
『自信を持って自費診療を
お勧めできるようになる！！』

歯科衛生士のためのシルハ活用セミナー
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第一講座 患者様に「ほしい！」と言わせる話し方

第二講座 誰でも簡単に出来るシルハを活用した口腔衛生指導
“初診から導入まで”

第三講座 明日から使える！シルハ活用の為のコンテンツと
よくあるFAQのご紹介

セミナー資料



株式会社D.HIT

歯科衛生士 狩谷 悦子

患者さんに「ほしい！」と言わせる話し方



自己紹介

アパレルのお仕事

歯科衛生士免許取得

都内クリニックに勤務

フリーランスとして活動

臨床/教育/講師/その他

歯 科 助 手



狩谷のお仕事

臨床

育成

歯科衛生士の
キャリアトレーニング

月間個人売上：250～300万円

リコール率：90％/AVE

狩谷式DHトレーニングの講師として
歯科衛生士の育成を行っています。



こんなこと、ありませんか？

シルハ導入したよ！
みんなガンガン
提案してね！！

（あとは頼んだよ！）

いきなりそんなこと
言われても・・・
どのタイミングで？
そもそも話す時間ある？

・・・💧

またか



患者さんに

「ほしい！」と言わせる話し方

本日のテーマ

Dr.が突然新たな機材を導入してきても
成果を上げるには？



何から覚えたらいいんだろ
伝えなきゃならないこといっぱいありそう…
上手く会話できるかな
興味無さそうにされたらどうしよう

こういう口腔内の人に
このようにお話ししてみよう！

上手く伝わった！
次はどんな人に勧めてみようかな



テーマとポイント

ほしい！

やりたい‼

どうすれば
私たち（歯科衛生士）の提案に
患者さんが「やりたい」
と言ってくださるか？

ポイント

1あり方

ポイント

2話の型
（流れ）



患者さんの
ために

歯周
基本治療

TBIメインテ
ナンス

自費提案

在り方



在り方

口腔内の状態知りたい

今後も定期的に来たい

前向きな患者 後ろ向きな患者

痛いところだけでいい

早く終わらせたい



まず質問してみる

話を聴く準備をしてもらう

〇〇さんが
なぜ虫歯を繰り返してしまうか

というお話、聞いたことありますか？

痛いところだけくり返し治しても
また虫歯や歯周病になる
というのはご存じですか？



聴く態勢を整える

痛いところだけ治していてもダメですよ ！

ここが磨けていませんね

結論から言うと責められているように聞こえる

でも妹は磨いてないのに虫歯にならないけど・・・
歯医者で毎回歯磨き指導受けてるけど・・・

なんで私だけ？

痛いところを治したくて来たんですけど・・・



虫歯の原因菌は
ゼロにならないのはご存じですか？
痛みが解決した後は、増え続ける細菌を
定期的に減らす必要があるんですよ

磨き癖は誰にでもあるものですよ
自分でそれを把握できているかどうかと、
サボり癖が付かないようにする事が大切なんです

結論はむしろ患者さんに出してもらう

毎回歯磨き指導してもらうのも
メリットあるんだなぁ

だからいつも定期的クリーニングに来るよう言うのか…



話の型

独 自 性
患者の現状・疾患の把握とその伝達

問 題 提 起
フロスが使えない・服薬で唾液が少ない

解決策の提案
キシリトール製品・洗口剤などの提案

クロージング
今のあなたに必要なので使ってみませんか？

シルハを取り入れることで
よりあなたに合った
提案ができます

ポイント

（流れ）



独 自 性 問 題 提 起

解決策の提案 クロージング

✓PC不良（改善難しい）
✓高カリエスリスク

✓職業上常に食品摂取
✓歯磨きが習慣化しない

✓月に１～２回の来院

フッ化物 キシリトール＜

※一番負担が少ないもの

✓簡単・安価
✓キシリトール
効果の確認

※患者個別アピールポイント



患者さんがほしい医療サービスとは？

その患者さん個人に

一番いいもの



「いい」って？

この製品・治療は、

どんなサービスですか？

どんなことができますか？
それは私に必要ですか？

この患者さんにはどのように伝えれば
興味をひくことができるかな？

理解・興味

理由・メリット



CV

問題提起

CV
やはり〇〇さんは、
虫歯のリスクが高いですね

昔から歯が弱くて…虫歯家系なんです。
すぐ茶渋も付くし磨けてないのかしら

着色は、服薬されてるために
唾液が少ないのが主な原因ですから
仕方がないですよ
磨けてないわけじゃないですよ

あら、お薬で唾液が減るの？
唾液が少ないと着色するの？

原因は違うよ
『気付き』

患者さんが思う
『原因』



CV

CV

CV

CV

唾液が少ないと口腔内が乾燥しますからね
着色だけでなく、他の疾患とも
大きく関わっているんですよ
唾液検査で質も調べると、リスクに対する
具体的な予防策も提案できますよ

それなら
ぜひやってみたいです！

そうなのね
その検査は高いのかしら

いえいえ！
患者さんにも分かりやすい
簡易的なものですから
〇〇円でできますよ

提案

本当の原因
知りたいですか？

製品への
興味は出た

不安解消



やってはいけないこと

押し

惹く

メンテナンスが楽しみ・習慣化 メンテナンス頻度下げたい

〇

×



圧倒的に患者さんへの説明力が上がる！

『99％の衛生士が知らない！
自信を持って患者さんへ説明する秘訣』

第１講座

第２講座 『シルハの検査結果を
モチベーションアップにつなげる方法』診療編

第３講座 『シルハ検査結果
説明ツールのご案内とよくあるFAQのご紹介』

SillHa

歯科衛生士のためのシルハ活用無料セミナー（全3回）

昼の部 13：00～15：00

夜の部 19：00～21：00

所属歯科衛生士 上原 南美

所属歯科衛生士 中尾 麻里絵

アークレイマーケティング株式会社 ヘルスケアチーム

山本 朝子さん

Zoom配信

Vol.2

9月15日（水）



歯科衛生士のキャリアトレーニング

主語が“わたし”になった時、

なりたい自分に少し近づく。

▼歯科衛生士はこちら ▼院長/ドクターはこちら

無 料 相 談

1:1

狩谷塾(仮) NO°2

在宅/副業 キャリア支援

Coming soon



誰でも簡単にできるシルハを活用し
た口腔衛生指導

初診から導入編 歯科衛生士 中尾麻里絵



Profile

歯科助手歴８年

歯科衛生士歴８年

現在

都内クリニックに勤務

株式会社D.HIT所属

今まで３件の歯科医院に勤務



院長と約束したこと

かかりつけ強化診療所の申請
予防の導入



かかりつけ強化診療所
とは？

訪問診療を行っているなら申請
しやすい

保険点数が上がる

特にSPTの点数が上がる

歯科衛生士が活躍できる



歯科衛生士担当制の実現

予防の導入



その他【２年間】

・歯科衛生士インセンティブ制度の導入

（歯科衛生士自費診療全般、補綴、インプラ
ントなどのコンサルテーション）

・オフィスホワイトニングの導入

・感染管理

・スタッフ教育

・シルハの導入



すみっこにあるもの、、、

使ってない機械
使ってない材料



知っていますか？

医院理念

1. 口やその周りの組織は全身の一部であるという考えのもと
に不調の原因を究明

2. ５年、１０年、１５年後と振り返った時に良かったと思う
診療計画を立てる

3. 患者さまの考えやライフスタイルを練り込んだ診療計画を
立てる

4. かけても価値がない部位に対して無駄なお金をかけさせな
い

5. 必要な知識習得に対し、努力を惜しまずそれを継続する

6. 常に予防及び健康増進に努める



予防するとは？



病気を未然に
防ぐこと



Today’s topic

①私がシルハを活躍させようと思った理由

②シルハの導入方法

③目標の設定

④結果



行動に移せないのは、、、

忙しい

めんどくさい

人がいない



①私がシルハを活躍させようと
思った理由

・実践で患者さまとコミュニケーション
を学べる

・クリニックの売り上げアップ

・患者さま自身もリスクを知ることがで
きる



スキルを一定にする

TEAM WORK



クリニックの売り上げアップ

クリニックの売り上げがアップすると

・新しい機械が導入できる

・自分のお給料が上がる

・スタッフのやる気が出る

・患者さまへ自分のやりやすいように口腔衛生
指導ができる



患者さまへの
情報提供



②シルハ導入の方法

シルハを使用することをクリニック
全体で周知すること

患者さまへの周知方法を考える



クリニック全体で周知

受付さん
歯科助手
歯科衛生士
歯科医師



問診表への記載



問診表で【Yes】の患者さま

唾液を採取ユニットに
お通しして

主訴の問診
唾液検査の問診



問診表で【No】または相談したい

チャンスはまたある



院内掲示の強化

あとはホームページにも



③目標の設定

目標

患者さまとのコミュニケーション能力の
差がなく誰でも行えること

唾液検査数を増やすこと



コミュニケーション能力

何から話せば良い？

うまく説明しなきゃいけない

質問されたらどうする？



基本的なことのみ





コミュニケーションを楽しもう



きっかけを探しましょう

気がつくことで始まります



準備は万全に‼︎
パソコンの起動は？
プリンターは作動する？
シルハの手順は？



④結果

検査件数増加

費用

¥2,000＋TAX



スタッフ教育では



物販の販売促進



まとめ

クリニック全体、患者さまへ周知をさせること

カウンセリングシートを使ってスキルを一定にする
こと

準備を怠らないこと

諦めないこと



シルハの検査結果を
モチベーションアップへ繋げる方法

診療編
①シルハの結果の伝え方
②患者さまのモチベーションの上げ方
③治療中断させないようにするためには



Thank you



明日から使える！
シルハ活用の為のコンテンツと

よくあるFAQのご紹介

アークレイマーケティング株式会社 山本朝子

第三講座



唾液検査装置SillHa（シルハ）

✓ ６項目を同時に測定

✓ 簡単な操作

✓ レーダーチャート式の検査結果

むし歯菌・酸性度・緩衝能
白血球・タンパク質
アンモニア



✓ ６項目を同時に測定

✓ 簡単な操作

✓ レーダーチャート式の検査結果

①１０秒間のうがい ②試験紙へ滴下 ③装置へセット⇒５分間

唾液検査装置SillHa（シルハ）



✓ ６項目を同時に測定

✓ 簡単な操作

✓ レーダーチャート式
の検査結果

患者さんに
視覚的にわかりやすく
伝えることができる

唾液検査装置SillHa（シルハ）



唾液検査装置
お役立ちコンテンツ

SillHa（シルハ）

～紹介から検査まで～



紹介時 検査時

説明時



ポスター



リーフレット



シルハ案内用動画



患者向けシルハ紹介用



シルハ検査実施時



どこから取得できるの？

こちらのURL

またはQRコードへアクセス

９月１日１７時までダウンロード可！

https://arkrayoralhealthcare.com/0826sillhaseminarcontents/



よくあるFAQのご紹介



Q1

どのようなタイミングで

検査を紹介している施設が多いですか？



Q1

どのようなタイミングで

検査を紹介している施設が多いですか？

A．
予約受付時のTEL
初診カウンセリング時
治療終了後、予防プログラム説明時



患者さんへ検査を
どのように紹介したらいいですか？

Q2



患者さんへ検査を
どのように紹介したらいいですか？

Q2

A．
唾液は個々人で異なるもの
シルハで検査することによって

口腔内のリスクや傾向がわかります
○○さんに合った治療やセルフケアを

ご提案できるので、実施してみませんか？



ご清聴ありがとうございました


