
第3回 予防歯科普及講演会

お問い合わせ、お申し込みは 一般社団法人 予防歯科協会
〒760-0073 香川県高松市栗林町1丁目18番30号 みどり栗林ビル

TEL：087-834-0085
FAX:087-832-2589　担当：太田

主催：一般社団法人  予防歯科協会

先生のみならず衛生士の皆様もぜひご参加下さい。

日　時

リピート率98%！年間10,000人以上が継続して訪れる定期健診！
３０年の実績と再現性のある確かな予防歯科システム

令和元年7月15日（月・祝） ●13：30～17：00（受付開始13：00）
会　場 CIVI研修センター日本橋 ●TEL：03-5298-1810

●〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-1-6 クアトロ室町ビル4-6F

費　用 30,000円（税込）
（予防歯科協会会員は5,000円（税込））

●お二人目以降、10,000円（税込）となります。

最寄駅 ●JR山手線「神田」駅徒歩3分 ●JR総武本線「新日本橋」駅徒歩2分
●東京メトロ銀座線「三越前」駅徒歩2分 ●東京メトロ半蔵門線「三越前」駅徒歩2分

定員250名
先着順

お申込・ご入金締切日
令和元年
７月10日水

第1部

第2部
講師

一般社団法人予防歯科協会ごあいさつ
（事業説明）
一般社団法人予防歯科協会 代表理事 髙橋 翔太

第3部「マーケティングのプロから見た 予防歯科強化のポイント」

「本当の意味で楽になれる
 予防歯科の医院作り（理論編）」
医療法人社団しん治歯科医院 院長 髙橋 伸治
定期健診に年間10,000人が訪れ、リピート率は現在98%以上！

講師 一般社団法人予防歯科協会 理事 清水 昭彦

第4部「歯科医院スタッフのエンゲージメント（仕事への熱意） を高める『あした式』人事評価制度とは」
登壇者 株式会社あしたのチーム 営業本部マネージャー 多田羅 匡俊

講

演

内

容

□読めない売上、定着しないスタッフ、様々なストレスから解放される歯科医
院経営とは！？

□今までのやり方に「ある方法」を加えるだけ。1ユニットあたり月間100万
円以上の利益獲得！？

□スタッフの役割分担を見直すだけで、衛生士の定着率がグッとアップする！？
□歯科医院の「真の顧客」とは！？見逃していませんか！？
□そもそも「予防」って治療？医院で「予防」っておかしくないですか！？

1990年香川県高松市牟礼町に「しん治歯科医院」を診療台3台で開業。この時期から予
防を目的とした定期健診の効果に着目し、お子様向けの定期健診プログラム「カムカム
クラブ」を開始。医院の規模を少しずつ拡大し2016年、診療台15台の医院として移転開
業。現在では定期健診で訪れる患者は年間10,000人。スタッフは2019年現在、歯科医
師：7名（うち１名非常勤）、歯科衛生士：18名、歯科助手・受付：11名（うち2名非常勤）、歯科
技工士：3名という体制を構築。「健康な人が訪れる歯科医院」をテーマに、お子様から大
人、そしてお年寄りまで、様々なアプローチでお口の健康づくりをサポ一卜している。
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リピート率

98%以上!

一般社団法人 予防歯科
協会

お申し込みは裏面のFAX申込書又は、お電話・
メールにてお申し込みください。

本当の意味で楽になれる

予防歯科の医院作り
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参加お申込用紙

【備考欄】質問などございましたらご記入ください。また参加者が2名以上の場合もこちらにご記入ください。
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【個人情報に関する取り扱いについて】
1.申込用紙に記載されたお客様の情報はセミナーのご案内といった、一般社団法人予防歯科協会の営業活動やアンケート等に使用することがあります（ご案内は代表者様宛にお送りすることがあり
ます）。法令で定める場合の他、お客様の承諾無しに他の目的に使用いたしません。　2.セミナーご案内時に頂きました、個人情報等（住所・貴社名・部署・役職・ご担当者氏名）を一般社団法人予防
歯科協会が個人情報の管理について事前に調査し、安全と認められた上で契約したダイレクトメール発送代行会社等に発送データとして預託することがございます。　3.セミナー会場では、後方より
お客様のお顔ができるだけ分からないような方法で写真・ビデオの撮影を行う場合がございます。　4.お客様の個人情報に関する開示、訂正、追加、停止又は削除につきましては、弊社個人情報管理
チーム（TEL：087-834-0085） までご連絡下さい。 【個人情報に関するお問い合わせ】　担当 清水（TEL：087-834-0085）

一般社団法人予防歯科協会

お電話・メールでも受付いたしております。　●TEL：087-834-0085　●E-mail：info@yobo-shika.org

TEL：087-834-0085 平日9：30～18：00 FAX：087-832-2589 24時間受付中

FAX：087-832-2589

E-mail：info@yobo-shika.org

FAX
（担当：太田行）本紙に必要事項をご記入の上

FAXにてお申込みください
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（理論編）
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お問い
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※お席は十分な数をご用意致しておりますが、万が一満席の場合はお申し込み先着順とさせて頂きますので、できるだけお早めにお申し込み下さい。お
振込み完了をもって受付とさせていただきます。お申込み用紙を送付後、下記口座へお振込みください。尚、大変申し訳ございませんが、振込手数料は
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【振込口座】百十四銀行（173）　高松支店（201）　普通　1440543　シヤ）ヨボウシカキヨウカイ

本当の意味で楽になれる予防歯科の医院作り

第第第3333
講演内容

❶定期健診リピート率は何％で安心？80％と
95％で来院者数は4倍の差に！？
❷治療（保険診療）と定期健診、1時間あたり
の点数が多いのはどっち？
❸非担当制・ノルマ無しなのにDHが安定して
収益を作ってくれる仕組み
❹「予約表が勝手に埋まる」ストレスフリーな
運営
❺特別な人や設備に依存しない再現性のある
予防医院作り

第2部「本当の意味で楽になれる
 予防歯科の医院作り（理論編）」
医療法人社団しん治歯科医院 院長

髙橋 伸治
❶歯科業界の現状
❷予防歯科への取り組みの重要性
●従来の歯科医院マーケティングから予防歯
科マーケティングへの転換
●ストックビジネスの魅力
●治療と予防の収益比較

❸予防歯科を患者に浸透させる方法
❹歯科衛生士の養成方法
●予防の主役は歯科衛生士

第3部「マーケティングのプロから
 見た予防歯科強化のポイント」
一般社団法人予防歯科協会 理事

清水 昭彦

❶歯科業界の現状（歯科衛生士）
❷自発的貢献意欲 エンゲージメント
❸歯科衛生士のエンゲージメントを向上させ
るゼッタイ！評価®
❹「あした式」ゼッタイ!評価®制度の特徴 
～あした式CMS「4×4」～
❺コンピテンシークラウド®
❻「あした式」ゼッタイ！評価®制度~まとめ~

第4部「歯科医院スタッフのエンゲージ
 メント（仕事への熱意）を高める
 『あした式』人事評価制度とは」

株式会社あしたのチーム 営業本部マネージャー 
多田羅 匡俊


