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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 

患者満足度日本一の歯科医院を創る 
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【8年でユニット12台、総勢50名、年間医業収入5億円】 

将来開業を考えている先生には、急成長してきた歯科医院でしか学べない経営学も修得するこ

とが出来ます。また開業せずに生涯勤務医として考えている先生には終身雇用制度をサポート

する制度もあります。安心して働いてもらえるように生命保険や退職金、車両貸与、社宅・住

宅手当など生涯にわたり法人がサポートしていくことも可能です。 

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。 

 

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、診療面では臨床カリキュラムや練

習環境の完備、専門医も含めた多数のドクターによる教育

とフォロー体制により、幅広いスキルを身につけることが

できます。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。 



 

歯科用3DデジタルCT 

ErYAGレーザー 

医
院
設
備 

インプラント 

 滅菌対策 
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唾液・口臭検査 
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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／無影灯 



@with_dentalclinic 

院
内
風
景 
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■受付・待合室 

H
o
sp

ital view
  

■カウンセリングルーム 

受付は入口・待合室が見渡せる構造になっており、患者さま一人一人を笑顔

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。 

■キッズルーム 

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。 

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。 

■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。 

■ドクタールーム・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。 



一般 
    歯科 

口腔 
    外科 

訪問 
    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。一日に160名程の患者様が

来院されるため、様々な治療技術を学べます。 

診
療
科
目 

小児 
    歯科 

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。 

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学ぶことができます。 

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。 

矯正 
    歯科 

オリジナル往診車にて訪問診療を行っておりま

す。歯科衛生士・専任コーディネーターと共に

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。 
10 



インプラント 

         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。      

審美・ホワイトニング 

 

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、サイナスリフトも学べます。当院
では勤務２～３年からインプラント治療を始め
られ、慣れるまではオペの立ち合いも可能で
す。 

か強診施設として予防歯科にも 

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。 

予防歯科 

C
lin

ical su
b
jects 

     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。 

歯周外科 
歯周形成外科 
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教育カリキュラム・サポート体制 

Training system 

■ブラザー制度・シスター制度 

（マンツーマン指導・カルテチェック・形成チェック・練習付き添い） 

教材 

■MID-G GPアカデミー年間セミナー 

(若年歯科医師実習教育講座) 

充
実
し
た
教
育
体
制 

■カリキュラムに沿った教育 

■動画マニュアルあり 

■常時5～7名のドクターがいるため、診療中に 

わからないことがあればすぐにフォローしてもらえる 



■練習用模型、マネキンあり 

■月10～20本の動画シェア 

■1500冊の書籍、500本の動画で各ステージに合った学習 

勉強会・セミナー 

■理事長による月一勉強会 

■３ヶ月に一度の全体ミーティング 

 

■症例検討会 

■院内セミナー 

■外部セミナー（費用50％～100％補助） 

 

JIADS 

SJCD 

５-D Japan 

オーラルリハビリテーション 

インプラントセミナー 

インビザラインセミナー  

 【セミナー受講歴】 



Career Plan 

１年目 ２年目 ３年目 

●保険診療 

●診査・診断・治療計画 

●患者対応 

●自費診療 Br・義歯 

●MTM 

●APF 

●単独歯インプラント 

●自費治療 IN・クラウン 

●埋状抜歯 

●FOP 

治 療 治 療 治 療 

マネジメント マネジメント マネジメント 

当院には5年間の教育カリキュラムがあり、専門医5名を含めた常時7名のDr.による 

教育体制も整っているので、治療とマネジメント双方で幅広いスキルを習得できます。  

01 経験に応じた指導  

新卒の方、経験が浅い方でも安心して診療に取り組めるように臨床研修指導医が6名在

籍しており、わからないことは随時聞くことができるようフォロー体制を整えていま

す。まずはレベルに合った症例から配当され、徐々に担当患者を増やしていきます。 

最初は患者様一人につき60分から始め、慣れてきたら45分、最終的には30分というス

テップで進めていきます。 

幅広い症例・スキルが学べます  

02 

当院の患者層は幅広く、症例が豊富なため、一般歯科治療をある程度マスターしてからは、

審美治療、フルマウス、歯周外科、歯周形成外科、インプラント、GBR、サイナスリフ

ト、矯正、訪問診療と、保険から自費治療まで多くのスキルを身に付けていくことが可能な 

職場です。 

また、院内勉強会、症例検討会、実習などを通して常に最新のスキルを学ぶこと 

が可能です。  

●スタッフ 

 コミュニケーション 

●スタッフマネジメント ●人材育成 

●医院収支管理 

14 



４年目 ５年目 

●歯周再生療法 

●FGG・CTG 

●複数歯インプラント 

治 療 

●フルマウス自費診療 

●前歯部単独歯 

 インプラント 

●GBR・サイナスリフト 

開 業 

分院長 

勤務医 

治 療 

マネジメント マネジメント 

職人スタイル 

ライフバランス 
スタイル 

経営スタイル 

 

開業希望の方には経営スキルを 

生涯に渡り安心して働きたい方 

04 

終身雇用制度の福利厚生として、車両の貸与や住宅手当、生命保険手当、退職金など 

生涯にわたり法人でサポートすることも可能です。 

当法人では勤務医であれば診療に専念する職人スタイルだけでなく、マネージャー兼プレ

イヤーとして経営に参加し、活躍することも可能です。  

03 
これから開業医を目指す方には、診療スキルだけでなくマーケティングやマネジメント等、

開業医として必須である経営スキルについても、成長中のクリニックならではの 

学びを得られます。 

個人開業を目指すのであれば物件選定、器材関係、金融機関などのバックアップや、 

法人傘下での開業であれば資金支援まで行うのでノーリスクでの開業も可能です。  

●リーダーシップ 

●院内・院外 

 マーケティング 

●医院経営 

●開業立地戦略 



◆ 2014年 東京歯科大学卒業 
  

地元の総合病院附属の口腔外科にて研修を開始。 

半年間、東京歯科大学のインプラント科で研修。 

2015年に研修修了。 

 

◆ 2015年 ウィズ歯科クリニック就職 
  

はじめはアシストや簡単なCR治療などからスタート。 

治療や診断で分からないことがあった場合は、院長や先輩ドクターに指

導をしていただきその都度フォローを受けていました。 

先輩ドクターが治療中は少し待つこともありますが、自分の治療時間も

最初は長めに取っているため、しっかり確認をしてから治療をすること

ができました。 

また、自分の時間が空いた時は先輩ドクターの治療見学やアシストを

行ったり、形成の印象を取ったらそれを見てもらう他、診療前に少し早

めに来て形成やTEKの練習をしていました。 

現在もさらなるスキルアップのために、セミナーの参加や自主練に励ん

でいます。 

 

給料は月給制で週5勤務。 

固定給スタートののち半年後には昇給。 

入社2年目から20％スタートの完全歩合制になる。 

キ
ャ
リ
ア
モ
デ
ル 

仕事内容 
 1年目 

  

●保険診療 

●診査・診断・治療計画 
  

・簡単な保険治療や診査、 

 診断の他、智歯抜歯やガ 

 ムブリーチ、小帯切除な 

 どの少し踏み込んだ治療 

 も行えるようになる。 

2年～3年目 
  

●自費診療 IN・クラウン・Br・義歯 

●単独歯インプラント 

●FOP ●CTG ●APF ●MTM 

●ガムブリーチ・ウォーキングブリーチ 

●訪問診療 

 ・自費の単冠の修復治療や補綴治療、簡単な 

 インプラントの症例も少しずつ始める。 

・JIADSのペリオコース、インプラントアドバン 

 スコースを受講。通常のFOPやCTG、APF 

 などを行うようになる。 

・訪問診療を開始。 16 



C
areer m

o
d
el 

 
2019年 

5年目 

1150万 

 2016年 
 

2年目 

520万 

 2015年入社 

1年目 

320万  
2017年 

3年目 

680万 

 2018年 

4年目 

860万 

年収 
モデル 

４年～現在 
  

●全顎の治療計画の立案、治療 

●FGG ●GBR 

●歯周再生療法 
 

 

・藤本研修会咬合補綴コース、インプラントアドバンスコースを受講。全顎の 

 治療計画の立案、治療を行うようになる。 

・臨床研修指導医の資格を取得。医院のドクターチーフとなり、後輩ドクターの 

 教育・指導を任される。 

・歯科医院経営（マーケティング・マネジメント）について学ぶ。 

●フルマウス自費診療 

●前歯部単独歯インプラント 

●複数歯インプラント 



●教育体制充実 

●残業なし！ 

●有給消化率100％！ 

●福利厚生の充実！ 

●ライフワークバランスの実現！ 

●プライベートも充実！ 

歯科医師の一日 
09:20  出勤    

おすすめポイント 

午前の診療が始まります。各職種と
連携をとりながら診療を行います。 

午後もスタッフ皆で協力しながら診療を行います。 

昼休み休憩は1時間です。12：00～14：00 
で交代制になっています。 

最終受付が18：00なので、定時に終業します。 

09:25  朝礼    

全体で朝礼を行います。 
その日の診療内容などを情報共有します。  

09:30  午前診療 

13:00      お昼休み 

18:30  診療終了 

14:00  午後診療 

18 



チ
ー
ム
医
療 

歯科医師 

歯科衛生士 クリーンスタッフ 

歯科医師の年齢層は新卒～40代までと年齢層が幅広い為、 

同世代・先輩・後輩の各ステージごとの様々な話を聞くこともできます。 

技術向上を目指し、院内での勉強会や院外セミナーへの積極的参加など、 

医院全体のレベルアップの為に日々努力しています。 

チームワークを高めるレクリエーションや食事会も自由参加で行っていす。 

受付 歯科助手 



症
例 

20 

【プレパレーション・CTG】 【フルマウスリコンストラクション】

【根面被覆】 【歯牙移植】 

Dr. TESHIMA  3rd. year 
【クラウンレングスニング】 

【審美修復】 
Dr. SATO  3rd.year Dr. SATO  4th year 

Dr. TESHIMA  4th year 
【再生療法】 

Dr. TESHIMA  5th year Dr. KANAZAWA  2nd year 
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【フルマウスリコンストラクション】 【インプラント】 

【GBR】 【サイナスリフト】 

 

 
【ボーンアンカードブリッジ】 

KANAZAWA  2nd year 

Dr. SATO  4th year Dr. YAMAGUCHI  5th year 

Dr. OZAWA  Dr. TESHIMA  5th year 
【FGG】 

Dr. OZAWA  Dr. AOKI  5th year 



Voice of senior doctor  
 院長 佐藤 啓 

長崎県出身 

手島 秀 
高知県出身 

山口 はるか 
千葉県出身 

小川 泰宏 
東京都出身 

東京歯科大学卒業 

東京歯科大学千葉病院臨床
研修修了 

日本大学歯学部卒業 

日本大学松戸歯学部臨床
研修修了 

日本大学松戸歯学部卒業 

日本大学松戸歯学部付属
病院臨床研修医修了 

日本大学松戸歯学部卒業 

日本大学松戸歯学部付属
病院臨床研修医修了 

ウィズ歯科には毎日160人以上の患者さんが来院さ

れるため、たくさんの症例に触れることができま

す。また、診療面では一般診療に加えて、自費診療

やインプラント治療、歯周外科治療など幅広い診療

を診ることができます。また、幅広い診療を実践す

るための設備が整っています。診療面以外では、

ウィズ歯科の理念でもある「患者満足」を実践する

ために、これから来院する患者さんから長く来院さ

れている患者さんまで満足していただけるような対

応をスタッフ全員が心がけています。これから勤務

医として働く先生方にはきっと成長するチャンスが

広がる歯科医院だと思います。是非一度見学に来て

ください！ 

研修医終わりからウィズ歯科クリニックに就職

し、今年で7年目になります！ 

はじめは治療の内容から治療の方針や計画を理事

長先生や先輩ドクターから教わりながら、治療時

間を長く取れるので治療に専念することができま

す。 

新患数も多く、また各分野の専門医の先生がいる

ので気軽に相談することができます。 

歯科関係の本もそろっており、セミナー補助もあ

るためステップアップのための環境がそろってい

ます。 

22 

僕は大学の時に上京し、地元へ帰らず首都圏で治療を

行っていきたいと思い、開業医で勤務する道を選びま

した。ウィズ歯科クリニックでは4年前から勤務を始

め、就職当初は将来が不安で、自分をどのようにプロ

デュースしていくか分からなかったのですが、医院の

理念に沿って成長していくなかで自分の将来像がしっ

かり見えてきてゴールも考えられるようになり、終身

雇用で働く道を選びました。医院の規模が大きくなり

将来を改めて見つめなおしたときに臨床だけではなく

マネジメントや経営面にも関わっていきたいと考えま

した。勤務3年目には院長に就任し、現在では臨床と

経営に携わることができとても仕事が楽しいです。 

ぜひ一緒に働きましょう。 

私がウィズ歯科クリニックで働き始めたのは、3年

目の時でした。 

最初は簡単なCR処置やIn形成、小児の治療から始

まり、今では難しい治療やインプラントなどの自費

診療もできるようになってきました。 

経験豊富な優しい先輩Dr.が1つ1つ丁寧に教えて下

さるので、安心して診療することができます。 

また、訪問診療にも行かせていただいているので、

とても勉強になります。 

ぜひ、一度見学に来てください♪ 



雇用形態  
常勤：週休2日または3日 

非常勤：一般歯科 週2日～、小児歯科 週1日～ 、外科 月1回～、矯正 月1回～ 

給与  

【常勤】 

年収  360万円～2,400万円 

月給  30万円～200万円 

試用期間  試用期間あり（1ヶ月） ※試用期間中の給与変動なし  

休日休暇  

週休2日（3日選択可） 

有給休暇初年度10日、3年目12日 

日曜、祝日、年末年始、夏季休暇、ゴールデンウィーク、その他自由に休暇取

得可  

勤務時間・休憩  
【月～金】9：30～18：30、【土】9：30～18：00 

 休憩1時間  

雇用状況  
平均月間残業時間（前年度実績）月0時間程度 

有給取得率100％  

福利厚生  

医師歯科医師賠償責任保険 

社会保険完備（厚生年金・賠償責任保険あり） 

講習会費用補助（50～100%） 

車・バイク・自転車通勤OK（駐車場完備） 

自転車貸与（柏駅からの通勤用） 

引っ越し費用補助 

退職金制度（常勤勤続5年以上） 

健康診断あり 

インフルエンザ予防接種全額医院負担 

喫煙スペース有り 

終身雇用の場合は車両貸与・社宅・住宅手当・生命保険手当・退職金積立   

永年勤続表彰制度（ディズニーチケット・会員制ホテル招待） 

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

（休暇、費用）、資格取得支援制度、復職支援、マネキン・練習道具、臨床経

験3～20年のドクターがサポート  

募集要項 

東京歯科大学千葉病院臨床

 

 ≪ お問い合わせ先 ≫ 
  Tel：04-7145-0002 

 Mail：with.shika@gmail.com 

医院見学 随時受付中 

＼詳細はコチラ／ 



WITH Dental Clinic 

医院見学 随時受付中 

医院名 
 医療法人社団オハナ会 

 ウィズ歯科クリニック 

院長名  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 

医院概要 


