
第1部 

未来を照らす小さくても確かな自信を 
私達と一緒につかみませんか？ 

第2部  
 「じっくりと基礎を身につけたい方に、 
 マンツーマンで一から丁寧にお教えします」  
 
 「ＣＴ，マイクロスコープ等最新設備を使った 
 最新治療技術を、歯学博士である院長が直接指導」  
 
 「充実の教育カリキュラム完備、形成、根管治療， 
 インプラントなど多彩な実習を経験できる」  



第1部 

数字で見るKATSURAYAMA 

第12回アスクル学術会セミナー事務局 

 
2021年 創立25周年 
 

協力型臨床研修施設 
 
３大学と提携 
 
カールツァイス製マイクロスコープ 

  

３台設置 
 
充実の福利厚生 
 
広びろ宿舎完備 
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数字で見るKATSURAYAMA 

第12回アスクル学術会セミナー事務局 

歯周病認定医・女性歯科医師 
 
１名ずつ在籍 
 
教育カリキュラム完備 
 
充実の学びの環境 
 

書籍数100冊以上、 

 

DVD30本以上、マニュアル完備 

  

歯科界で著名な経営セミナー 
 
優勝経験あり 
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 30歳で開業以来、一貫してプロフェッショナリズムを追

求し続けてきた院長のモットーは「チャレンジあるのみ」。 

早期から「精密医療」を目指し、10倍のサージテルを使い

続けています。各種学会、セミナーに参加し、大学講師で

もある院長は教えることにも情熱を燃やしています。 

プロフェッショナルを追求し続ける院長 

院長略歴） 
インプラント研究博士号取得 
歯周病認定歯科医師 日本顎咬合学会かみ合わせ認定医 産業歯科医 
明海大学歯学部口腔生物再生医工学講座歯周病分野客員講師 
院長所属学会） 
AAP(アメリカ歯周病学会)日本歯周病学会 日本口腔インプラント学会 
日本歯科医学会 日本顎咬合学会 フィンランド虫歯予防研究会 

KATSURAYAMAの魅力 
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 「設備に投資は

惜しまない、これ

は教育投資でもあ

るから。」院長の

方針で、当院の設

備は全ての先生に

お使いいただけま

す。 

進化し続ける設備 

KATSURAYAMAの魅力 

カールツァイス製マイクロスコープ 3台 

セレック 

CTレントゲン 

Nd－YAGレーザー 
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第12回アスクル学術会セミナー事務局 

きめ細かな教育スケジュール 

入社～1か月目 院内業務の把握 
・医院の雰囲気に慣れる 
・院長のアシスタントにつく 
・当院の治療の流れを覚える 
・当院の治療システムの流れを把握する 
・検査業務を行うことができる 
～初めての時は不安でしょうが、しっかりお教えしますのでご安心ください～ 

 
１か月目   院長診療見学、アシスタント 
     第1週火：デンタル、CT撮影 
     第2週火：浸麻 
     第3週火：補綴物・修復物セット・セット物咬合理論 
     第3週金：SG21勉強会参加 
     第4週火：CR充填実習 
 
 
・２か月目  基本実習 
     第1週火：模型形成実習（In,、On、Cr） 
     第2週火：In・.Cｒ連合印象、ラバー印象、仮封 
     第3週火：保険・カルテ概論 
     第3週金：SG21勉強会参加 
     第4週火：IOP実習 
 

３か月目：Iｎ窩洞形成１ケース Cr・PZ １ケース Iｎ・Cｒ保険の補綴物ｾｯﾄ 
    第1週火：スケーリング・SRP実習 
    第2週火：END実習（拡大まで） 
    第3週火：END実習（RCF） 
    第3週金：SG21勉強会 
    第4週火：縫合実習 

4か月目：簡単な抜歯1ケース Iｎ窩洞形成１ケース Cr・PZ １ケース 
       Iｎ・Cｒ保険の補綴物ｾｯﾄ 
     第1週火： セレック実習 
     第2週火： マイクロスコープ 
     第3週火： インプラント総論 
     第4週火：インプラント埋入実習 

 
 
 
 
 

保険治療 
オリジナル 
カリキュラム 

 
・写真撮影 
・CT、デンタル撮影 
・CR       
・形成 
・クラウン   
・抜髄     
・感染根管処置 
・TEK作成   
・義歯（増歯・クラスプ 
 追加） 
・抜歯 
 

自費治療 
オリジナル 
カリキュラム 

 
・ファイバーコア 
・セレックセラミック 
・オーダーメイドセラ  
 ミック 
・ドックベスト 
・マイクロエンド 
・グラディアダイレクト 
・自費義歯 
 
 
 

 
 

約4か月間で保険治療から 
インプラント、マイクロスコープまで学べる 

充実の教育カリキュラム！ 

KATSURAYAMAの魅力 
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 明るく、素直で、

前向き、そして心

優しい自慢のス

タッフです。人間

関係のストレスは

一切ありませんの

で安心です。 

長所を伸ばし、支え合う、温かい人間関係 

KATSURAYAMAの魅力 

カールツァイス製マイクロスコープ 3台 

セレック 

CTレントゲン 

Nd－YAGレーザー 
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 医院目の前に２LDKの

広々宿舎完備です。駐車

場無料、賃料は光熱費程

度しかいただきません。

引っ越し代も支給します。 

医院目の前、広々宿舎完備 

KATSURAYAMAの魅力 

カールツァイス製マイクロスコープ 3台 

セレック 

CTレントゲン 
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MESSAGE メッセ―ジ 

院長 葛山 賢司（かつらやま けんじ） 

いよいよ研修に飛び出す先生方は今期待と不安でいっぱいだと思います。「どの研修

先がいいんだろう？自分の技術は果たして通用するんだろうか？」ご安心ください。

私達は先生方の不安を「確かな自信」に変えるお手伝いをいたします。これからの歯

科医師に必要なことは「精密な治療技術」と「コミュニケーション能力」そしてより

良い医院を創るための「創造性」です。チャレンジ精神、豊かなアイデア力、そして

抜群のチームワークに満ち溢れた当院ならその全ての確かな基礎を身につけることが

可能です。さあ、一緒に学び、成長しましょう！かつらやま歯科医院は、研修医の皆

様の不安を「自信」に変えて、先生方の「夢」の実現をサポートする医院です。 
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私達の本当の仕事は 

ここにいらした方の 健康で 笑顔の美しい生活を 

サポートし続けることです 

そのために私達は、常にベストのサービスを提供し 

新たな価値を創造し 

世界を変えていきます 

医院理念・経営方針 

医院理念 

経営方針 

私たちは 社員の幸せを通して 

社会に貢献できるように 社員の幸せを第一に考える

経営を行います 

その志ある社員が ここにいらした方の幸せの実現を

第一に考え 一歩先を見て行動することで 

社会に貢献できる歯科医院を目指します 

 かつらやま歯科医院は、スタッフの幸せを第一に考え

る経営を行います。それは研修医の方に対しても同じで

す。先生方に「幸せ」になっていただくこと、それが私

たちの願いでもあるのです。 
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設備を活かす最先端の治療技術 

歯周病治療 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
院長は歯周病認定医の資格を取得し
ています。歯周治療を得意とする院
長が、歯石除去、除菌、外科処置ま
で多彩に行い、健康な歯を作ります。 

根管治療 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マイクロスコープを使用して、根管
の汚れを取り除く治療を行っていま
す。再治療を防ぐことにより、歯の
寿命を伸ばします。 

むし歯治療 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出来る限り削らない、歯の神経を取
らない治療を目指しています。特殊
な薬剤を使用して、抜髄を出来る限
り減らします。 

レーザー治療 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
レーザー治療の成功のために水にも
こだわっています。光と水にこだわ
り、今までの常識を打ち破り、侵襲
の少ない、新たな治療を行います。 

インプラント治療 
 
 
 
 
 
 
博士号取得の院長が、安心・安全にこだわり
ぬいた治療を行っています。成功率、生存率
ともに圧倒的な強さを誇っています。 

審美歯科治療 
 
 
 
 
 
 
歯を守る、歯の美しさを保つ、そのための上
質な治療が当院の審美歯科です。セレックを
活用し、メタルフリー治療も行っています。 

診療内容の特長 
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キーワードは「コンサルティング能力」 
「確かな診断力」「マネジメント能力」 

未来の医院運営に必要な3つのスキルが学べます 

確かな診断力 

かつらやま歯科医院では全顎の治療計画を作
成しているので、確実な診断力に基づいた全
顎治療計画作成方法を学ぐことができます。
ＣＴ完備の当院でＣＴを診断に利用すること
もできます。 

教育システム 

コンサルティング能力 

かつらやま歯科医院では、患者さんへの詳しく丁寧な説明を行ってい
ます。全顎の治療計画を患者さんへ説明するのは歯科医師、歯科衛生
士です。説明時間は30分～1時間に及びます。十分な説明をすること
で自費治療を選ぶ方を増やすことができます。 

マネジメント能力 

医院運営はチーム運営です。スタッフ全
員で経営セミナーに参加し、全員でより
良い医院づくりを行っているかつらやま
歯科医院では、チーム作りや医院マネジ
メントの実際を体感することができます。 
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ドクターミーティング 

•めまぐるしく変化する歯科業界においては、どんな優れた資質を

持っていても、それを磨き続ける環境がなければ、成長し続けるこ

とはできません。当院では歯科の最新情報や動向をいち早く学べる

よう歯科メーカーの担当者を招いたセミナーや、院内のドクターの

情報共有、症例発表を行うドクターミーティングを毎月２回院内に

て開催しています。診療効率アップについての話し合いや定期的に

歯科雑誌を購読して学びを深めています。 

 

 外部・院内セミナーサポート制度 

•「もっと自分を磨きたい！」当院ではそんなドクターを精一杯バッ

クアップするために外部セミナー参加、資格取得のための支援制度

があります。これはセミナー参加や資格取得にかかる費用を医院が

全額または一部負担するという制度です。またインプラントの実習

などは、医院で材料を準備して院長が直接院内で指導します。当院

の推奨セミナーは院長自ら出席し、臨床に役立つものばかりです。 

 

ランチミーティング 

・毎週1回、院長とお昼を食べながらランチミーティングを行ってい

ます。主にテクニカルスキルアップのためのＤＶＤを見ながら昼食

をとっていますが、日々診療していると、診療以外にも患者さんへ

の対応や院内の人間関係など、研修医の方でも悩みを抱えることが

あるかもしれません。ランチミーティングは、そのような悩みを相

談できる場でもあります。研修医の先生のメンタルヘルスのサポー

トも行い、万全の態勢で研修できるようバックアップします。 

                                              

テクニカルプログラム以外にも下記のプログラムで
研修医の学びをサポートしています。以下のプログ
ラムに関しては希望があればいつでも参加できます。 

万全のサポート体制 
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卒業生/歯科医師  
山本 信之 
 
略歴） 
平成 22年 ３月  
東京歯科大学歯学部卒業 
平成 22年 4月  
東京歯科大学臨床研修医 
平成 23年 4月 
かつらやま歯科医院へ入社 
平成 26年 ４月 
かつらやま歯科医院副院長就任 
平成 27年 4月 
臨床応用顕微鏡歯科学会入会 
平成 30年 5月 
北海道室蘭市「山本歯科」 
開業のため退職 
平成 30年 10月 
北海道室蘭市にて 
「山本歯科」開院 
          

 
院長に勧められたセミナーでの 
マイクロスコープとの出会いが 
僕の運命を変えました 
研修終了後、約8つの医院に見学に行き、最終
的にかつらやま歯科医院へ就職を決めました。
理由は、形成などの治療技術が精密であること、
落ち着いた院内とスタッフに活気があることで
す。院長は多くの学会に所属し、セミナーに参
加しています。どのように学んでいけばいいの
かは院長がマンツーマンで教えてくれました。
院長に勧められたセミナーでマイクロスコープ
と出会い、そのことが自分の将来にとって大き
な財産となりました。開業して後の医院づくり
もマイクロスコープを中心に進めています。か
つらやま歯科医院は技術・経営など様々な学び
を深められる医院です。 
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母としての立場を理解してくれる 
院長のもと 
仕事と家庭をバランス良く 
治療技術も高めることができます 
２人目の子供がもう少しで３歳になるころに、
以前お世話になっていた知り合いの先生のご紹
介で、かつらやま歯科医院に勤務することにな
りました。正直、子供がまだ小さいことや通勤
時間のこともあり、働くことは消極的に考えて
いましたが、院長の人柄と、私の母としての立
場を尊重してくれるところがとても嬉しくて、
勤務することにしました。院長の治療はとても
丁寧で勉強になることが多く、またチームワー
クも素晴らしいので、一緒に１０年以上頑張っ
ています。 

 

勤務医/歯科医師  
今中 ひろみ 
 
略歴） 
平成 4年 ３月  
東京歯科大学歯学部卒業 
平成 4年 4月  
東京歯科大学口腔外科第二講座 
特別研究生入学 
平成 5年 ３月  
同大学同講座特別研究生終了 
その後他院にて勤務 
平成20年 ９月  
当院へ入社、現在に至る 
平成30年 6月 
シロナセレックセミナー参加 
平成30年 9月 
レーザーセミナー参加 
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マイクロスコープ、レーザー 
開業医でこれだけの設備が 
揃った医院は他にはない！で 

転職、開業に向けて準備中です 

研修終了後、約6年間他院で勤務していました。
将来は開業を考えていたので、開業場所、そし
て自分の今後の治療方針を考えた際に、別の歯
科医院へ転職することを決めました。かつらや
ま歯科医院の存在を知った時に、「開業医でこ
れだけの設備が揃っているところは他にはな
い」と思いました。また見学に行った際に歯科
衛生士も拡大鏡をつけて予防を行っている姿が
とても輝いて見えました。「転職するならここ
しかない！」と即決し、現在も院長のもと色々
なことを学びながら充実して勤務を行うことが
できています。 

 

勤務医/歯科医師  
二村 友規 
 
略歴） 
平成 23年 3月  
日本歯科大学歯学部卒業 
平成 23年 4月  
日本歯科大学臨床研修医 
平成 24年 4月  
研修医先にて勤務 
平成 30年 4月  
当院へ入社、現在に至る 
平成30年 6月 
シロナセレックセミナー参加 
平成30年 9月 
レーザーセミナー参加 
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教育カリキュラムが整っている 
最新の設備が 
充実しているかつらやま歯科を 
研修先に選びました 
マッチングの際に院長の説明をお伺いし、まず
は教育カリキュラムがしっかりと整っている点
に興味を覚えました。将来はマイクロスコープ
を使ってみたいと思っていたので、マイクロス
コープが完備している点も素晴らしいと思い、
研修でお世話になることにしました。研修を始
めてみると、院長、勤務医がマンツーマンで診
療中は指導してくれますし、週に2回模型を使
用した自主練習をチェックしてくれます。朝の
勉強会では沢山ある書籍も読み放題、またス
タッフの方もとても協力的なので、研修先に選
んで正解でした。 

 

 

研修医/歯科医師  
吉田 裕太郎 
 
略歴） 
平成 30年 ３月  
東京歯科大学歯学部卒業 
平成 30年 4月  
東京歯科大学臨床研修医 
平成 30年 12月～ 
平成 31年  3月  
かつらやま歯科医院にて 
臨床研修 
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Daily  Schedule   

第12回アスクル学術会セミナー事務局 

 
出勤・朝礼 
スタッフ全員で
身だしなみ、ポリ
シー唱和、一日
の流れを確認 

 

診療 
お約束の時間
を守るためアシ
スタントと協力
して精密診療 

昼休憩 
院内でお弁当や
ミーティング時に
は医院からお弁
当の支給あり 

終礼・退社 
１日の問題点や
良かったことを
話し合いその日
一日を感謝 

一日に一貫した流れがあるので非常に仕事が
しやすいです。診療により長引くこともあり
ますが、勤務終了の後は自由時間。友人や職
場の仲間と食事に行ったり、自分の勉強、資
料作成に充てたりと有効活用することができ
ます。若いスタッフが多く活気にあふれてい
て働きやすい職場です。 

勤務医 
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医院情報 

第12回アスクル学術会セミナー事務局 

設立年月日 平成8年3月 

院長名、出身大学 葛山賢司 奥羽大学歯学部(平成3年卒業) 

ユニット数 ６台(2台は予防専用チェア) 

レセコン デンターフェイス 

土地建物 １戸建て 

院内ラボ 無・但し歯科技工士は在籍 

診療時間 9時～12時、15時～18時 

スタッフ人数 Ｄｒ３名、ＤＨ６名、ＤＡ１名、ＤＴ1名、保育士２名、事務長1名 

医院設備 
ＣＴ，セレック、マイクロスコープ、拡大鏡、ピエゾサージェリー、YAGストリー

クレーザー、ＤＡＣインターナショナル、治療水連続除菌システム（エピオス

エコシステム）その他多数、託児サービス有（スタッフ利用可） 

交通機関 ＪＲ外房線｜土気駅より、徒歩５分 

  

お問い合わせ番号：０４３-２９５-３７４８ 

当医院ホームページも是非ご覧ください 

http://www.katsurayama-shikaiin.com 

医院見学のみも大歓迎です 

問い合わせ先 事務長 葛山 祐子 
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