
医療法人社団こころは
はる歯科クリニック

歯科医師 求人案内



はる歯科クリニックから
これからの将来を見据える
歯科医師の方へのご提案



歯科医師としての専門性を
身につけませんか？

少子高齢化がますます進んでいく時代

これらの診療へシフトするのはどの歯科医院・歯科医師も考えること
⇒過当競争へと飲み込まれていく。

ここで少し考えてみませんか？

インプラント 義 歯 外科治療 訪問診療 ・・・



そんな時代だからこそ
小児歯科・小児矯正は時代的に強力な専門スキルとなる

当院はその小児に特化した専門性と経営モデルを確立しています

少子高齢化は進むものの、決して子どもがいなくなるわけではない。

しかし小児歯科はどんどん減っていく。

現状小児歯科・小児矯正を専門的に診れる歯科医師が圧倒的に少ない。

むしろ大人・高齢者より子どもを対象にしたほうが、
これからの時代、競争相手の少ないブルーオーシャン戦略となる。

歯科医師としての専門性を
身につけませんか？



歯科医師としての専門性を
身につけませんか？

小児歯科・小児矯正治療を身につけることで
より時代に勝てる、地域の方々から求められる
歯科医師として大きな武器の一つとなります。

当院では、それを実践しているクリニックとして
小児歯科・小児矯正治療、さらには小児を中心とした
安定経営の仕組みまで包括的に学ぶことができます。



◎小児治療・小児矯正治療が３年で一人でできるように身につきます
◎小児治療が苦手な方も必ず出来るようになります
◎子どもの治療計画が立てられるようになる
◎マイオスマイル矯正治療という大きな武器が身につく（後述）
◎矯正治療が必要かどうかの診断、自身で治せるかどうかの判断が
　出来るようになる
◎子供とお母さんに信頼してもらえるコミュニケーション術
◎ニーズの高いインビザラインが学べる。当院はiTero（光学スキャナー）完備
◎セレックなどの先進治療も学べる。
◎食育、マタニティデンタル、ベビーデンタルが学べる
◎開業時に活きる、小児中心の高収益診療システムの習得

当院で具体的に学べること



経営面でも安定する小児歯科コラム

小児歯科を行うことのメリットは、経営面でもたくさんあります。
開業を考えている方は、開業前に是非学んでおくことをお薦めします。

5人に4人の子供が歯列不正と言われているなかで小児矯正治療のニーズが
非常に高まっている。

マイオスマイル（小児矯正）のニーズ・適応症例は本当に多い。

子供の頃から（当院はマタニティから）通ってもらうことで、
かかりつけ歯科として多くの患者さんに長く通ってもらえる。

保護者は子供への健康意識が高いので、定期健診の受診率が高い。

人材においても子供好きな人が集まりやすく、
雰囲気の良い職場や雇用が安定した組織を作りやすい。



クリニック紹介

2007 年 横須賀にてはる歯科クリニック開業　

2011 年 医療法人化「医療法人社団こころは」

2014 年 クリニック 3F フロア増築

2017 年 クリニック隣に小児矯正トレーニングを行う
「Myobrace Clinic」開業
食育キッチンスタジオ開設

2018 年 スタッフ託児システム開始

2019 年 産婦人科医療連携・耳鼻科医療連携・幼稚園連携開始



ところで横須賀ってどんなところ？

横浜まで電車でたったの 30 分♪ 鎌倉も近い♪

横浜

横須賀

電車で30分

電車で60分

東京



魅力あふれる街～横須賀 !

地方出身者も多数在籍！！
当院は地方から引っ越してきて就職したスタッフが多数在籍！（北海道・石川県・福岡県…）
家賃補助、引っ越し補助（※規定あり）もありますので、

地方の方も働きやすい環境ですよ♪



はる歯科クリニックのミッション

『歯医者が必要のない未来を創造する』

私たちは、来院される患者さんを家族と思い家族に行いたい治療を提供します。

それは第一に歯医者が必要のない生活をおくるために必要な生活習慣を知って

いただくことです。そして次に、再発のない治療を提供し、必要な方は責任を

持って長期管理することです。



はる歯科クリニックってどんな医院？
～こどもたちを学び育てる歯医者さんとして～

当院の診療へのこだわり

Policy
「患者様にしっかりとお口の中の改善をし健康になって頂きたい」という想いのもと、

虫歯や歯周病などの現状の病気を治療するにあたり、「原因を診断し、原因を正す」を

治療方針としております。これは、患者様に再び同じ状態にもどらないように改善して

頂きたいからです。

予防

小児

食育

治療

矯正

生涯健やかな人生を送っていただくために、子供のうちから健康を学び育てたい。
そんな思いからはる歯科では、0 歳からの予防、予防教育や、食育、子育て支援を行っています。
治療だけではなく、知識を得ることで、自発的に健康を意識できるように。
そんな“健康”の学校になれるような、歯科クリニックを目指しています。



当院の治療へのこだわり

こだわり

2.

4.

3.

1. 初診時は患者さんの主訴の解決を第一に考えます。
　まずは患者さんの気持ちに寄り添い、患者さんの不安やお困りごとをしっかり解決します。
　初日からこちらの言い分を伝えるようなカウンセリングはしません。

虫歯や歯周病と同じように歯並びについて患者さま全員に検査と診断をおこないます。
なぜ、歯並びだけ特別なのでしょう？生涯、歯を残すためには歯並びの改善も重要な問題です。　
患者さま全員に知っていただく必要があると考えています。

管理栄養士による食事指導をおこないます。　
虫歯や歯周病などは生活習慣病です。どんなに治療をして歯磨きをしても治りません。
原因である食事や運動　などの改善方法をお伝えします。

１７才まで管理する歯並び
成長期のお子さんは歯並びが刻々と変化するため、２年や３年という短期では管理できません。　
健診の中でも歯並びの管理をおこないます。



はる歯科クリニックの紹介
組織・スタッフ

歯科医師：6 名　 歯科衛生士：10 名　

歯科助手：11 名　管理栄養士・栄養士：3名

理学療法士：1 名　作業療法士：1 名　

保育士・保育補助：12 名　

  クリーンスタッフ：2 名

総勢：４６名

2021 年 6 月現在



外観・内観



待合室 2 か所・キッズスペース 2 か所・カウンセリングルーム・食事指導室

クリニック紹介



ユニット 11 台（治療フロア 7 台・予防フロア 4 台）

クリニック紹介



マイオスマイルルーム・キッチンスタジオ・託児ルーム
広々スタッフルーム・個人ロッカー・冷蔵庫・電子レンジ

クリニック紹介



設備紹介

CEREC、iTero、DAC ユニバーサル、
DAC プロフェッショナル、エアフローマスター etc…



働く環境と仕事の魅力

治療・予防フロア分離、個室診療室有などドクター、
衛生士それぞれが働きやすい環境

治療アシストを行う DH・DA が多く在籍しているため、
Dr としての治療に専念できる。必ずアシストが付きます。

セミナーは費用によりますが原則医院負担、
学会に関しては個人負担。
ご自身のやりたい治療や器材の購入も考慮します。



働く環境と仕事の魅力

 P 治療優先であることが、衛生士もドクターも
治療を進めやすい。

管理栄養士の介入で歯周病が改善しやすい治療だけでなく、
管理栄養士による食事指導により本当の原因を正すための
多角的なアプローチをしているので、歯周病が改善しやすい
です。

保育士の介入でドクター・衛生士が治療しやすい
お子さまが治療ができるようになるまで保育士が治療に
慣れるための練習をしてから治療に入っていくので、
スムーズに治療に入ることができます。



働く環境と仕事の魅力

毎月外部講師による勉強会開催

院長や先輩ドクターにも相談しやすい環境づくりをしています。

あなたの成長のために丁寧に教育フォローします。

院長は予防歯科のスタディグループの運営、
外部での講演活動など頻繁に行っています。
興味があれば一緒に参加して、
最新の情報収集・人脈作りができます。



小児治療・小児矯正治療・一般治療を含めて歯科医師としてのスキルを
磨いてください。開業を視野に入れている先生は、小児歯科経営モデルを、
実際にマネジメントや分院長をやりながら学んでいただけます。

1 年目 3 年目 5 年目 8 年目

●研修と治療

年収イメージ：40万円

●1人で担当患者さんを持ち、
　治療計画を立てる
●矯正治療を始める

年収イメージ：45～60万円

●分院長として診療
　&マネジメント

年収イメージ：80万円
+歩合

年収イメージ：
最低保障ありの完全歩合

歯科医師のキャリアプラン



治療を身につけたい 1～5 年目の先生には、治療を中心とした研修。
5年目以降ではマネージメント経営について。

1 ヶ月目 3～4 ヶ月目 5～9 ヶ月目 10 ヶ月目

●先輩Drの見学

●器具の取扱い

●信頼を得るための接遇

●担当患者さんを持ち
　治療

●基本的な治療の練習

　( 模型 )

●虫歯を取るポイントに
  しぼった実際の臨床

●実際の治療と先輩との
  ふりかえり

●治療計画

歯科医師の研修の流れ



大切にしているのは働くメンバーの環境
これまで14 年間かけて成長をしてきた当院ですが、今後さらに当院の強みをより活かして、地域の方々に
もっと貢献できるように、益々「予防・小児・矯正」を中心とした医院づくりを推し進めていく予定です。
そのためには働くスタッフが元気で楽しくなければ患者様を健康に導くことはできません。

などなど、働きやすい環境づくりへの取り組み、福利厚生の充実を実際に進めています。
患者様の健康増進を目指すクリニックとして、大切にしているのはスタッフの働く環境です。

そのために

多くのスタッフを採用

有給休暇の取りやすい環境づくり

一人一人の仕事負担を減らし本業へ集中できる環境づくり

託児施設を大きくし預けたお子さんも健康に成長できる保育

食育を通じての多くの場所で健康啓蒙活動

スタッフやこども達が楽しめる環境づくり



社保・厚生年金完備

産休育休制度あり（2016 年からスタートし現状 4 名取得し 3 名が復帰中）

ドクターは有給休暇の他、リフレッシュ休暇あり

健康診断あり / 肝炎予防接種

当院管理栄養士による従業員給食システムあり

社用車利用可

家賃手当（家賃の 70%）（規定あり）

セミナー費用原則医院負担（新幹線、飛行機はセミナー交通費も支給）

スタッフ数が多いので有給取得しやすい環境（ほぼ 100%）
祝日の振替診療なし

管理栄養士によるランチも♪

嬉しい家賃手当

福利厚生



福利厚生

産休育休制度あり（2016 年からスタートし現状 4名取得し 3名が復帰中）

矯正治療・セラミック治療無料

大手企業並みの福利厚生（飲食店、レジャー施設、旅行等の優待あり）

広々としたスタッフルーム・個人ロッカーあり

産休・育休制度

好評の託児制度

矯正・セラミック治療無料

スタッフ託児制度あり（時間帯応相談）
クリニックのそばで保育士 3名で行っています。
現在５人のお子さんが託児施設に在籍♬  
勤務中も何かあればすぐにお子さんに会いにいけます♡



週休 2 日制

歯科医師募集要項

給　　与

1 ～ 2 年目  40 万円～

3 年目以上  45 万円～

※試用期間：新卒 3 か月 40 万円（週休 3 日の場合 35 万円）
※非常勤　20,000 円～ 50,000 円 / 日

平日 9:30 ～13:00／ 15:30 ～19:00 　土曜 9:30 ～12:00 ／ 14:30 ～16:30

完全週休 2 日（水・日・祝）　※ 週休 3 日の場合はもう 1 日休み　

祝日の振り替え診療一切なし　　

夏季休暇として別途有給付与・冬季（7 日）・GW・慶弔休暇あり　

有給休暇

1 ～ 2 年目   35 万円～　

3 年目以上   40 万円～

休　　暇

福利厚生

診療時間

週休 3 日制

昇給年1回、社保完備、厚生年金、家賃手当（規定あり）、車通勤可、健康診断、セミナー費用原則

医院負担（新幹線、飛行機の交通費も支給）、産休育休制度、スタッフ託児制度（時間帯応相談）、

スタッフ給食システムあり、広々としたスタッフルーム・個人ロッカーあり、従業員の矯正治療・

セラミック治療無料、大手企業並みの福利厚生（飲食店、レジャー施設、旅行等の優待あり）



当院の診療の特徴



食育

小児

矯正

治療

当院の診療の特徴

予防



予防歯科で行うこと。それは「原因を診断し、原因を正すこと」

です。あらゆる病気には必ず原因があります。虫歯・歯周病・

悪い歯並び・歯ぎしりなどを治すにはまず原因を見つけなければ、

治療だけしても必ずまた同じ病気を繰り返します。逆に原因を

正すだけで治療しなくとも治る病気も多 いのです。そのためには

しっかりと問診し、食生活や運動量、生活習慣を確認します。そこから

原因を見つけ出し、患者さまごとの予防プログラムをご提案し、

ドクター・衛生士・管理栄養士・歯科助手、皆で取り組んでいます。

予防歯科



はる歯科クリニックは、子供の治療に本気で向き合っています。

しかしいくら治療をしても、むし歯になった原因を知っていただけ

なければ、本当の意味で治ることは残念ながらありません。改善が

なければその子はずっと同じ歯を何度も何度も泣きながら治療し続け

なければならないのです。知っていただいて、食生活の歯磨き習慣が

変われば、しっかりと治療できます。泣いて暴れて、治療を他院から

断られてくるお子さんもたくさん来院します。そんなお子さんも当院

では普通に治療できたり、またどうしてもダメでも見捨てたりせずに

愛情をもって抑制しながら治療することもあります。

これからの未来ある子供の健康を本気で考えています。

小児歯科



子供だけでなく通常の成人の治療も行っています。

当院では体の健康を考え、メタルフリー治療を推進しています。

接着技術や精度にこだわり、生体親和性・耐久性・審美性を実現

する審美治療を提供しています。セレックも導入しており、精度の

高いオールセラミックスを提供しています。またインビザライン

矯正も行っており、iTero（光学スキャン）を使った光学印象を

行っています。最先端の医療機器を整え、患者さんのニーズに

お応えできる医療環境を整えています。

一般歯科・審美治療



myosmile矯正とは、成長期の子供の生活習慣から歯並びを悪くする原因を明確に

して、歯並びが悪くなる原因の大元をお口の筋肉の使い方をトレーニングによって

正していく、筋機能矯正治療のことです。当院は正規加盟クリニックとして、

myosmile矯正を行っていますが、ほとんどの子供たちが歯列不正、また歯列不正に

なってしまう習慣をもってしまっています。8割の子供が歯列不正の状況というなかで、

myosmile（筋機能矯正）のような原因療法が矯正治療の大きな一つの柱に

なっていくことは間違いありません。それを原因から正すことのできる治療法を

身につけておくことは、子供たちの発育健康にとって良いことですし、非常に

安定した経営にもつながります。

（実際に当院は、多くの子どもたちが myosmile 矯正を行っています）

また10代のお子さま、成人の方へのインビザライン矯正も行っています。

myosmile 矯正・インビザライン矯正



歯並びが悪くなるのは遺伝ではなく、ほとんどが日頃の生活習慣での癖が招く結果です。

親と同じような生活習慣や癖があれば同じ様な歯並びになることもありますが、遺伝ではありません。

お子さんは今どんな歯並びですか？

叢生

交差咬合 過蓋咬合

前突 開咬



実際にはる歯科でプログラムを受けたお子さんたちです



開始時 1年後



「人の体は食べたものから出来ている」

つまり悪い食べ物・食べ方をすることで、虫歯や歯周病になり、

そこから全身の大きな病気へと繋がっていきます。つまり、お口の

トラブルで来院された患者様に食の大切さを伝え正すことが、

全身への健康に繋がり、アンチエイジングや健康寿命を延ばす

ことになるのです。現在は、食事指導を行ったり料理教室や食育

セミナーなどを行っています。

食育



お仕事風景



お仕事風景



お仕事風景



こんな雰囲気でやってます♪



働くメンバーの声

歯科医師　松澤
勤務歴　5年



よくあるご質問

こどもの治療しかありませんか？

平日の午前中は成人の治療が主になります。

一般的な成人治療も C 処から入れ歯までおこなえます。

子供治療が苦手ですが勤務可能ですか？

子供の治療が得意という方は多くはいらっしゃいません。

当院でできるように学んで習得していただけます。



よくあるご質問

矯正治療をしたことがなくても大丈夫ですか？

矯正科に残らない限りなかなか学ぶことができない分野です。

しかし、矯正は開業医でも一から学んで出来るようになります。

大切なことは、自分でできる症例なのか専門医に

任せるべきかの見極めです。

それを当院で学ぶことができます。



よくあるご質問

少子化の現在、小児中心で経営できるか？

確かに少子化は進んでいます。しかし、こどもがいないわけではありません。

しかも専門的に診れる歯科医院が少ないのも事実です。

専門性を高めることで多くのお子さんが遠方からでも

ご来院いただけます。

小児が診れ、小児矯正ができることは今後の開業に

大きな一手となるのは間違いありません。



週休 2 日制

歯科医師募集要項

給　　与

1 ～ 2 年目  40 万円～

3 年目以上  45 万円～

※試用期間：新卒 3 か月 40 万円（週休 3 日の場合 35 万円）
※非常勤　20,000 円～ 50,000 円 / 日

平日 9:30 ～13:00／ 15:30 ～19:00 　土曜 9:30 ～12:00 ／ 14:30 ～16:30

完全週休 2 日（水・日・祝）　※ 週休 3 日の場合はもう 1 日休み　

祝日の振り替え診療一切なし　　

夏季休暇として別途有給付与・冬季（7 日）・GW・慶弔休暇あり　

有給休暇

1 ～ 2 年目   35 万円～　

3 年目以上   40 万円～

休　　暇

福利厚生

診療時間

週休 3 日制

昇給年1回、社保完備、厚生年金、家賃手当（規定あり）、車通勤可、健康診断、セミナー費用原則

医院負担（新幹線、飛行機の交通費も支給）、産休育休制度、スタッフ託児制度（時間帯応相談）、

スタッフ給食システムあり、広々としたスタッフルーム・個人ロッカーあり、従業員の矯正治療・

セラミック治療無料、大手企業並みの福利厚生（飲食店、レジャー施設、旅行等の優待あり）



当クリニックのブースにお越しいただき
ありがとうございました。 

ご応募お待ちしています！


