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第一講座 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

第二講座 シルハの検査結果をモチベーションアップに繋げる方法
～診療編～
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『圧倒的に
患者さんへの説明力が上がる！』
歯科衛生士のためのシルハ活用セミナー
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セミナー資料



９９％の歯科衛生士が知らない！
自信を持って患者さんへ説明する秘訣

株式会社D.HIT所属歯科衛生士 上原 南美



自己紹介

• 上原 南美 うえはら みなみ

• 株式会社D.HIT所属歯科衛生士

• 歯科衛生士歴 8年目

• 第二種歯科感染管理者

• JAA協会認定アロマコーディネーター

• プラチナクレイピール（エステ事業）

• Instagramアカウント

＠mi_ _nami373_dh

• TikTokアカウント

＠minamin＿dh

ぜひフォローお願い致します！



本日の内容

•自信がないんです・・・はなぜ生まれるの？

•患者さんを観よう！

•患者さんはこんな歯科衛生士から聞きたい

•説明のコツ

•コミュニケーションのポイント



自信がないんですはなぜ生まれるの？

• 患者さんへの説明で自信がない、が生まれる理由

①そもそも知識量が足りない

②単に場数が足りない

③説明の内容の組み立てができていない

④説明する目的が不明確

⑤自分自身に否定的

⑥他人からどう思われるかを気にしている



自信をつけましょう！
①そもそも知識量が足りない

→インプット＋アウトプットを行いましょう！

病因論などは頭では理解していても話そうとすると言いたいことが

なんなのかわからなくなることも。

②単に場数が足りない

→失敗を恐れない。すぐに行動しましょう！

③説明の内容の組み立てができていない

→説明したい内容の大枠から結果の着地点までを決めます

シナリオを自分で書き出してみてください。



④説明する目的が不明確

→あなたが患者さんに説明したい目的はなんですか？

まず目標を明確にしましょう。

⑤自分自身に否定的

→自己受容、自己重要感

⑥他人からどう思われるか気にしている

→課題の分離



患者さんを観よう！

説明時のポイント

•患者さんを『診る』『視る』だけでなく『観る』

※説明に夢中になり患者さんが置いてけぼりに
なってしまうとただの知識披露会になってしまう

•なぜ？どうして？の思考を持つ



患者さんはこんな歯科衛生士から聞きたい

•どんなイメージ？？？

快活、聡明、清潔感、親近感、健康的、丁寧

• 信頼感・・・この人に任せて大丈夫かな？→NG

この人の言うことなら安心→GOOD

• どんな歯科衛生士なんだろう？興味、期待を持たせる

•健康美・・・メラビアンの法則



メラビアンの法則≠人は見た目が９割



最低限の見た目のマナーは大切
ただそれだけではなく心の健康が重要

自信を持ち説明できるようになるには？

⚫ 心身ともに美しく健康で在ること

⚫ 仕事を前向きに楽しむ力を持つこと

⚫ 探究心や向上心があること

⚫ インプットしアウトプットまでする行動力



説明のコツ

• 自己紹介をしましょう

• 患者さんの名前を呼びましょう

• 例え話が上手になりましょう

• 患者さんへも目的を明確にしましょう

• 堂々と振る舞いましょう

• テンションを合わせましょう



コミュニケーションのポイント

• 参考例

VAKモデル
米国NLP協会の代表システム

人のV（視覚）・A（聴覚）・K（身体感覚）はそ

れぞれ優位性がありどの感覚を強く感じるか人に

よって変わる

以下参考情報：株式会社こえラボ ポッドキャストステーションより



V・・・視覚優位のタイプの
特徴
•五感の中で視覚が優れているタイプ

•身振り手振りの動作が大きく、会話を視覚的に
表現しようとする

•考えるときに映像をイメージするため視線が上
にいきやすい

•口腔内写真を見せると黒いや歯並びや色など視
覚情報をいう傾向



Vタイプコミュニケーション
のポイント
•視覚情報⇨絵で理解するため図や表、アニメー
ションを使用し説明する

『見える』、『はっきりしている』などイメー
ジを描けるような表現をすると効果的

説明時は説明したい内容の写真、イラスト、ア
ニメーションに合わせた説明の仕方をすると喜
ばれる



A・・・聴覚優位タイプの特
徴
• 五感の中で聴覚が優位なタイプ

音の情報を中心として理解しているため理論的

『会話のテンポ』やリズムなどの表現を好んで使う

音を頭の中でイメージするため視線が左右に動きや
すい

PCRやEPPチャートを見せて説明すると響きやす
い傾向あり



Aタイプコミュニケーション
のポイント
•音を使用し情報を伝えること

擬音を利用し臨場感を伝えたり、数字などに興
味を持つ

聴覚優位なので明るくハキハキ話すこと

論理的に物事を考えるため理論や秩序を大切に
している



K・・・身体感覚優位のタイ
プの特徴
•身体感覚（体性感覚）が優れているタイプ

•実際に手で触れたり体で感じることで情報がイ
ンプットされやすい

•体感覚から言葉を発する（ギザギザ、ツルツル、
ベタベタetc.）

•話すのがゆっくりな傾向



Kタイプコミュニケーション
のポイント
•実際に体験してもらう

•体験を重視して伝える

•『感じる』『気になる』といった体感覚に関す
る言葉を使う

•気持ちゆっくりと話すようにする



タイプ分け診断

①コントローラー：人や物事を支配していく

◼ 行動的、野心的、エネルギッシュ
◼ 自分の思い通りに物事を行うことを好む
◼ 決断力があり、ペースが早い
◼ 人を寄せ付けない印象を与える
◼ 優しい感情を表すことが苦手で他者から怖がられる

③プロモーター：人や物事を促進していく
◼ アイデアが豊富で想像力がある
◼ 人と活気のあることをするのが好き
◼ 細かいことはあまり気に留めない
◼ 飽きっぽい
◼ よく話して、あまり聞かない

②アナライザー：分析や戦略を立てる

◼ 行動は慎重
◼ 物事に取り組むときデータを集め分析する
◼ 計画を立てることが好き
◼ 客観的、冷静
◼ 他人を批判することは好まない

④サポーター：全体を支持していく
◼ 人を援助することを好む
◼ 職場では協調性が高く、意欲もある
◼ 決断には時間がかかる
◼ 感情に基づいて判断する
◼ 他者の気持ちに敏感
◼ ノーと言えない

引用参考；日本NLP協会HPより



自信を持って説明できるようになるには

• 自分自身の『歯科衛生士』としての身だしなみ、振る舞いや

心身ともに健康で美しくあること

• どんな歯科衛生士なんだろうと興味、期待を持たれる人になる

• すぐにできることから行動をし目標を立て達成する

• T T P

•さもそうなった姿を想像し肯定的で前向きな言葉をかける

自分で自分を積極的かつ前向きにコントロールし
自信を持って患者さんに説明できる歯科衛生士となりま
しょう！



ご静聴ありがとうございました。

f i n



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 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



予防の導入

歯科衛生士担当制の実現



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



Today’s topic

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治療中断させないためには



①シルハの結果の伝え方

唾液検査カウンセリングシートを使う

結果は難しく考えない



基本的なことのみ



高リスク

話している言葉



高リスク



数が１でも注意
が必要



話している
言葉

高リスク



高リスク





リスクに沿った媒体を
選択する



クリニックで取
り扱いのある
商品を
入れられられる



②患者さまのモチベーションを
上げるには

信頼関係を築く

関心度に合わせる

一緒に考える



信頼関係を築くには

傾聴 ただきく

積極的な関心

共感的に聴く



傾聴の技法

・簡単受容→うなずく、あいづち、繰り返す

例）へえ、そうですか。なるほど〜

・感情への応答→感情的な表現を聞き取りそれを繰り返す

例）「〜が大変だったのよ」対して「それは大変でしたね」

・要約→長くなる話をすると混乱しがちな話を要約して

話し手がまとめて伝え返す

例）と言うことは要するに〜と言うことですね

・質問（開かれた質問）→はい、いいえで終わる質問ではなく
自由に回答できるような質問をする

例）〜はどう思いますか？



カクテルパーティ効果

自分の興味や関心のある話が耳に入ってく
ること

口腔衛生指導中に患者さまの名前を呼ぶこ
とは有効

注意事項

わざとらしくしないで会話の中で自然に入
れる

背後からではなくできるだけ正面側で行う



その人はハミガキに対し
て関心がありますか？

とりあえず磨き方
伝えれば良いと思って
いませんか？



関心度に合わせる

ハミガキ夜だけまたは朝だけ
→関心度低め

ハミガキ朝、夜１日２回
→関心度やや高め

ハミガキ朝、昼、夜1日３回 歯間ブラシ
なども使う
→関心度高め



一方的に話をしてい
ませんか？

「わかりました」
という言葉はその人の
本心ですか？



エビングハウスの忘却曲線
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高リスク





一緒にできることを考える

「生活習慣を見直してみよう」媒体で説明

ハミガキを長めにできるタイミングを考える

問題点→朝、夜はやっているが短く、夜は疲れて寝てしまう
時がある

改善点→朝だったらできるかも→朝長めにやっていただく

よく飲む飲み物から考える

問題点→コーヒー（砂糖入り）、りんごジュース、ファンタ、
麦茶

改善点→甘い飲み物を控えていただき、麦茶中心にするなど



③治療中断させないためには

歯科医師との連携は必須

患者さま自身に治療を選択していただく

治療へ移行しても放置しない



これ以上悪くさせないように

目先の点数、目先の治療で
良いですか？



歯科医師と連携は必須
他のスタッフも情報共有

診断はできなくてもレントゲンを見れた
り、口腔内の状態に気づくことは重要



治療中断を防ぐポイント

カウンセリングを行う

《内容》

リスク、費用、治療期間、保険or自由診
療などを説明

患者さまに選択してもらう→治療へ

→口腔衛生指導を挟む



チャートが
比べやすい

現在

過去



声かけする
ことは大切

治療へ移行しても気
にかける

不安はなこと

心配なこと

わからないこと



まとめ

シルハの結果はカウンセリングシートと媒体を使
うことにより伝えられる

コミュニケーションはまず信頼関係を築く

モチベーションアップは関心度に合わせて一緒に
できることを考える

治療中断させないためには声かけを行う



定期検診中のシルハの活用方法

定期検診編
①定期検診中のシルハの活用方法
②モチベーションの確認
③シルハと補綴カウンセリング

１０月６日（水）１３時/１８時



Thank  you



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

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



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

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

お役立ちコンテンツ

SillHa（シルハ）

～検査結果説明時～



紹介時 検査時

結果説明時



患者配布資料



患者さんオリジナルの資料へ…

◆ チェックを入れる

◆ マーカーを引く

✓

✓ ✓



患者向け説明資料①

酸性度とは…？



患者向け説明資料②

緩衝能とは…？



患者向け説明資料③

歯周病と
白血球・タンパク質
の関係とは…？



物販販促用資料①



物販販促用資料②

小児用



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２１日１７時までダウンロード可！

https://arkrayoralhealthcare.com/0915sillhaseminarcontents



よくあるFAQのご紹介



Q1

むし歯がある方なのに

むし歯菌が低い値で表示されました。

なぜですか？



Q1
むし歯がある方なのに
むし歯菌が低い値で表示されました。
なぜですか？

A．
むし歯菌：むし歯菌の代謝活性を反映

むし歯菌の代謝活性が低いのにむし歯ができた

⇒ むし歯菌の代謝活性が低くても

むし歯ができやすい口腔環境
※むし歯菌の代謝活性が高くなるともっと
むし歯になりやすい状態になるため十分なケアが必要！



所見では

歯ぐきに問題はない患者さんですが、

白血球の値が高く出ました。

なぜですか？

Q2



所見では歯ぐきに問題はない患者さんですが、
白血球の値が高く出ました。
なぜですか？

Q2

A．
白血球：主に歯ぐきの炎症を反映

ただし、

口腔内に炎症があれば白血球の値は高くなる
ex)口内炎・擦過傷・喉の炎症など



シルハユーザーのための
アフターフォローセミナー

◆ 医院様ごとに申込みできる
個別のセミナー ※最大5施設まで

◆ 平日10～16時 ※それ以外の時間は要相談

都合の良い時間で受講可能

◆ 患者説明時の理解も深まる
測定項目の詳細説明も実施中！

お申込みは
コチラのQRコード、
または
「シルハを知ろう会」で検索



ご清聴ありがとうございました


