
医療法人社団こころは
はる歯科クリニック

歯科衛生士 求人案内



はる歯科で働いたら
もう大人は診れないかもしれない・・・

こども好きによる
こどものための歯医者さんは

こども好きのための歯医者さんです♪



こども好きの方にとって
はる歯科で働く10の魅力

１   とにかく子どもたちが可愛い♡

２   自分が子どもの歯医者さんのイメージを変えてあげられる

３   子どもの成長に携わり、健康に導くことができる

４   ずっと通ってくれている子たちの成長をみるのが楽しい

５   あまり他歯科医院ではやっていない赤ちゃんを診ることができる



こども好きの方にとって
はる歯科で働く10の魅力

６   産院との提携がある(産まれる前から診ることができる)

７   院内の飾り付けやキャラクターも子ども向けでデザインが可愛い

８   イベントごとは自分たちが何より楽しめる♪

９   保育士、管理栄養士、作業療法士、理学療法士の専門家からも
　   子どもについて学べる
10   学んだ知識は将来や現在の自分の子育てにも活かせる



クリニックの歴史

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



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



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♪



クリニック紹介



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



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



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…



当院の教育環境

教育担当がつきます
先輩衛生士が 1 名、教育担当としてつきます。
新人の教育経験を多く積んできた衛生士が 複数在籍。
教育担当だけでなく、先輩衛生士８名があなたの成長をサポートします。
「ちょっとした不安」や 「なかなか聞きにくいこと」なども、安心して相談してください。

教育プログラムに沿って基礎がしっかり身につくように指導
用意している教育プログラムに沿って丁寧に教育サポート。
学ぶべき課題を一つ一つクリアし、誰でも着実にステップアップできる環境です。

実技の練習ができます
いきなり患者様のお口で行うことはありません。
模型などでの練習だけでなく、先輩スタッフのお口で練習することができます。
院長もドクターもスタッフも、みんなが協力してくれる環境です。



当院の教育環境

セミナー参加費用全額補助

月１回は診療を切って勉強会
スタッフ一人ひとり、クリニック全体が成長していくため、毎月勉強会を実施。
院長からの講義や、プロジェクト担当のスタッフからプレゼンをしていただく
こともあります。

成長するための外部セミナー参加費用は原則医院負担、
（新幹線や飛行機　などの交通費ももちろん支給）意欲的にどんどん学べます。
昨年はスタッフと一緒にマイオブレース（小児矯正）の研修でオーストラリアへ♪

外部講師による定期講義
当院は単に衛生士としてのスキルだけでなく、人としても成長できる環境でありたい
と思っています。医療人としてのありかたや、コミュニケーションスキル、接遇の
ポイントなどをテーマに講師を招いての定期講義があります。



当院の職場環境と仕事の魅力

予防医療を理念として掲げているのクリニックの主役と
して働くことができる。

予防専門フロアでゆったり衛生士業務に従事。

子供が多いので子供好きには楽しすぎる環境♪

クラスB滅菌、個別滅菌など徹底した衛生管理のもと安心して働けます。

衛生士の仲間と共に仕事を楽しみながら成長していける（DH10名在籍）

担当衛生士制で一人ひとりの患者さんの口腔内管理、
健康管理に携わることができる。



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。



予防医学の最先端である食育を学ぶことができる。
（当院は外部での食育セミナー、学生への講義など行っています）

最新の小児矯正システム（マイオスマイルシステム）が学べ、
トレーナーとしての活躍も可能！

定期面談を実施
スタッフが働きやすい環境をつくるため、スタッフ定期面談を
行っています。現場で気になることや、困っていることを吸い
上げて、医院の改善につなげる仕組みを取り入れています。
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ご自身の
成長につなげてください。

働く環境と魅力

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。



1ヶ月目 3～4ヶ月目 ６ヶ月目 10ヶ月目

●座学研修
  接遇・社会人マナー法人理念など ●大人の検診を徐々に

  担当

●担当患者さまをもって
  スケーリングを行うこと
  ができる●診療アシスタント　　

  業務のレクチャー

●診療アシスタント業務の習得

●スケーリングの相互実習

衛生士の研修の流れ

衛生士のキャリアプラン

●先輩衛生士と一緒に
  子どもの検診を担当

日々のデイリーレポートをもとに、先輩衛生士によるフォローアップ
困っていること、不安に感じていることなどヒアリングのための面談を毎月実施

まずは衛生士として活躍できるようにしっかり教育研修を受け、徐々に実践。その後、希望や
適性にあわせて、衛生士業務だけではない様々な活躍の舞台があります。

当医院の歯科衛生士としての働き方として様々なキャリアプランをご用意しています！
●マイオスマイル矯正のトレーナーとして   　 　●インビザラインなどのカウンセラーとして
●衛生士の幹部、リーダーとして           　　　 ●歯科衛生士のプロフェッショナルとして



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

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

家賃手当（規程あり）

引越し敷金礼金補助

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♡



歯科衛生士募集要項

給　　与
新卒 25 万円～
※既卒は経験年数考慮
※試用期間：新卒 3 か月 時給 1,500 円 ~

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）※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
休　　暇

福利厚生

診療時間

昇給年1回、賞与年2回、社保完備、厚生年金、家賃手当（規定あり）、引越し敷金礼金補助、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）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


