
Report

Field Report

108 Dental Magazine

＜富樫宏明 理事長＞ 

　当院は過去にソニッケアーの販売数
で2年連続一位になったことがありま
す。また、1ヵ月の販売数が300台を超
えたことが2度あります。 

　その際、いろんな方から「なぜそん
なに売れるの？」と聞かれることがあ
りました。これは何もソニッケアーだ
けに限ったことではありません。洗口
液をはじめ、私たちがその製品のコン
セプトや成分を調べ、実際に使ってみ
て「患者さんのためになる」と判断し
た製品については、どんな製品でもか
なりの販売成績を残す自信がありま
す。果たしてその理由とは何なのか？
このページではそのエッセンスを少し
でもご紹介できたらと思っています。 

　私たち医療従事者が良いと感じる製

品を患者さんにお薦めする手法は様々
ですが、患者さんに専門的な話をして
も響きませんから、誰にでも分かるよ
うにやさしくシンプルな言葉に置き換
えて話すことが前提です。 

　次に重要なことは、患者さんがその
製品を買いたくなるような“空気をつ
くる”ことです。空気をつくるには段
階があって、突然「この製品がお薦め
ですよ」と言われても、相手に受け入
れる準備がなければ決して響きませ
ん。 

　たとえば、皆さんはどんなにディス
プレイに工夫を凝らし上手に説明して
も、患者さんになかなか伝わらなかっ
た経験はありませんか？それは患者さ
んが受け入れる空気がまだ十分にでき
ていないのに（お薦めするタイミング

ではなかったのに）、結果を急いでし
まったからだと私は考えます。他の人
が使っていて効果があるのを見る。さ
らに雑誌やTVのCMなどでその製品に
ついて認知する。その上で、通ってい
る歯科医院からそれを薦められれば
「ああ、知っています。最近評判のあの
製品ね」ということで、かなり受け入
れやすくなるわけです。 

　当院では、お薦めする製品を決めた
ら、まずその患者さんの層を決めま
す。まずその製品について関心の高い
年齢層の方から始めた方が空気はつく
りやすいので、ソニッケアーでは、最
初年配の患者さんに絞りました。そし
て私が考えた空気づくりのためのトー
クは次のようなものです。 

　「年を取ると昔のように字が丁寧に書

医院の想いが伝わる“空気”を 
つくりだすヒケツとは 

現在は佐賀県内に3軒、長崎県に1軒、計4軒の医院を展開。すべては
本院である、この「とがし歯科医院」から始まった。

佐賀県鹿島市　医療法人祐歯会 とがし歯科医院 

富樫 宏明理事長 門田 明美歯科衛生士 下村 美紀

県内有数の最新設備が整ったオペ室。近隣だけでなく県外からも多く
の方が、精度の高いインプラント治療を求めて、とがし歯科医院の門
をくぐる。
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けなくなりますよね。ウチの母親は書
道の先生でしたが『前はこんな字だっ
たかな？』と感じるほど上手く書けな
くなりました。歯磨きもそれと同じ
で、だんだん上手に磨けなくなってく
るんです。でもそれとは逆に、口の中
は歯と歯の間に隙間ができたり、歯ぐ
きが下がって歯根が露出してきたり、
入れ歯の下に汚れが溜まったり、年を
取ってからの方が口の中は複雑になっ
てケアが難しくなってきます。そして
本当に上手に磨いてもらいたい頃に
は、手指や腕などどこかが不自由に
なって以前のように歯磨きができなく
なっているのです。昔は手で洗濯して
いたのが全自動洗濯機になったり、自
転車も漕ぐのがおっくうになったらみ
なさん電動アシスト自転車に乗ります
よね。料理も電子レンジで温めるだけ
になったり…、他のことはみんな便利
になっているのに口の中の清掃道具だ
けが昔のままでいいはずがないと思い
ませんか？」。 

　こうお話しするとたいていの患者さ
んは納得されます。私独特の話し方に
も関係があると思いますが（笑）。 

　当院ではその空気が診療室全体に伝

わりやすくするために、あえて個室に
せず、ハーフパーティションにしてい
ます。1日に一度でも私がさきほどの
ような話をしていれば、診療室にいる
他の患者さんの耳にも入りますから、
結果的に「とがし歯科ではいつもソ
ニッケアーの話ばかりしている」とい
う雰囲気が徐々に広がっていきます。
さらにソニッケアーをすでにお使いの
患者さんがメインテナンスのために来
院した時には、「ソニッケアーに変えて
から、とてもキレイな状態が保ててい
ますね」とお話しします。それを隣で
聞いたソニッケアーを持っていない患
者さんは「私も必要なのでは」という
気持ちにすでになっていますから、実
際にその方にお薦めすると「私のとこ

ろにもついに来た！」ということでス
ムーズに話が進みます。 

　私たち医療法人祐歯会は4つの医院
があるのですが、それぞれの医院に核
となる歯科衛生士がいて、私と同じよ
うなトークを各医院で展開していま
す。そうしてでき上がった空気はどん
どん広がりを見せ、最終的に「口のな
かが複雑化した年配の方には音波ブラ
シが常識！」という雰囲気に医院全体
が包まれるのです。 

　この空気づくりができたら、次に若
いスタッフたちに成功体験を積ませる
ことが大事になります。老化と無縁な
若いスタッフたちには、年配の方が抱
える悩みを体験することがありません
から、もともと問題意識があまり高く

理事長が語る、目の前の患者さんへの情報提供は
隣のユニットにいる患者さんやスタッフにも伝わ
ることを意識している。

ソニッケアーを紹介するポップ。医院のスタッフ全員で「ソニッ
ケアーを使うことが当たり前」という空気を作り出している。
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ありません。「若く健康な人に年寄りの
気持ちがわかるわけがない」とはよく
聞くセリフです。「こんな高い電動歯ブ
ラシを買わないとダメなの？」「今まで
手磨きだけでやって来たんだけど」と
いう患者さんのブーイングを一身に受
けながらも、悩んでいる患者さんのた
めに知恵を絞ってソニッケアーを提案
し、その悩みが少しでも改善されれば
「提案して良かった」という成功体験に
繋がります。この成功体験を積むこと
が自信に繋がり、言葉にも“重さ”が
備わるようになると感じています。 

　私はスタッフ全員には折に触れて
マーケティング手法について話す程度

で、それを主任歯科衛生士たちが「理
事長のお話を現場に落とし込むとこう
いうことですよね」といって常にいろ
んな提案をしてくれます。それに対し
て私が「こうした方がいいよ」とアド
バイスすることはありますが、スタッ
フ教育についても主任たちにほぼ任せ
ています。 

　私が繰り返し言うのは「まっとうな
ことを堂々とやって認知されるような
仕事をしなさい」ということくらいで
しょうか。物販についてもまさにそれ
が当てはまります。良い製品を薦める
のに何も躊躇することはありません。
「私たちは患者さんに良い製品を薦めて

いるんだ」という揺るぎない信念を持
つことで、言葉や目の力も強くなり、
自ずと発する空気にも力が備わってく
るものと感じています。さらにその自
信が、例えば自費治療をお薦めする際
にもとてもプラスに作用しますから、
単に物販だけを考えるのではなく、ス
タッフのコミュニケーションスキルや
モチベーションの向上にも寄与すると
考えれば、そこに新たな意義も見つか
るでしょう。 

　いかがでしょうか？私たちのこうし
た取り組みの一部が読者の皆様のヒン
トになれば望外の幸せです。 

 

クリスマスキャンペーンの案内ポップ。ラッピングなどの付加価値を
つけることで、家族や孫、友人へのプレゼントとして複数台購入する
方もたくさんいらっしゃった。

※ラッピングなしでもご購入いただけます。お得なキャンペーン中に、ぜひソニッケアーの
　良さを体験してみてください！！
　詳しくは、スタッフまでお気軽にお問合せください。

ソニッケアー
ヘルシーホワイト
プロフェッショナル
Sonicare HealthyWhite Professional

通常価格10,738円 ⇒
キャンペーン価格   税込 9,900円

しっかり歯垢を除去する
初心者向けモデル初心者向けモデル

特典その１

新発売キャンペーン
オリジナルポーチ付き！！

特典その２

クリスマス限定ラッピング付き！

スイッチ１つ：使い方が簡単
健康志向の方に：気軽に使える価格

ソニックテクノロジー３つの効果
●歯垢除去力7倍　
   歯垢除去能力は歯磨きに比べてなんと最大7倍！！
●ブラシ圧１／３　
   手磨きの約１/３のブラシ圧でデリケートな
   歯ぐきにも安心！！
●ステイン除去　　
   音波水流で歯本来の自然な白さに近づける
   ことができる！！

クリスマスキャンペーン
歯科医が選ぶNo.1ブランド
 “ソニッケアー”が、
クリスマス限定価格に！！
毎秒500回の振動と幅広い振幅の組みわせで音波水流を
発生。「音波水流」で歯ブラシではかき出せない歯垢も落とす！
手みがきより最大で75%多くの歯垢をやさしく除去します。

ペーンーンーンン
歯科医が選ぶNo.1ブランド

クリスマス限定価格に！！
毎秒500回の振動と幅広い振幅の組みわせで音波水流を

で歯ブラシではかき出せない歯垢も落とす！
手みがきより最大で75%多くの歯垢をやさしく除去します。

特典その 3

限定 50個！！
替えブラシをプレゼント！！
※限定個数は４クリニック合わせての個数となります。

Sonicare Kids

歯科医が選ぶNo.1ブランド
 “ソニッケアー”のキッズ向けモデルが、
クリスマス限定価格に！！

キャンペーン期間：2016年12月1日～12月31日

Sonicare Kids

ソニッケアーキッズ
通常セット価格9,628円 ⇒
キャンペーン価格   

8,900円（税込）

詳しくは、スタッフまでお気軽にお問合せください。

毎秒 500 回の振動と幅広い振幅の
組みわせで音波水流を発生。
「音波水流」で歯ブラシではかき出せ
ない歯垢も落とす！
手みがきより最大で75%多くの歯垢を
やさしく除去します。

Sonicare Kids

クリスマス特典
クリスマスラッピング付き！

98% の保護者の方が、お子様の歯磨きの時間が長くなり、
効果が上がったと回答！
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Sonicare Kids

お子さま、お孫さまへの
クリスマスプレゼントに！！

ズ向けモデルが、
！

：2016年12月1日～12月31日

まへの
に！！

歯科医が選ぶNo.1ブランド
 
クリスマス限定価格に！！
“ソニッケアー”のキッズ向けモデルが、“ソニッケアー”のキッズ向けモデルが、

限定100個！！持ち運びに便利な
プラスチックケースをプレゼント！
※限定個数は４クリニック合わせての個数となります。

クリスマスキャンペーンの企画を練るスタッフたち。こうしたミー
ティングを重ねることで、リーダーの求心力や、若手スタッフのコ
ミュニケーションスキルの向上に役立っている。

ソニッケアーを購入していただいた患者さんのカルテに
は、機種や替ブラシ、購入時期が分かるように自作の
シールを貼っている。
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ロケーターアバットメントに歯石化し始めたプラークが沈着している。そのことにより、ロケー
ターを保持する義歯側のリテンションディスクのラバーの摩耗を引き起こす。そして、ラバーの
摩耗は、オーバーデンチャーの維持力低下の一因となる。

ソニッケアーによる清掃後の状態。手磨きでは落としにくい汚れもきれいに取り除くことができ
た。

＜門田明美 、下村美紀 歯科衛生士＞ 

　富樫理事長は患者さんとのコミュニ
ケーションの時間がとにかく長くて、
他の患者さんが待っていてもおかまい
なしでずっと話していることがよくあ
ります（笑）。さらに歯科医師なのに患
者さんの口腔指導を自ら率先して行い
ます。私たちは理事長が患者さんとお
話しされるのを側で聞きながら「この
患者さんはそういう話をしても大丈夫
なんだ」とか「こんなことに興味があ
るんだな」と常に頭の中に患者さんの
情報をインプットしています。 

　ソニッケアーについては理事長自ら
「オレも使っているから」と親しみやす
い言葉でおっしゃいますので、私たち
も「私も使っていますが、とても磨き
心地が良く歯もキレイになるのでお薦
めですよ」と自信を持ってお伝えして
います。 

　最初は主に高齢で手の不自由になっ

た患者さんに限っていましたが、現在
は幅広い年齢層の患者さんにお薦めし
ています。その理由として、手磨きに
は一定の技術が必要になりますが、ソ
ニッケアーにはその必要がないこと。
また、音波水流によるプラーク除去の
効果は手磨きの数倍に及びます。これ
だけのメリットがあるのですから、“高
齢の患者さんだけにお薦めするのは
もったいない”と感じたからです。そ
して、実際に使っていただいた患者さ
んの口腔内が改善されているのを私た
ちも成功体験として共有することで、
他の患者さんにもお薦めしやすくなっ
ています。 

　当院ではインプラントの患者さんも
多くいらっしゃいますので、治療後の
良い状態をできるだけ長く維持してい
くためのツールとしてもソニッケアー
は有効です。 

　特に今回症例写真でご紹介するよう

に、インプラントオーバーデンチャー
のロケーターアバットメントに付着し
たプラークをケアせずにおくと、歯石
状に硬まってしまい、ロケーターのリ
テンションディスクの摩耗の原因とな
り、維持力の低下を早めます。高齢の
方の場合、この部分にタフトブラシな
どを使ってピンポイントでブラッシン
グすることは難しく、歯肉も傷つけ痛
みも感じてしまいがちです。そんな時
にソニッケアーなら、その部分に当て
るだけで音波水流の力で付近の汚れを
落としてくれます。 

　今後は、最終補綴に入るまでの口腔
ケアや、治療後にメインテナンスに
入った後のケアの大切さ、また歯や口
の中だけでなく体全体の健康を維持
し、少しでも多く患者さんの笑顔が見
られるように引き続き頑張っていきた
いと思っています。 

ロケーターアバットメントのセルフケアに
は、ソニッケアーが使いやすい。

可撤式のロケーター義歯。長く使い続けてい
ただくためには、特にロケーター部分のセル
フケアが欠かせない。
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