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担当制の大充実の予防歯科

当院の予防歯科には毎月約300名以上の方が予防に訪れ、院内には

２つの歯科衛生士専用の予防個室と歯科衛生士用チェアーが2つあり、

先輩が充実の予防業務を行っています。初診の患者さん全員にデンタ

ルドックという歯科総合精密検査を行い、唾液検査、歯周病リスク検

査、口臭検査を行い、エビデンスに基づいた予防プランを提案して、担

当歯科衛生士が一緒に実践しています。アポ時間は５０～７０分、じっ

くり患者さんと向き合って長期にサポートできます。

抜群の人間関係の良さ
当院へ見学に来た方から必ずお褒め頂くことは当院の「人間関係の良

さ」です。当院は仕事中もお互いに丁寧な言葉を使い、名前で呼び合

い、「ありがとうございます」と頻繁に言い合うというお互いを尊重す

る文化が根付いています。女性が多い職場ながら、女性特有の陰湿さ

は一切なく、明るく、お互いに長所を伸ばしあう伸び伸びとした雰囲

気に満ち溢れています。８年以上の長期勤務者が半数以上いることも

当院の人間関係、居心地の良さを物語っています。

世界水準の院内感染対策
歯科医院の院内感染対策に対する世間の目は年々厳しくなっていま

す。そのような中当院はいち早く世界水準の院内感染対策を行ってき

ました。ディスポーザブル品を多数使用し、チェアー回りを全てカバー

オールで覆い、患者さん毎に取り換えるなど多くの医院が手間を省き

がちな所を徹底して行っています。またクラスＢの滅菌器、ハンドピー

スまで滅菌できるＤＡＣインターナショナル滅菌器の両方を備え、世界

水準の院内感染対策レベルを維持しています。



日本で有数の歯科医院

これは

スゴイ

予防歯科の歯科衛生士が全員倍率８倍の
拡大鏡（サージテル）を使用！

口腔内という狭い場所の小さな歯を扱う歯科

医療はまず「精密に見る」ことが要求されます。

精密に見えなければ「歯石を見逃さない、虫歯を

見逃さない」という患者さんの歯を守る予防歯

科が実現できないからです。

精密に見るために当院の予防歯科の歯科衛生

士は全員８外の拡大鏡を装着して予防を行って

います。歯科衛生士が高倍率の拡大鏡を装着し

ている歯科医院は全国で数％にすぎません。

治療水連続除菌システム使用。
院内を流れる全ての水が殺菌水！

肝炎やＨＩＶの感染者は名乗り出ない方も多く

いらっしゃいます。歯科医療従事者は絶えず飛

沫感染の危機にさらされているのです。スタッフ

を院内感染の危機から守るのがこの院内を流れ

る殺菌水です。細菌、ウィルスなどへの殺菌力が

非常に高いこの水は、スタッフを感染の危機か

ら守り、更には治療の精度を高めます。院内を流

れる水にまで手を抜かない歯科医院も全国で

数％しかありません。

新型コロナウイルス感染対策も完璧！
①院内丸ごと抗ウイルスコーティング済み
②殺菌水がウイルス不活化に効果的
③できる限りディスポーザブル使用などなど
より詳しくは当院HPに掲載されています



親子制度 教育カリキュラム

セミナー支援

新人歯科衛生士は誰でも不安です。でもご安

心ください!当院は新人歯科衛生士には先輩歯

科衛生士が“親”として寄り添います。マンツーマ

ンで丁寧に指導します。毎日の面談もあり、分か

らないことは何でも聞くことができます。出来な

くて落ち込んだ時には、時に厳しく、優しく導い

てくれます。親子の絆は固く、いつも心の支えと

なってくれます。

当院には教育カリキュラムが完備しています。

新人のトレイニーからＣ，Ｂ，Ａクルーそしてサブ

マネージャー、マネージャーと段階を追って成長

することができます。それぞれの段階でやるべ

きことが明確にカリキュラムに書かれているの

で、技術面だけでなく人間性、問題解決能力も

伸ばすことができ、社会人としても大きく成長す

ることができます。

プロフェッショナルな歯科衛生士として患者さん

の信頼を得て、また自分自身もやりがいをもって仕

事をするためには、学び続けることが重要です。当

院のセミナー支援で、歯科衛生士は行きたいセミ

ナーに無料で参加することができます。また院内

セミナーもあり！学校の講師が定期的に院内研修

をしているので、外部に行かなくても手技等をいつ

も学び続けることが出来ます。



1年目に学ぶことは、どこにでも通用する
歯科衛生士としての基礎です。
先輩歯科衛生士がマンツーマンでイチからお教えします。
1年目で口腔内写真撮影、デンタル撮影、TBI,スケーリング
など歯科衛生士としての基礎を確立しましょう。
かつらやま歯科医院なら１年のスケジュールが決まっている
から安心。先輩と計画を立てながら無理なく進めることが
できるので安心です。

その他DA業務、インプラントなどの外科処置アシスタント
週１受付、トリートメントコーディネーター業務が学べ
マルチに活躍することができる！

私たち実は

”親子“です



着実にステップアップするキャリア

全てのクルーでやるべきことが決まっているので、自分の
ペースで着実にキャリアアップできます。キャリアアップする
ことで給与もアップ！仕事もプライベートも充実できます！

トレイニー

• 基礎的な歯科衛生士技術の取得

• 口腔内写真撮影、デンタル・CT撮影など

Cクルー

• デンタルドック検査の習得

• 精密検査、口内環境検査、TBI,スケーリング、TCコンサル業務

Bクルー

• 予防業務の習得

• 定期健診、PMTC,SRP

Aクルー

• 担当患者への予防業務の習得・後輩への指導

• 定期健診、PMTC,SRP

幹部

• 専門性の高い予防業務の習得・医院活性化への取り組み

• 後輩歯科衛生士への指導、専門的な資格を取りステップアップ

ステップアップで
給与も着実に
アップ！

年収４００～５００万円まで給与がアップし続けるキャリアプラン！



年間休日126日
有給休暇100％取得

18:30/17:30退社
プライベートも充実

社会保険等（健保・年金）
医院半額補助

残業1分単位で支給
固定残業は一切無し

住宅手当で家賃半額
最大3万まで補助

産休・育休実績あり
院内託児も利用可能

長期勤務者多数
安心の人間関係

オン・オフを切り替えて
より働きやすく！
定時に早く帰って

プライベートも充実できる♪

休日年間120日以上って
実は多いんです！
祝日振り替えも無し

有給は100％完全取得★

給与には社会保険の
半額補助も含まれます。
だから手取り給与は
実は多いんです♪

残業1分単位支給、給与に固
定残業代は含まれないので、
働いた分はしっかり支給！
手取り給与は案外多い★

緑が多く住みやすい環境で
都内にも直通で行ける便利
さ！家賃半額補助、引っ越し
補助ありなので初めての
一人暮らしも安心♪

ママさんスタッフが3名！お
互いに助け合って働ける環
境なので、長期勤務が可能。
院内託児も利用可能★

8年以上の長期勤務DHが
4名と半数以上。人間関係が
良いことの証拠です。長所を
伸ばす、助け合う文化が根
付いている医院です♪



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
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

９月歓迎会・

応対セミナー

９月に歓迎会を行い、新
人スタッフの成長をお
祝いします。また応対力
を磨くため外部講師に
よるセミナーが開催さ
れます。

６月学会参加

初めての大きな学会参
加です。スタッフ全員で
参加し、色々なセクショ
ンのセミナーを聞き学び
を深めます。参加後はみ
んなで懇親会。

７月トレイニーテスト

試用期間終了のための
テスト期間です。３か月
間院長や先輩歯科医師
に学んできたことの実
技テストがあります。こ
れにクリアできれば正社
員です。

４月入社式・
新人研修

４月入社のフレッシュ
な顔ぶれがそろい、新
人研修では充実したプ
ログラムを用意してい
ますので安心して働き
始められます。

10月学会参加

10月にも院長と学
会に参加して幅広く
学びを深めます。入
社以来継続的に行っ
ているDＨミーティン
グや外部研修会で症
例発表。 11月ミニ合宿

医院のスタッフが一
堂に集まって医院の
長期目標、個人の目
標などについて話し
合います。交流を兼
ねたBBQ大会もあ
り楽しいひと時。

１２月感謝祭・
忘年会

一年の仕事の成果
を振り返る感謝祭
を行い、頑張ったス
タッフを表彰。忘年
会ではチームが一つ
になって楽しく一年
を締めくくります。

３月Cクルーテスト

1年学んできたこと
の成果を測るテス
トを行います。これ
に合格すれば一つ
昇進して、予防歯科
業務を学ぶことが
できます。



東京歯科大学歯科衛生士
専門学校卒
入社10年

地域一番実践会ベーシック読書感想文賞受賞
食生活アドバイザー ３級取得

私も皆様と同じように不安の中、入社してから早くも
７年がたちました。年々当院の良さに気付くようになり
ました。私が一番自慢できることは「大充実の予防歯科」
です。私の意見を取り入れてもらい「デンタルドック」を
行うことで、今後ますます予防歯科に進む方が増えてき
ます。歯科衛生士としての責任は重大ですが、患者さん
と長くお付き合い出来る担当制の良さを活かして、口腔
内の健康と全身の健康維持に貢献していきたいです！

遠く離れた長野県の専門学校で当院の求人案
内を見て「ココだ！」と思い就職の面接を受けま
した。「院内感染対策がしっかりしていること」
「頼れる優しい先輩が多くいたこと」が就職の決
め手でした。入社して２年がたとうとしています
が、自分の目に狂いはなかったと思っています。
やることも多く大変なこともありますが、その都
度先輩や仲間が支えてくれます。

松本歯科大学
衛生学院卒
入社５年

北原学院歯科
衛生専門学校卒
入社8年

専門学校の実習生の時からお世話になっています。実
習生の時、何もわからない状態だったのを、スタッフの
方が親切に教えてくれました。
またお昼休みはみんなで食事をして和気アイアイ楽し
そうな雰囲気に惹かれました。診療は8倍の拡大鏡を使
用してバリバリ予防歯科を行えますし、色々な資格を取
ることも医院の補助で可能です。

トリートメントコーディネーター資格取得
インプラントコーディネーター資格取得

当院で活躍できるスタッフは「勉強好き」「プラス発想」「素直」の3条件
を持っている人ばかり。あなたもぜひその仲間になりませんか？

採用実績校
千葉県立保健医療大学
東京医薬看護専門学校
東京医学技術専門学校
東北歯科専門学校
日本大学歯学部付属歯科衛
生士専門学校



国内旅行

表彰式

焼き肉大会

BBQ大会

お誕生会
医院合宿・ゲーム大会

歯科会の数多くの
イベントで優勝！
歯科会を盛り上げ
る存在へ飛躍！



求人票（歯科衛生士新卒）

お問い合わせ・お申込み先

かつらやま歯科医院 事務長 葛山祐子

ＴＥＬ 043-295-3748
〒267-0066 千葉市緑区あすみが丘2-16-7

初任給
250,000円

平日18：30
土曜17:30退社

年間休日126日
有給取得100％

法
人
情
報

法人名 かつらやま歯科医院
代表者 葛山 賢司
診療科目 一般、小児、予防、歯周病、インプラント、審美、ホワイトニング
所在地 〒267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘2-16-7
ユニット数 6台（うち予防専用個室2部屋、ユニット2台）
設立年月 1996年3月
事業所 １箇所（千葉）
HP https://katsurayama-shikaiin.recruit-clinic.com/recruit/

就
職
情
報

勤務先 千葉市緑区あすみが丘2-16-7 かつらやま歯科医院
募集人数 ２名
仕事内容 歯科治療全般・予防業務
給与 250，000円（基本給170,000円、社会保険料補助、残業１分単位支給など各種手当含

む。但し固定残業は無し。 ）

その他手当 住宅手当（家賃半額補助）交通費全額支給。セミナー・学会費全額補助。
残業時間 平均残業時間 3時間/月
昇給 年1回（3,000円～22,000円）
賞与 年2回（基本給２か月、開業以来連続支給実績あり、＋αの賞与もあり）
スタッフ 歯科医師（3名）歯科衛生士（8名）歯科技工士（１名）保育士（3名）

歯科アシスタント（1名） 事務長（１名）
休日休暇 完全週休2日。GW,夏季、年末年始休暇6日連続休暇
有給休暇 初年度/10日 3年目/13日
勤務時間 8:30～13:30/14：30～18：30（但し土は17：３０まで）
研修制度 入社直後は、当院の歯科衛生士用の教育プログラムに沿って、診療の基

礎をマンツーマンで一から学んでいただきます。（試用期間3か月）
選考方法 面接、適性検査
必要書類 卒業見込証明書、成績証明書、健康診断書
応募方法 １）医院へご連絡ください(043-295-3748) ２）面接（見学だけでもOK）

３）採用・内定

福
利
厚
生

●社会保険サポート（健康保険・年金医院半額補助有）、雇用保険、労災保険加入
●医療法人化準備中（2023年） ●インフルエンザ、肝炎予防接種全額補助
●年間休日126日（2022年実績） ●ユニフォーム貸与
●住宅手当（家賃半額補助） ●社員割引制度
●有給休暇取得率100％
●産前産後休暇、育児休暇 ●保育支援有 ●約30畳のスタッフルーム有（レンジ、冷蔵庫）

●昼食費補助有 ●社員合宿 ●医院国内旅行有
●定期健康診断 年１回 ●近隣マッサージ施設利用可

＊Instagram


