歯科衛生士
求人募集のご案内
お仕事見学会を随時実施しております！
平成 28 年国家試験受験予定者のご見学会を積極的に実施しております。
見学会はいつでも開催しておりますので、まずはお気軽にご連絡を。
（TEL 03-3774-0071

採用担まで）

●理事長挨拶
こんにちは。理事長の逸見清美です。
医療法人社団 Hikari 会では、ともに成長しながら活き活きと働けるメンバーを募集しています。

当医院では、子育て中のお母さんや、歯科が怖い方など様々な理由で通院が
困難だった方でも、楽しく通っていただける医院を目指しています。
ご家族３世代で来院して下さる患者さんも多く家族ぐるみで治療や予防のお話ができます。

経験は問いません！
「明るく素直な姿勢」「協調性、思いやりの心」「仕事を楽しもうと思う気持ち」さえ
お持ちであれば、当院にとって近い将来、欠かせない人材になることを確信しています。

みなさんと仲間になれる日を、心待ちにしております。
見学会は随時開催していますので、まずはお気軽に見学にいらしてください。
当院の雰囲気をじっくりと感じ取ってくれると嬉しいです。
理事長 逸見清美

●当院の特徴
働きやすい勤務時間など、女性が活躍しやすい環境作りに努めています。
患者層はファミリーが中心で、お子様からご年配の方まで多くいらっしゃいます。
来院された患者さまにリラックスして治療を受けて頂けるように笑顔を大切にし、
「笑い」
「話し」
「食べる」為の最良の治療計画を提案しています。
そして、一人一人の患者さまに長くお付き合いをしていただけるよう
楽しく、清潔で安心感のある医院づくりを心がけています。

ーレ西大井第 2 ビル 3 階

●当院で働く

７つのメリット

○女性が働きやすい環境！
平日の診療は 18:30 までです。これはメンバーが仕事が終わったあとでも、家族の時間、
プライベートの時間を大切にしてほしいという願いです。
自分自身、プライベートも充実してこそ、患者様への献身、人に喜ばれる仕事ができると考えています。

○福利厚生充実！
「安心して働いて欲しい」その思いから社会保険完備はもちろん（詳しくは募集要項）、
女性が働きやすくするために産休育休制度も完備しています。

○成長できる環境！
経験を積んだ歯科医師、衛生士、助手受付が複数在籍しており、しっかりとした教育、フォローを行います。
研修会を定例開催しています（※詳細は「教育制度」をご覧下さい）

○各ポジションごとに誇りと充実感を持って活躍できる職場！
歯科医師、衛生士、歯科助手、受付それぞれのポジションが、やりがいをもって活躍できる環境です！
例えば、予防歯科診療を中心とした当院では、「衛生士」はまさに「衛生士」として患者様の口腔内を守る
仕事に従事できます。そして受付は医院の顔として、ホスピタリティーの心を持って人を喜ばせる充実感を
味わえます。

○施設や設備が充実している！
たくさんありますが、例えば患者様への説明ツール DentalX、位相差顕微鏡などを活用して、
衛生士が分かりやすく客観的に患者様に今のお口の状態を説明することが可能です。
その他設備：オートクレーブ、プチクレーブ、BBK 水 ユニット 7 台、口腔外バキューム、レセコン
位相差顕微鏡、ダイアグノデント デンタル X 使用（検査結果、口腔内写真のデジタル管理）
、
カリエスリスク検査培養器

業務用超音波アロマディフーザー 空気清浄機,

○患者様向けイベント！
キッザニアイベントなど、患者様に楽しんでもらえるイベントを定期的に開催しています！
子供達の無垢な笑顔に触れる、患者様の心と一体となれる瞬間は、何事にも代え難いひとときです。

○「駅から徒歩 0 分！」通いやすい！
西大井駅改札の隣のビルなので通勤便利♪
近いですよ（笑）

●働くメンバーからの声
～衛生士からのメッセージ～
きよみ歯科クリニックは、患者さんとの距離がとても近く、笑いの絶えない医院
です。子供から高齢者まで幅広い層に親しまれ、地域に根付いた歯科医院です。
特に『予防』に力を入れており、私たち衛生士が担当患者さんを受け持ちますの
で、「先生、ありがとう！」と言っていただけるやりがいのある職場です。
患者さんの明るい将来に繋がる手助けをするのが、私たち衛生士、助手の仕事だ
と思います。
スタッフ教育にも力を注いでおり、あなたのやる気、スキルアップを応援してい
ます！ドクターや先輩から、仕事以外のこともたくさん学べますよ(笑)
患者さん、医院、私たちが元気な笑顔の溢れる毎日を送れるよう、一緒に仕事を
しませんか？
人と人を繋ぐ、想いをつなぐ、未来に繋がる元気な笑顔が溢れる毎日を願って。
歯科衛生士 チーフ 竹本美聡子
出身校

新東京歯科衛生士学校

年齢、勤続経験問わず、イベントの企画から実行まで、スタッフでできる楽しい
職場です。予防にも力を入れており、一人一人の患者様に合ったアドバイスをす
るのも、とても楽しいですよ♪
一緒に考えながら『予防』や、楽しくイベントの企画をしませんか？
歯科衛生士
出身校

阿部 直子

新東京歯科衛生士学校

入職のきっかけは見学の際に、アットホームな雰囲気が良かったからです。
見学の時から変わらず、この職場はスタッフがとっても明るいと思います！
この仕事を通じて成長したと思えることは、患者様とのコミュニケーションが自
然と心から楽しんで出来るようになりました。
明るく元気な方、お待ちしております！
歯科衛生士
出身校

鶴見大学短期大学部

小椋 早記

歯科衛生士科

～先輩歯科助手・受付の声～
私は未経験できよみ歯科に入りました。はじめは何も分からず、とまどいました
が、周りの先輩に支えられてきました。
先生、スタッフみんな明るく楽しい職場ですので、是非一緒に働きましょう！
歯科助手・チャイルドマインダー

佐々木 優美子

キレイな職場でスタッフと患者様が和気あいあいとしています。
新しいことに挑戦しながら一緒に楽しく働きましょう！
歯科助手

山内 奈緒美

～ドクターからのメッセージ～
求人ページを開いていただいて、ありがとうございます。
当院はとてもアットホームで、診療中も患者さんとの会話が絶えません。
笑い声もあちこちから聞こえます。
技術はしっかり先輩が教えてくれます。コミュニケーションを生かして、
みんなで楽しく一緒に仕事をしていきましょう！
歯科医師

山田 かしは

当院は、スタッフ間のコミュニケーションがよく取れており、オンオフがはっ
きりした職場です。患者さんのお口の中だけではなく、健康に生活をしていた
だくことを 1 番に考えて診療しています。また、診療時間も他の医院より短い
ので、集中して仕事をして、プライベートの時間も充実させることができます。
ぜひきよみ歯科で一緒に働きましょう！
歯科医師

●教育制度
１

教育担当アドバイザーがいるから安心

衛生士経験、歯科助手経験、新人の教育経験を多く積んできた教育担当の
先輩スタッフが複数在籍していますので、スキル向上を目的とした
現場教育はもちろんですが、新人さんによくある「ちょっとした不安」や
「なかなか聞きにくいこと」なども、教育担当アドバイザーに安心して
相談できる環境を心がけています。

春田 奈保子

２

OJT マニュアルに基づいているから基礎が身につく

業務研修については、OJT マニュアルに沿って、分かりやすく一つ一つの業務を習得していただけます。
（歯科衛生士・歯科助手）

３

外部講師を招いた医院全体としてのレベルアップ

また外部講師を定期的に医院に招いて、毎月勉強会を実施しています。
メンバー全員で同じベクトルをもって、診療スキルの向上に全員で
取り組んでいます。

４

外部セミナー・講習会補助制度

当院が技術習得に必要だと認めたセミナーや講習会については医院から
半分補助を行っていますので、成長異意欲の高い方は、
もちろん意欲的にどんどん学べる環境です。
時には当院衛生士が、講師役として登壇することもあります！

初めて就職選びででどことなく不安を抱いている方、
次のステージを求めてもっと成長していきたいと考えている経験者の方、
どちらの方でも、当院には成長し、活躍できる環境があります。
一人一人の性格や経験値に合わせた、教育フォローを行っています。

●募集要項
＜歯科衛生士＞
募集職種

歯科衛生士

仕事内容

SC、SRP、TBI 等の P 処置や予防をメインに、アシスタント、TEK、印象、在庫管理、
リコール管理など。

応募条件
技術 能力

未経験可能 管理者経験不要
明るく、素直な方。患者さん思いで協調性があり、
条件だけでなく、向上心や仕事のやりがいを求める方。

雇用形態

正社員（常勤） パート・非常勤
※パート（非常勤）の条件: 週 3 以上勤務できる方。土曜日出勤出来る方歓迎。

給与

月給制
月給

24 万円～35 万円

時給

1200 円～1700 円

一定の条件を満たせば、歩合もあり。前職考慮。扶養控除内考慮
<諸手当>
皆勤手当、衛生士手当、住宅手当、残業手当、技工手当、プチボーナス
<平均年収>
30 歳

320 万円

40 歳

450 万円

<昇給・賞与>

休日休暇

昇給

年1回

賞与

年 2 回、月毎にプチボーナスが出る事も

週休 2 日、年間休日 123 日、年末年始 7 日、特別休暇等 7 日
有給休暇 3 年目 10 日
年末年始休暇７日、夏期休暇７日、慶弔休暇、勤続年数に応じた法定通りの有給休暇

勤務時間

平日 8：45〜１９：30 （休憩 90 分）
土曜日 8：45〜１７：00 （休憩 60 分）

アピールポイント
福利厚生

【社会保険完備】
【明るい職場】【週 3 日から OK】
社保完備。
制服貸与。
社労士による就業規則、給料規定あり。
健康診断、ワクチン接種全額補助、
セミナー半分補助。
外部勉強会、他院見学可。
物品販売社員割引あり。
教育研修、社内研修制度、社外研修への参加補助（休暇）
、社外研修への参加補助（費用）
、
資格取得支援制度、復職支援

住宅手当

あり １人暮らしの場合

各種保険

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、賠償責任保険

退職金制度
勤務可能時期
禁煙・分煙

あり（勤続 5 年以上）
すぐにでも可。 ご相談下さい。
禁煙

＜受付・歯科助手＞
募集職種

受付・歯科助手

仕事内容

１、受付（予約・会計・書類管理・院長スケジュール管理・診療補助）
２、衛生管理スタッフ（滅菌・消毒・清掃・備品管理・診療補助など。掃除や片付けが得

意な方。
）
応募条件
技術 能力

未経験可能 管理者経験不要
受付は明るく、接客が好きな方。（歯科医院未経験でももちろん OK！）経験者は優遇し
ます。
歯科医療事務、営業や接客の経験があれば助かりますが、それよりコミュニケーション能
力が高く、笑顔で親切な方を優先します。

雇用形態

正社員（常勤） パート・非常勤
※パート（非常勤）の条件: 週 3 以上勤務できる方。土曜日出勤出来る方歓迎。

給与

月給制
月給

19 万円～30 万円

時給

950 円～

※給与は前職、経験、資格を考慮します。扶養控除内考慮
<諸手当>
交通費全額支給、残業手当、皆勤手当、住宅手当、プチボーナス
<平均年収>
新卒 300 万円
30 歳

390 万円

<昇給・賞与>

休日休暇

昇給

年１回

賞与

年２回

週休 2 日、年間休日 123 日、年末年始 7 日、特別休暇等 7 日
有給休暇 3 年目 10 日
年末年始休暇７日、夏期休暇７日、慶弔休暇、勤続年数に応じた法定通りの有給休暇

勤務時間

平日 8：45〜１９：30 （休憩 90 分）
土曜日 8：45〜１７：00 （休憩 60 分）

アピールポイント
福利厚生

【社会保険完備】
【明るい職場】【週 3 日から OK】
【駅ナカ・駅チカ】
社保完備。
制服貸与。
社労士による就業規則、給料規定あり。
健康診断、ワクチン接種全額補助、
セミナー半分補助。
外部勉強会、他院見学可。
物品販売社員割引あり。
教育研修、社内研修制度、社外研修への参加補助（休暇）
、社外研修への参加補助（費用）
、
資格取得支援制度、復職支援

住宅手当

あり １人暮らしの場合

各種保険

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、賠償責任保険

退職金制度
勤務可能時期

あり（勤続 5 年以上）
すぐにでも可。 ご相談下さい。

＜歯科医師＞
募集職種

歯科医師

仕事内容

一般歯科診療

応募条件

未経験者不可能 実務経験 5 年以上 管理者経験不要

技術 能力

明るく、責任感のある方。健康な方。
一般的な保険治療が理論的にしっかり丁寧に出来る方、又はそうしようと努力している
方。
患者様、スタッフとのコミュニケーションを大切に考えている方（技術だけでなく、人間
性も重視）。
複数の歯科医がいるので、不安なケースは相談しながら行えます。

雇用形態

正社員（常勤）、非常勤
※非常勤の条件: 週 3 以上勤務できる方。曜日は応相談。

給与

日給制
当社規定による
経験、実績の応じて応相談

休日休暇

週休 2 日、年間休日 125 日、年末年始 7 日、特別休暇等 7 日
歯科医は医院の収入を担っていますので基本的には医院の休みに合わせていただきます
が、時には学会、子供の行事や旅行等のリフレッシュ休暇取得可能です。

診療時間

平日９：３０〜１３：００

１４：３０〜１８：３０

土曜日９：３０〜１３：００ １４：００〜１６：００
アピールポイント
福利厚生

【社会保険完備】
【明るい職場】【駅ナカ・駅チカ】
【ママさんＯＫ】
健康診断 外部セミナー、他院見学随時
歯科医療共済組合加入
賠償保険は個人加入して頂きます。
※医師賠償に至る前の共済に加入しています。

保険
勤務可能時期

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、賠償責任保険
すぐにでも可。
慌てず、良い先生との出合いをお待ちしています。

●法人基本情報
勤務先名称
住所

医療法人社団 Hikari 会 きよみ歯科クリニック きよみ歯科クリニック分院
本院：東京都品川区西大井１−３−３−３F コアスターレ第２ビル
分院：東京都品川区西大井 6-4-14 川島ビル 1F

最寄駅
アクセス

ＪＲ横須賀線 西大井駅 徒歩１分
西大井駅のすぐ隣のビル（１F 城南信用金庫）
※分院は本院より徒歩 6 分

業種
診療時間

歯科医院、矯正歯科、小児歯科、口腔外科、予防
平日９：３０〜１３：００

１４：３０〜１８：３０

土曜日９：３０〜１３：００ １４：００〜１６：００

休日

本院：木日祝
分院：水日祝

福利厚生

社保完備。
制服貸与。
社労士による就業規則、給料規定あり。
健康診断、ワクチン接種全額補助、
セミナー半分補助。
外部勉強会、他院見学可。
物品販売社員割引あり。
教育研修、社内研修制度、社外研修への参加補助（休暇）
、社外研修への参加補助（費
用）
、資格取得支援制度、復職支援

各種保険

健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、賠償責任保険

退職金制度
勤務可能時期
禁煙・分煙
設備

あり（勤続 5 年以上）
すぐにでも可。 ご相談下さい。
禁煙
ユニット 7 台（分院３台）、デジタルレントゲン、口腔外バキューム、位相差顕微鏡、
ウ蝕探知器（ダイアグノデント）、カリエスリスク検査培養基、３mix、オートクレー
ブ、プチクレーブ、BBK 水、業務用超音波アロマディフーザー、インカム、
デンタル X（患者情報管理ソフト）による検査、口腔内写真デジタル管理、各ユニッ
トに Mac＋iPad

代表者

逸見 清美

設立年月

2000 年 7 月

従業員

歯科医師院長１人、分院長１人、常勤２人、非常勤３人
衛生士常勤３人、歯科衛生士非常勤１人、歯科助手常勤３人、受付常勤１人

沿革

2000.7.3 きよみ歯科クリニック開設
2013.8.20 現在地に移転
2014.4.1. 医療法人社団 Hikari 会開設
2014.5.2. きよみ歯科クリニック分院開院

●応募方法
まずは下記までお電話または、メールをください。
お電話はこちら

TEL 03-3774-0071

メールはこちら（担当：竹本宛）

kiyomidc@ag.wakwak.com
まずはご見学を！お気軽にお問い合わせください。
医療法人社団 Hikari 会 きよみ歯科クリニック
〒140-0015 東京都品川区西大井 1-3-3
コア・スターレ西大井第 2 ビル 3 階

