健康志向へのアプローチ 

●心を込めたあいさつ 

 

 

 

 治療ユニットや X 線撮影の誘導時にも気配りは必要です。他の患者の治療をみて、また、

診察室内や消毒コーナー等をみて、患者は不安を募ります。この間にしっかりとした対応

ができるよう研修が必要です。 

場面を設定したスタッフ研修のポイント 

１│受付時の応対研修     

２│誘導時の応対研修     
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■誘導時の応対研修項目 

●治療ユニット・水まわり・床・テーブル・キャビネットの衛生状態・清潔感の確認 

●身だしなみの質の高さ 

●リラックスさせる優しく暖かな表情・態度・話し方 

●迷わせない治療ユニットまでの誘導・動線の確保 

●手荷物・上着への配慮 

 

 

 

 治療ユニットに着いた時が、患者が一番不安であり、緊張している時です。治療ユニッ

トサイドでの応対は、今まで受付やカウンセリング等で行った情報提供が活かされるか、

ダメにするか、という重大な場面です。自由診療を勧めて受け入れてもらうためにも細心

の注意を払い、節度ある応対が身につくような研修が必要です。 

 

■治療ユニットでの応対研修項目 

●礼儀正しいあいさつ 

●清潔感を与えるタイムリーなマスクとグローブの着脱 

●処置中の姿勢の良さ・言葉遣いと話し方のレベルの高さ 

●診療室全体の衛生状態・清潔感 

●アシスタントに気づいてもらえるよう、歯科医師による説明時の効果的な位置取り 

●院内の会話の円滑さとチーム医療としての信頼感 

●今回の治療内容と注意事項・次回の治療予定と今後の方向性への明確な意思統一 

●質問の有無の確認 

●いたわりを込めた待合室までの誘導 

 

  

 

（１）初診カウンセリング 

 初診カウンセリングは、基本的にすべてのスタッフが出来るように研修します。初診カ

ウンセリングはすべての来院者に実施するため、必要以上に時間をかけるのではなく、15

分程度で終るようにします。 

３│治療ユニットサイドでの応対研修     

４│院内カウンセリングの研修     
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■初診カウンセリングの流れ 

時期 初回・2 回目来院時 

説明内容 問診・雑談・医院コンセプト・診療の流れ・ルール・院長からのメッセージ 

を伝える資料により視覚へも訴える 

担当  スタッフ(コーディネーター) 

場所 カウンセリングルーム 

 

（２）治療ユニットサイドでの再診カウンセリング時の情報提供研修 

 セカンドカウンセリングでは、初回来院時の検査結果を伝えながら、治療部位はどのく

らいあり、どんな治療方法があるか？ 治療期間はどれくらい必要か？どれくらいの治療

費用がかかるか？を説明していきます。保険適用範囲内で治療を進めていくのか、必要に

応じて自費診療も取り入れていくのかを決定できるようにする必要があります。 

 

■セカンドカウンセリング時の流れ 

時期 初回来院時、検査終了後 ２回目来院時 

場所 治療ユニットサイドの情報提供 セカンドカウンセリング 

説明内容 ・状況説明 ・治療方法の決定 ・状況説明 ・治療方法の説明 

担当 スタッフ スタッフ(コーディネーター) 

場所 治療ユニット カウンセリングルーム 

提供資料 

・プレゼン資料、もしくはパンフレット 

・自由診療アルバム 

・料金表 

・プレゼン資料、もしくはパンフレット 

・治療行程表 

・自由診療アルバム 

・料金表 

ルール 

・アドバイス 

(よく選択される治療方法、自分ならど

うするか、メンテナンス、保証制度、寿

命＜歯と補綴物＞、他の患者事例) 

・アドバイス 

（疾病部位と状況説明、治療の流れ、複

数の治療方法の選択肢の提示） 

 

 自費率アップは、これらの研修がより具体的であるほど効果が出ます。患者役になる方

も、とりあえずという気持ちではなく、実際に自分が患者になった気持ちで応対すると、

患者の本当の気持ちや感情を理解できるようになります。 

 これらの研修は、繰り返し行っていくことが重要です。
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