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         ウィズ歯科クリニック医院理念 

技術・接遇の追求            
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医院理念 

 

 

《 徹底した5つの取り組み 》 

 

『わかりやすい説明と十分なコミュニケーションを心がけます』 

『痛くない治療を実施します』 

『心からのおもてなしを実践します』 

『徹底した衛生管理を怠りません』 

『常に技術研磨に励みます』 

             

 

患者様満足度日本一の歯科医院を創る 
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設立  ：2013年7月 

住所  ：千葉県柏市吉野沢2-3 

従業員数：45名（2021年7月現在） 

理  事  長： 小 澤      勇 介 

【売上推移】 

 医院の歩み 
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理事長メッセージ  
 

この冊子を手に取っていただきありがとうございます。 

ウィズ歯科クリニックは開院9年目を迎えました。 

開院以来、患者様が快適に通える歯科医院、スタッフが成長し気持ちよく

働ける歯科医院を創るべく様々な取り組みを行ってきました。設備面では

衛生管理を徹底し、最新の診療機器を取り揃えております。 

教育には開院当時より力を入れており、マニュアルや動画、練習用模型、

マネキン、書籍なども取り揃え、セミナー支援やお姉さん制度などフォ

ロー体制が整っております。 

さらにはスケールメリットを生かした医療法人による福利厚生の充実、有

給消化率100％と働きやすい環境となっています。もちろん一人一人の

ペースに合わせて、無理なく着実に成長していくことが出来る職場です。 

共に技術と接遇を追求し、より多くの患者様に感動してもらえるような歯

科医院を創り上げましょう。 
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 医院の特徴 

一 般 歯 科  

虫歯や歯周病の治療や入れ歯など一般診

療を行っています。当院では、治療前、

治療後の状態を大きなモニターを使い説

明を徹底しております。専任コーディ

ネーターがカウンセリングで患者様の不

安や要望を伺います。 

成人矯正・床矯正・部分矯正・インビザラ

イン・スマイルトゥルー等、さまざまな矯

正を扱い、全身に関わる健康面の改善など

も考慮して治療を行っています。当院で

は、月4回矯正の専門医を招き、患者様の

希望や要望に沿った治療を行っておりま

す。 

小児歯科学講座在籍の歯科医師が在中し、

専門的知識と治療技術を活かし治療を行っ

ております。単に虫歯の治療を行うだけで

なく歯磨き指導や定期検診、成長発育に合

わせたむし歯予防、歯並びや噛み合わせ

等、トータルケアを行っております。 

患者様の希望に合わせてセラミックやジ

ルコニア等を使用し、見た目と咬み合わ

せを重視した治療を行っています。ま

た、ダイレクトボンディングやホワイト

ニング、ガムブリーチなど患者様のご希

望に合わせた治療も行います。 

年間200本のインプラント治療の実績があ
ります。ＣＴやシュミレーションソフトを
用いたガイデッドサージェリーを導入し、
術者、患者様の負担の軽減が可能になりま
した。抜歯即時インプラントやＧＢＲ、サ
イナスリフトも行い、高度な医療に携われ
ます。 

歯周基本治療の他にフラップ手術や再

生療法まで幅広く行っております。歯

周形成外科処置ではFGG（遊離歯肉移

植術）やCTG（結合組織移植術）を行

い、歯周組織の長期安定、審美改善を

行っております。 

水平埋伏歯等、難しいケースの親知らずの

抜歯、小帯切除、歯根端切除等の小外科手

術を行います。ＣＴやオペ室など設備や器

材も充実しており、口腔外科専門医も在籍

しているため、大学病院レベルでの施術を

行っております。 

オリジナル往診車にて訪問診療を行ってお

ります。歯科医師・歯科衛生士・専任コー

ディネーターで施設や在宅での治療・口腔

ケアを行います。虫歯や歯周病の治療、予

防の為の口腔ケア、入れ歯の作製や修理・

調整まで幅広く行っております。ケアマネ

ジャーの方や施設の方と連携し治療を進め

ています。 

小 児 治 療  

口 腔 外 科  矯 正 歯 科  

訪 問 歯 科  審 美 歯 科  

インプラント  歯周外科・歯周形成外科  

診 療 科 目  Clinical subjects 
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当院では、かかりつけ歯科医機能強化型歯

科診療所として予防歯科に力を入れており

ます。小児～成人までメインテナンスの患

者様が多く来院しています。フッ素塗布、

PMTC、噛み合わせ、生活習慣指導など患

者様一人に専任で歯科衛生士が担当する

「担当衛生士制」を導入しています。 

“口臭・唾液検査” 

口臭測定や唾液検査も行っています。

測定結果から患者様一人一人に合わせ

た治療の提案やブラッシングの指導、

口腔ケアグッズの紹介を行っていま

す！ 

予防歯科の重要性を伝える  

大学病院レベルの医療提供体制  

患者様が一つの医院で治療を完結できるよう

に、高度な医療を提供する環境を整えていま

す。専門医も在籍しており、様々な症例に携

わることができます。 

“人生100年時代の予防歯科”をコンセ

プトに、患者様のそれぞれのライフス

テージに寄り添ったオーダーメイドの

予防プログラムを提供します。 



診療室  全12台 

（半個室10・個室2）オペ室完備 
 

患者様にリラックスして治療やメインテナ

ンスを受けていただける様、各個室それぞ

れテーマに合わせて作られており、マイク

ロスコープなど最新の設備を導入したオペ

室も設けています。 

受付・待合 

受付は入口・待合室が見渡せる構造に

なっており、患者様一人一人を笑顔で気

持ちよく迎え入れる体制を整えていま

す。また自動精算機を導入しスムーズな

会計処理を行えます。 

 院内風景 

FACILITIES  院 内 紹 介 
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カウンセリングルーム 

カウンセリングルームにて専門スタッフが

モニターを使用しながら口腔状態をわかり

やすく説明し、患者様に合った治療方針を

ご提案しています。 

ドクター・スタッフルーム 

ドクター、スタッフそれぞれ専用の休憩

室があり、着替えや昼休憩など落ち着い

て行えます。鍵付きの個別ロッカーもあ

るので安心です。 

保護者様の診療中に保育士がお子様をお預かり

する無料託児サービスを行っています。 

お子様と一緒に入っていただけるゆったりとし

たファミリールームもあります。 

キッズスペース 



 
 

 

歯科用3DデジタルCT 

インプラント 

医院設備 

ErYAGレーザー 

その他、様々な機器を積極導入しています 

拡大鏡／マイクロスコープ 

ペンスコープ（口腔内写真）・CTを完備し、必要な時にすぐ撮影ができま

す。モニターを使いながら口腔状態をわかりやすく説明し、患者様に合った

治療方針のご提案や、疑問や不安などを解消する努力をしています。 

無影灯 

口腔内スキャナー 

口腔内スキャナーを用いて

お口の中に触れることなく

精密な 歯型 採取 がで きま

す。 



 

滅菌対策 

Hospital equipment  

メインテナンス診療器具 

当院では衛生管理を徹底しており、スタッフ全員が衛生管理への高い意識を持っています。 

すべての器具は滅菌消毒し、滅菌器にかけられないものはすべて使い捨てを行っております。 

ルブリナ アイクレーブミニ オートクレーブ 

患者様ごとにグローブを交換 

滅菌パック 

衛生士さんがメインテナンスで使用する主な機器です。 

効果的なプラーク除去が望めます。 

洗浄・すすぎ・熱水消毒 

乾燥を行う高性能洗浄機 

ハンドピースの洗浄・注油

を行うメインテナンス機器 

滅菌器 ハンドピース専用滅菌器 

ミーレジェットウォッシャー 

複数のハンドピース 



キャリアプラン 
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 職種ごとにマニュアルを用意しています！衛生士

業務や基本的な処置はもちろん、社会人としての

マナーや医院の規則も学ぶことができます。 

■動画マニュアルあり！

冊子のマニュアルだけではなく、

動画のマニュアル

で分かりやすく、いつでも予習復

習が出来ます。

■マ ニ ュ ア ル 完 備！ 



 

動画マニュアルあり！ 

冊子のマニュアルだけではなく、

動画のマニュアルもございますの

で分かりやすく、いつでも予習復

習が出来ます。 

■1500冊の書籍！ 
数多くの本や雑誌、DVDは

貸し出しも行っています！ 

5年目 

■練習用模型、マネキンあり！ 

マネキン実習を通して、より口腔

内に近い状況で実習が行えます。 



 

充実の教育体制 

ディスカッション風景 
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更なるスキルアップを目指して！ 

院内セミナーや外部講師を招いてのセミナーを実施しています。 

参加費用は医院で全額負担させていただきます。 

ベテラン衛生士によるマンツーマン指導！  

セミナー 

衛生士ミーティングの様子 

3ヶ月に一度、院内または院外で

ミーティングを行います。様々な議

題に沿って意見を出し合います。時

にはスタッフ自身が取り組み内容に

ついて発表を行います。 

歯周治療－歯周組織からメインテナンス・SPTまで 

スケーリングルートプレーニングセミナー 

シャープニングセミナー 

唾液検査セミナー 

小児の口腔機能を考えようセミナー 

衛生士歴15年になるベテラン衛生士によるセミナーを

勤務時間内に行っています。新人の衛生士もマンツー

マンでより深い知識を習得することができます。 

ミントセミナー SRPテクニカルミドル2日間コース 

Oral Reconstrucion Symposium Japan 

～エビテンスに基づくインプラント治療～ 

株式会社スマイルフォー・ユー 

歯科衛生士スキルアップセミナー 

院内セミナー 

西村 絵莉子 
日本大学松戸歯学部附属歯科衛生専門学校卒業 

歯科衛生士歴 15年 

外部セミナー 

院内ミーティング 



 

教育ツール 

定期的な個別面談の時間も設けられて

います。悩みや課題などを解決しなが

ら進んでいくことができます。 

評価制度と業務内容 

評価制度  

当院ではやる気とスキルを基準とした「評価制度」を設けています。 

頑張っている人を正当に評価するため、明確な基準を設けステップアップして

いける体制を設けています！ 未来を見据えた目標設定を軸に、どんどん挑戦

しキャリアアップしていける制度を整えており、スタッフが生き生きと働ける

環境をつくっています。  



 

先輩衛生士が1人、お姉さんとしてフォローします。 

研修期間はもちろん、悩みや質問、相互実習を通して新

卒衛生士さんの成長をしっかりとサポートします！ 

ウィズ歯科クリニックには 

『お姉さん制度』というものがあります。 

フォロー体制 

2～3歳上の先輩がマンツーマン

で指導にあたります！ 

相互実習を行い、スキルアップを目指

します。患者様の目線に立ち、先輩の

技術やノウハウを学びます。 

勤務外の時間でも連携とコミュニ

ケーションを大切にしています。難

しいことやわからないこともすぐに

相談できます。先輩たちのサポート

を借りて自分の目標を達成できま

す！ 
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※昨年度より新型コロナ感染防止対策の為、              

帽子、ゴーグルを着用しています。 



チーム医療 

歯科医師 

歯科助手 受付 

歯科衛生士 

歯科衛生士の年齢層は新卒～３０代までと

幅広いため、同世代はもちろん、先輩・後

輩の各ステージごとの様々な話を聞くこと

ができます。また各種部門連携を密にとり

ながら医院一丸となって日々診療を行って

います！ 

計45名 

クリーンスタッフ 

               



1日の流れ 

 スタッフの声 

しっかりとした教育体制と幅広

い診療を行っていることです！ 

患者様の不安や悩みに寄り添い少しで

もリラックスしていただけるようなメ

インテナンスを心がけていきたいで

す。 

患者様への言葉遣いや配慮にとても気

にかけておりホテルのような素敵な対

応だなと感じました。 

INTERVIEW 

2021年度入社 

歯科衛生士インタビュー 

A1 

A1 

A2 

A2 

A3 

A3 
-YOSHIDA-          

-YOKOSE- 
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業務のマニュアルがあり、１からしっかり

と身につけられると思ったこと、多くの経

験豊富な先輩方からたくさんのことを学び

吸収し、分からないことなども相談しやす

い環境があると思ったからです。 

医院全体が明るい雰囲気でお子様からご高

齢の方まで幅広い年齢層の患者様それぞれ

に合わせた対応や治療を行っていると感じ

ました。 

安心して医院に通っていただけるよう明る

い表情、診療中のこまめな声掛け、分かり

やすい説明を心がけ、患者様の健康に貢献

したいです！ 



日の流れ 

1日の流れ 

 

 

技工物の準備・診療の準備 

毎日の床掃除でいつもピカピカです！ 

1日の流れ 

08:50  出勤    

09:05  朝礼・清掃・準備 

09:30  診療スタート 

13:00  診療 

12:00      交代でお昼休み 

18:30  診療終了 

PMTC・メインテナンス・歯周治療 

診療補助・ブラッシング指導など 

当院は昼休み時間をとっていないため、スタッフは 

12時～14時の間、順番に1時間の昼休憩をとっています。 

PMTC・メインテナンス・歯周治療 

診療補助・ブラッシング指導など 

18:45  帰宅 

補充作業・スピットンの清掃 

診療後、器具の片づけなどが済めばすぐに帰宅できます。 

診療が長引いた場合でも、19:00にはすべて終わります。 

ゆっくり休んで 

また明日から頑張ろう！ 



  

人間関係が良好！ 

スタッフの数が多いので、いろい

ろな性格や幅広い年齢層の中から

気の合う仲間がきっとみつかりま

す！仕事とプライベートのメリハ

リがしっかりとついているので、

仕事中は切磋琢磨しながら助け合

い、成長できます！ 

頑張った人が頑張った分だけ評価さ

れる制度です。しっかりとした評価

制度のもと、先輩との面談を交えな

がらステージをクリアしていけま

す！在籍期間は関係ありません。 

当院ではキャリアプランがしっかりと確立

されているため、長く働いていただくこと

が可能です。産休育休制度もありますの

で、希望者はその後パートタイムでの時短

勤務も可能です。大型歯科医院ならではの

制度で、長期のキャリア形成が可能です！ 

長くキャリアを築ける！ 

独自の評価制度！ 

社会保険完備、 

 その他充実の福利厚生！ 

アピールポイント 

社会保険完備です。セミナー費用全額負

担、その他住宅手当もあります。マイ

カー勤務OK！電車通勤の方は近くの駅

から自転車をお貸しします。社宅も今後

完成予定です！ 

 

各種マニュアル完備！ 

衛生士学校を卒業された衛生士さんで

も、初めのうちはやり方に不安があった

り、わからないことが数多くあるかと思

います。当院では冊子、動画のマニュア

ル両方をご用意していますので、安心し

てスキルアップをすることが可能です！ 
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長期休暇が取得できる！ 

スタッフの数が多いため、希望休や

長期のお休みを取得することが可能

です。有給消化率も100％とプライ

ベートも充実できます！ 

幅広い症例が経験できる！ 

当院は専門医が在籍しており、様々

な診療項目があります。インプラン

トのオペアシスタントや大学病院レ

ベルの外科治療、訪問歯科まで、幅

広い分野の中で数多くの症例を経験

することができます。 



 

よくある質問 

Q1 採用はどのような流れで進みますか？ 

Q2 休日はしっかり取れますか？ 

Q３ 規模が大きいと忙しくて大変なイメージがあります 

ご希望の方は医院見学にお越しいただき、1時間程度治療風景や雰囲気を

見学していただきます。先輩衛生士とのお話の時間もございます。後日、

面接へと進んでいただきます。（オンライン面接可）そちらで詳しく仕事

内容や待遇面などをお話しさせていただきます。見事面接をクリアされた

方はその後体験入社へお越しいいただき実際に１日の流れを体験していた

だきます！まずはお気軽に見学へお越しください！ 

当院は1日平均160名ほどの患者様が見えます。数字だけを見ると忙しそ

う！と思われるかと思いますが、衛生士さんのメインテナンス業務は担当

制で1日約6～10名程の患者様を診ていただきます。多くの患者様がご来院

される分、難しい症例にも立ち会えたり、多くの先生や先輩衛生士がいる

ことで、学びも大きくなります。サポート体制も整っていますのでご安心

くださいませ。 

 

日・祝休み、隔週3日、年間休日は139日で
す。有給取得率も100％とリフレッシュの時
間もしっかりと取ることができます。プライ
ベートの時間も大切にしながら働いていただ
ける環境です。 

 



 

 

ウィズ歯科は衛生士が担当制で行っており、1

回の処置の時間をしっかりと取ることができる

ので、患者様と信頼関係も築きやすく、きちん

と向き合うことができます。そして、スタッフ同

士はもちろん、ドクターとも、とても仲がいいで

す！連携も取れていて、スタッフの意見を尊重

してくれるとても働きやすい職場です！ 

ウィズ歯科クリニックは自分が成長できる場所だと思

います。スキルアップの為のセミナーにも参加させて

いただいており日々勉強しています。また、わからない

ことがあれば優しい先輩がいるので教えてもらいなが

ら取り組めます。そして何よりウィズはスタッフ・ドク

ターの仲がとても良く笑顔が絶えません！ウィズは担

当制で行うので衛生士としてとても働きやすい場所だ

と思います！ぜひ一緒に働きませんか？ 

ウィズ歯科クリニックでは、マニュアルがあるの

で未経験でも安心して働くことができます。自

分のペースでステップアップすることができる

ので目標も立てやすく、自分の成長をしっかり

と感じることができます。ドクターや先輩方も

とっても優しいので働きやすい職場です！ 

ウィズ歯科では衛生士はスケーリング以外にも

様々な処置を行うため、はじめは自分にできる

か不安はありましたが、自分のペースで少しずつ

ステップアップでき、先輩方もしっかりサポート

してくれるのでとても働きやすいです。スタッフ

みんな仲がいいのでとても居心地の良い職場で

す！ 

 

先輩からのメッセージ 

武田  

北原学院歯科衛生専門学校 

2013年入社 

金杉 

北原学院歯科衛生専門学校 

2017年入社 

芳賀 

日本大学松戸歯学部付属 

歯科衛生専門学校 

2019年入社 

須田 

北原学院歯科衛生専門学校 

2017年入社 
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募集要項 
雇用形態  正社員 

給与  

<初任給・2021年実績> 

専門卒 240,000円（基本給150,000円、諸手当90,000円） 

上記給与には固定残業代(50,000円/ 32時間)が含まれています 

※固定残業時間を超える時間外労働は追加で支給になります 

上記以外に、医院目標を達成した際に給与とは別途で「大入り手当」や「報奨金」が

支給されます。  

試用期間  試用期間3ヶ月（給与変動なし） 

休日休暇  

年間休日139日、年末年始6日 

有給休暇 初年度10日、3年目12日 

ゴールデンウィーク 

夏季休暇  ：6日間～ 

年末年始休暇：6日間～ 

有給休暇（初年度10日、3年目12日、最大20日間） 

有給休暇の消化率は100％で、自由に休暇を取れますので長期休暇もOKです。  

勤務時間・休憩  

【月～金】9：05～18：30、【土】9：05～18：00   休憩1時間  

＜ 休日について ＞ 

当院は『隔週休3日制』にしており、「平日1日・日・祝休み」の週休2日と「平日“2

日”・日・祝休み」の週休3日の週があります。平日のお休みはシフト制にて決まり

ます。 年間休日数は139日です。 

残業・有給取得 
平均月間残業時間（前年度実績）： 月2時間程度 

平均有給取得日数（前年度実績）： 12 日     有給取得率100％  

福利厚生  

社会保険完備（健康保険,厚生年金,雇用保険,労災保険）  

医賠責保険 

ボーナス年2回支給（2021年決算賞与あり 年3回） 

産休育休制度（取得実績あり） 

交通費支給（上限1.5万円） 

車・バイク・自転車通勤OK（駐車場完備） 

自転車貸与（柏、南柏駅からの通勤用） 

社宅・住宅手当（規定あり） 

退職金制度（勤続5年以上） 

講習会費用100％補助 

健康診断あり 

インフルエンザ予防接種補助 

喫煙スペース有り 

ホワイトニング割引 

制服貸与  

スキルアップ  

教育カリキュラム・教育研修制度あり、社内研修制度、社外研修への参加補助、資

格取得支援制度、復職支援 

入社後は当院の仕事の流れを見ていただいてから、マニュアルを用いながら研修

カリキュラムに沿って経験豊富な先輩スタッフがイチから丁寧にお教えします。そ

のため経験が浅い方でも、ブランクがあって不安がある方でもご安心ください。  

 

ご応募おまちしており

ます！ 

募集要項 



医院名 
 医療法人社団オハナ会 

 ウィズ歯科クリニック 

理事長名  小澤 勇介 

住所 
〒277-0853 

 千葉県柏市吉野沢2-3 

TEL  04-7145-0002 

URL  https://www.with-dc.com/ 

診療時間  9:30～18:30 
 （土曜のみ18:00診療終了） 

休診日  （日）（祝） 

診療 
メニュー 

一般歯科、小児歯科、予防歯科、口腔外科（インプ

ラント）、矯正歯科、訪問診療、審美歯科 

WITH Dental Clinic 


