
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成３０年２月　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　プレゼンター＊齊藤聡子 
　調査実施期間＊平成２９年１０月１日～２９年１２月２８日 

江間歯科医院　 



　　　1、年代を教えて下さい（５０人中） 
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２、ママサポートの情報はどこで 
　　  知りましたか？　　（５０人中） 　 



　　２で『その他』とご回答いただいた意
見　 

 キッズに来院したときに （６人） 
 江間歯科医院に来て　    （３人） 
 ネット検索　　　　　 　（１人） 
 イベントブースで　       （１人） 
 ママ友から聞いて　　　 （１人） 



[分類名] ２８人 
[分類名]２０人  

[分類名]２人 

３、当医院のHPをご覧になったことは 
　　ございますか？　　　（５０人中） 



　3で『ある』とご回答いただいた感想 

 見やすい、わかりやすい 
 説明（文）が多い 
 急な休診等の対応の情報がなく困った 
 ことがあった 



4、ママサポスタッフの対応はいかが 
　   でしたか？　            　（50人中） 

良かった	

50人	

普通　　　0人	  
悪かった　0人	

大変良かった４
７人 

良かった３人 

普通０人 
悪い０人 



　　5曜日・時間帯について（５０人中）　                         　　　　　      
  月～金：９時～１４時 　 火‣金：１４時～１６時  第３土：１０時～１２時                                         

良かった４１人 

普通７人 

その他の時間 
希望２人 



５で『その他』の時間帯希望と 
　　　           ご回答いただいた意見 

  土曜日も毎週あったら有り難いです（２人） 



　　 ６、部屋は清潔ですか？（５０人中） 

清潔だった４９
人 

どちらでもない
１人 

清潔でなはい０
人 



　　 ７、部屋は整頓されていましたか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　（５０人中） 

整頓されていた
４７人 

どちらでもない
３人 

乱雑だった０人 



　８、設備は充実していますか？（５０人） 
　　　　　（本、玩具など） 

充実している
[値]人 

どちらでもない
[値]人 

充実していない
０人 



　９、実際に預けてみた感想は？ 
　　　　　　　　　　　　　　（５０人中） 

良かった	  
　　50人	  

普通　　　0人	  
悪かった　0人	  

大変良かった４
７人 

良かった３人 

普通０人 
どちらでもない

０人 



１０、ママサポートを他の人に 
　　　　　　勧めたいですか？（５０人中） 

勧めたい５０人	

勧めたくない０人	
どちらでもない０

人	



１１、当医院では無料歯科教室 
　 （妊婦さん、 虫歯予防、歯並び、ホームケア）を 
       実施しておりますが、参加してみたいですか？　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５０人中） 

参加したい	  
　　42人	

どちらでもない	  
　　　　7人	

参加したくない	  
　　　　1人	

（５０人中） 

参加したい[値]
人 

参加したくない 
１人 

どちらでもない 
１２人 

無回答１人 



１１で『参加したくない』とご回答 
　　　　　　　　　　　　 頂いた理由 

　　　　　面倒くさい 



１２、３ヶ月に１度ままさぽ通信を発行し、待合室　　　　 
　　　においてあります（HPにも掲載しています）　　　 
　　　が、ご覧になったことはありますか？ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５０人中） 

ある９人	

ない３９人	

無回答２人	



　１２で『ある』とご回答いただいた感想 

 ママとして親近感がわく 
 職員さんの手記を読むことができ、親し
みやすい 
 ためになる 
 生活、育児のためになった 



１３、おじいちゃん・おばあちゃん 
　　   サポート（お孫さんおあずかり） 
         をご存知ですか？    　　 (５０人中） 

知っている３７人	

知らない１１人	

無回答２人	



１４、ママサポートの満足度を 
　　　　　　お聞かせください（５０人中） 

非常に満足４２人	

満足８人	

普通０人	
不満０人	

非常に不満０人	



１５、その他ご意見、今後取り入れてほしい　　　　 
　　　サービスなどございますか？ 
 子供をあずけて、気にすることなく治療に集中できるので、
とても有り難いです。あずかっていただけるだけで満足です
ので、これからも続けていってほしいです。 

 子供をあずけられる環境にないので、このようなサポートが
あり本当に有り難いです。今後もよろしくお願いします。 

 いつも笑顔で迎えてくださり、安心してあずけることができ
ます。皆さまとても親切にしてくれます。受付の方々も親切
ですし、電話の対応も良く好印象です。 

 いつも笑顔で迎えてくださりありがとうございます。　　子
供たちも嫌がらずに（むしろ大好きです）来ています。これ
からもよろしくお願いします。 

 子供がいるなか、自分も歯科医院に通うことができ助かって
います。子供のメンテナンス後に自分のメンテナンスをお願
いしたり、土曜日も活用でき感謝しています。子供も先生に
会えることを楽しみにしているようです。 



 今のままで満足しています。 
 いつも安心してあずけられ治療することができています。これ
からも続けてほしいです。 

 素晴らしいスタッフさんで、いつも子供も楽しそうで、安心し
て預けることができます。いつもありがとうございます。 

 いつも手厚くみていただいて助かります。子供も嫌がらずに預
けられています。ありがとうございます！ 

 いつも親切に対応していただき、また以前遊んでいたおもちゃ
が何なのか等を覚えていていただいて安心できます。ママサ
ポートがあるおかげで毎月受診できているので、こういった環
境があることが、本当に有り難いです。 

 本当に助かっていますし、スタッフの方々にもいろいろ教えて
いただいて有り難いです。これからもよろしくお願いします。 

 いつも子供をみていただきありがとうございます。安心してあ
ずけることができています。 

 いつも子供に優しく、笑顔で接してくださるので子供もとても
喜んでおります。本当に嬉しいです♡ 



 ママサポートのスタッフさんはとても丁寧に１人１人の子供を
みてくださっており、安心してあずけられます。おもちゃの消
毒も頻繁になさっている様子がみられ、子供も安心して快適に
過ごしているようです。ママも安心です！様々なおもちゃがあ
り、子供がどのおもちゃに興味を示し、どのように遊んでいた
かを教えてもらえたことで、親の知らない子供の部分をみつけ
ることができました。未就学児で、今までママと離れたことが
なかったが、ママサポートを通して子もママもひとつ大きく成
長できました。大変感謝しております。 

 実家が遠く、あずけられないので大変有り難いサービスです。
欲をいえば、もう少し部屋が広いほうがいいのかな？と思いま
した。 

 もう少し部屋が広いとさらに良いと思う。 
 あまりじっくり部屋をみていないが、少し部屋がせまい気がす
る。子供たちの人数にもよるが、おもちゃを広げると足の踏み
場が少なく、よちよち歩きの子は少し危ないのでは、、、？！ 

 別棟なのがちょっと大変。 



 上の子をキッズエマデンタルに連れていくときに下の子をママ
サポでみてもらえるととても助かります。 

 兄弟で治療に来やすいと助かります。（２人分まとめて予約が
とれやすいと嬉しいです）←キッズへの要望？ 

 複数子供がいる場合のキッズエマデンタル利用時もママサポー
トを利用できると助かります。 

 子供の治療中、もう１人の子供をあずけたい。小さいうちはど
ちらも抱っこで、２人みながらの診療台は無理だから。 

 兄弟で来院の折、下の子をおんぶしながら上の子を動かないよ
う抱っこしたり、支えるのに汗だくになってしまいます。そう
いう時、少しだけ下の子をみてもらえると助かります。 

 質問ですが、トイレトレーニング中の子供ですが、排せつのサ
ポート等は行ってもらえるのでしょうか？ 

 すべての曜日が９時～１６時だったらいいなと思います。 



                        総括 
　ママサポート開始から7度目のアンケート実施となり 
  今回も50名の方にご協力いただきました。 

  大変良い評価をいただき、スタッフ一同とても嬉し
く思っております。今回いただいたご意見、ご要望 

 につきましては、今後慎重に検討させていただきま 
 す。また、今後ママサポートを必要とされ る多くの 
 方々に広く情報を発信し、ご希望に添えるサービス 
 を提供できるように努力してまいりますので、今後 
 共江間歯科医院ママサポートをどうぞよろしくお願 
 いします。 


