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東京医科歯科大学歯学部附属病院 協力型臨床研修施設

歯科技工士
求人のご案内

横浜さかきばら歯科・矯正歯科



歯科医療×楽しむ
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歯科医療を最高の仲間と心の底から楽しめる
そんな医院でありたい

歯科医療は
知れば知るほど面白い
そんな場を提供します

全員で連携することを心がけて
最高のチームワークを発揮します

仲間と学ぶこと
考えることが
楽しくなるような環境です

歯科業界と地域に貢献し
地域にはなくてはならない
医院を目指します
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　   の Poi ntここがすごい！ 9

院内SNSで気軽に相談や意見交換などがしっかり行えます。
風通しのいい環境での勤務ができます！

医師との連携
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当院はCT・口腔内スキャナー（iTero）、３Dプリンターを完備。
CERECを導入し、院内でCADCAMが可能です。
最新のデジタル歯科を経験できます。

先進のデジタル歯科環境
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滅菌と感染症の対策は徹底しております。
最新の機器とこまめな作業により患者様とスタッフの
安心・安全な環境を提供しております。

滅菌・感染症対策の徹底
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スキルアップしたい方には全面的にバックアップとサポートをして
います！ こういう資格を取りたい、セミナーに行きたいなど遠慮
なく相談してください！

資格取得支援
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アクセス良好の好立地

06妙蓮寺駅徒歩1分！  医院の立地は駅から徒歩1分の好立地！
横浜駅から電車7分と通勤も勤務後の時間も楽しめます！
渋谷からも27分！

マイクロスコープ２台

04当院はルーペを全員に支給します。ルーペを診療に使うことで
質の高い治療が可能です。歯科用マイクロスコープも２台完備。
拡大視野での治療を実践していただけます。

医療法人のしっかりとした経営母体で勤務できます。
スタートアップのスタッフとしても安心して働けます！

安定の医院内勤務
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年末年始休暇、GW休暇、夏期休暇　それぞれ各7連休 !!

07 休む時はしっかりと休む！
プライベートも充実できます♪

独身・一人暮らし・実家から
医院が1時間以上の場合手当を支給しております。
少しでもスタッフの生活を補助し、
プライベートも仕事も充実できるようにサポートします。

家賃補助あり！
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● 厚生労働省　臨床研修指導医は３人在籍しています。

● 歯周病認定医、インプラント専門医が在籍（院長）

● 世界レベルの歯科技工士と連携をとって診療しています。（不定期でミーティングあり）

● デジタルの環境が整っています。
 （CT、口腔内スキャナー、CADCAM（CEREC）、３Dプリンター）

● 基本的診療を学びつつ、将来必要になってくるアドバンスな治療、
 包括的診療、デジタルデンティストリーの実際を見ることができます。

歯科衛生士 8名
受付 4名

副院長  佐々木 かおり
平成７年東京医科歯科大学卒
厚生労働省　臨床研修指導医

常勤  北嶋 ひとみ
平成22年東京医科歯科大学卒
厚生労働省　臨床研修指導医

D r . 紹介

当院の
特徴

非常勤  平野 恵子
東京医科歯科大学大学院

歯髄生物学分野  大学院生

矯正（月１）  沖藤 明日香
平成22年東京医科歯科大学卒

日本矯正歯科学会　認定医

院長  榊原 毅
平成６年東京医科歯科大学卒
厚生労働省　臨床研修指導医

日本歯周病学会　歯周病認定医

日本口腔インプラント学会専門医

日本矯正歯科学会会員

包括的矯正研究会　副代表

インプラントスタディーグループAOS会長



院内紹介

開業 2007年5月

法人設立 2009年3月

ユニット 7台（シロナ4台、ヨシダ3台）

来院患者数 約60名/日

予約 基本30分に1人

スタッフ数 歯科医師：常勤3名
 　　　　  非常勤1名
 矯正：1名
 研修医：1名
 歯科衛生士：8名
 受付事務：4名
 計18名

アクセス 東急東横線
 “妙蓮寺駅”から徒歩30秒

厚生労働省より、東京医科歯科大学歯学部付属
病院協力型臨床研修施設に認定されています。

受付

カウンセリングテーブル

カウンセリングルーム

待合室

診察室

特別室

手術室

パウダールーム
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設備紹介
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CT＆3D分析

マイクロスコープ

３Dプリンター

う蝕診断用口腔内カメラ （DiagnoCam  Kavo）

より良い治療を行えるよう常に最新の機器を導入！
もちろん経験が浅い先生でも積極的に触れてスキルもアップ！

３D口腔内スキャナー （iTero、プライムスキャン）

［その他］
　　
CERECシステム（院内CADCAM）
Er-Yagレーザー
CO2レーザー
生体管理モニター
AED
口腔外バキューム（各ユニット）
拡大ルーペ（Dr.DH全員に貸与）
ビヨンドオフィスホワイトニング
エアフロー　
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当院であなたの資格を活かしませんか？
まずは見学だけでも大歓迎！お気軽にご連絡ください♪

院内技工部

●安定の医院内勤務！
経営母体のしっかりした医療法人なので、社会保険などしっかり完備！

GW・夏・冬の長期休暇、安定の院内勤務で勤務時間も一定。

退職金制度・住宅手当あり・交通費全額支給などなど。

安心して長く働ける環境を整えています！

●医師と技工士間で密に連携が取れる！
医院内ですと院内SNSを使用して気軽に相談や意見交換などが

しっかり行えるため患者様のご要望を考慮した技工物が制作できます！

チームワーク抜群で風通しのいい環境なので気軽に相談できるので、

わからないことがあっても気軽に聞いてください♪

●働きと同じくらい大事な休日！
長期休暇は年3回！！夏季・冬期・GWと7連休以上できます♪

休むときはしっかり休む！プライベートもしっかり確保◎

さらに、残業も少なく基本は19時頃退社可能！

この度、歯科技工士の採用を始めました！
院内で内製化をしていきたいと思い、「院内技工部」を立ち上げようと思っております！
またまだこれからなので一緒にいい体制を作っていって頂けると嬉しいです☆
ですが、気負いせずにまずは助手作業から慣れて頂けたらと思っています！

WAX-up
咬合器装着
プロビ、Tek（TEK）作製、
調整、シェードテイク
各種研磨
義歯修理
サージカルカイド作製
デジタル矯正デザイン
CAD-CAM
治療アシスト

【仕事内容】

焦らずじっくり成長でOK◎  当医院で初めての技工士になりませんか？
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診療終了後、片付け、終礼、
カンファレンスを行います。
終礼後、Ｄr・ＤＨミーティ
ング（5 ～15分程）

歯科技工士の仕事紹介

 8：30 頃 出社

 8：45  勤務開始

 8：55  朝礼・症例カンファレンス

 9：30 ～ 午前診療開始

 13：00 ～ お昼休み

 14：25  午後診療準備

 14：30 ～ 午後診療開始

 18：00  診療終了・症例カンファレンス・症例相談

 19：00 前後 帰宅

一日の流れ

大体スタッフは8時
30分頃に出社して
います。

出勤・着替え等を済ませ、
朝礼をした後に、カン
ファレンスと準備をす
る組に分かれて午前診
療の準備をします。

お昼休みは、90分です！ 片付けの後、お昼に
入るのが遅くなっても1分単位で残業がつきます。
※ご飯を食べて、残り時間はミーティングや面
談を行うことも。

お昼が終わったら、
全員で午後診療の
準備を行います。

最初は指導医の先生
のアシストから。徐々
におまかせすること
が増えていきます。

片付けやカンファレンスな
どが終わり19時前後に退
勤しています。
※残業は1分単位で支給。

午前と同じように、診療を行いま
す。様々な年齢層の患者様が来
院され治療することができます。
※随時作業を行っていただきます。

【カンファレンス】
毎朝・夕にカンファレンスの時間を設け、初診患者、難症
例などの症例検討、ディスカッションを行います。
ドクターとのコミュニケーションも密に取れる環境です。

【勉強会】
院内勉強会、他院との合同勉強会など、知識や技術を身
に付ける場があります。
又、講習会やセミナーの参加費支援制度など、スキルアッ
プしたい方を応援します。
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スタッフの声

アシストにつくことで、診療の流れや治
療説明の方法を学ぶことができました。

毎日症例ごとにフィード
バックを行っていただき、
反省点や課題点を見つけ
ることができました。

患歯だけではなく、口腔内全
体、咬合関係、咬合力、患者
さんの治療に対する考え方…
それらを総合的に捉えて治療
方針を考えることができるよ
うになってきました。

抜去歯での髄腔開拡
の練習や透明根管で
の根管拡大の練習な
ども行わせていただ
いてよかったです。

接遇レベルの高いスタッフの方達に囲まれて、そ
れまで意識したことのなかった患者さんへの接
遇、言葉遣いなども学ぶことができました。

治療をする上で患者説明がいか
に重要であるかを学びました。

技工士さんとの症例検討や
他のクリニックとの合同勉強
会にも参加させていただい
て、とても勉強になりました。

研修終了時に担当患者さんが「今まで
ありがとう」と伝えにわざわざ来てく
ださったのがとても嬉しかったです。

開業医のイメージが変わりました。
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住宅手当・社保・厚生年金完備!!

GW・夏・冬の長期休暇、有給休暇も気兼ねなくとれ

るのでプライベートも充実。オンオフをうまく切替え

て最高のパフォーマンスを目指しましょう！

経営母体のしっかりした医療法人ですので労働環境も

きちんと整備。産休・育休も実績があるので先輩ス

タッフにも気軽に相談できます。

歯科技工士学校卒業！
歯科技工士免許取得！

住宅手当支給で楽々
一人暮らしスタート！

週休２日、有休、
社保厚生完備の
充実した職場環境で
しっかり成長！

女性の結婚・出産にも
完全対応！

産休制度完備で
長く働ける職場です。

仕事もプライベートも充実。
安定した環境で歯科医師の一歩を踏み出し、充実した人生をつかみませんか？

GW・夏・冬  ３回の長期休暇
有休消化 10 0%

横浜さかきばら歯科・矯正歯科では、スタッフ皆が長く活躍で

きるよう、待遇面でも様々な取り組みを行っています。

自宅や、今住んでいるところからの交通費の全額支給はもちろ

んですが、中には「これから一人暮らしをしてみたいな」と思わ

れている方も多いかと思います。そんな方々向けに住宅手当

も支給しています。医院のモットーである『幸せな人生へのお

手伝い』は、患者様だけでなくスタッフやその家族にも当ては

まります。充実の労働環境と私たちの誇るチームワーク、仲

間同士の風通しのよさで、幸せの笑顔をまずはスタッフから。

それが患者様にも伝わって素敵な笑顔を広げていけると思っ

ています。安心して働ける職場。私たちは本気でその環境づ

くりに取り組んでいます。



院内見学会

横浜さかきばら歯科・矯正歯科では、院内見学会を随

時開催しています。「当院について、もっと知りたい！」

という方、「話を聞いたり、HPを見るだけではなくて、

実際に自分の目で医院を見てみたい！」という方にピッ

タリの内容になっています。自分がこれから働く場所・

人を決めるのは、人生の中でも大きな決断になるで

しょう。人生の大切な決断ですから、じっくり吟味して

決めていただきたいのです。

当院のスタッフー同、皆さんにお目にかかれることを

楽しみにしております。ぜひこ参加ください。

医院見学のこ案内

採用サイト 公式LINE

基本的な医院見学・面接の流れ

見学申込書の記入 10分

医院見学 180分

一時面接・適正検査

二次面接

採用

見学終了アンケートの記入 10分

見学の前に簡単なご質問にお答えいただ
きます。

先輩が付き添って、院内を見学します。
設備や実際に働く姿をぜひこ覧ください。
また、疑問や気になることなどございまし
たら、お気軽にご相談ください。

ご見学いただき、当院で一緒に働く仲間に
なってみたいと思っていただけた方はご連
絡の上、面接にエントリーをお願いします。

見学会の振り返りとしてアンケートのご記
入をお願いします。

当院より二次面接へのご案内をさせてい
ただきます。

医療法人社団 港央会　横浜さかきばら歯科・矯正歯科
〒222‐0023　横浜市港北区仲手原2‐43‐33
mail：sakakibaradentaloffice@gmail.com

045 -431-0550
（月～土 9：30-18：00）

クリニック見学希望の方はお気軽にお電話ください



募集職種 歯科技工士

対象となる方 新卒・経験者

勤務時間 常勤 診療時間/月～土 9:30 ～18:00（昼 13:00 ～14:30）

  勤務時間/8:45 ～18:15

  休日/日曜、他1日（常勤は週休２日制）

 非常勤 応相談

給与 常勤 新卒　　月給260,000円～（試用期間中の給与変動なし）

  経験者　月給270,000円～

 非常勤 時給1,500円～

休日休暇 週休2日制（常勤）

待遇・福利厚生 昇給年1回・賞与年2回、交通費全額支給、有給有（有給消化率100％）

 長期休暇有（年末年始休暇・GW休暇・夏期休暇 それぞれ各7連休、慶弔休暇）

 住宅手当3万円(独身・一人暮らし・実家最寄駅から妙蓮寺駅までが１時間以上の場合、

 その他医院規定あり）、退職金有（勤続３年以上）、制服貸与、講習会、学会参加支援制度あり

 ★院長承認の学会・講習会の参加費用は医院が一部負担（院内規定あり）

社会保険 労災保険、雇用保険

 厚生年金、歯科医師国保（常勤）

教育研修 社外研修への参加補助（費用）、資格取得支援制度

応募方法 お電話（045-431-0550）もしくは右の（採用サイト）より、ご応募ください。

 https://d-sakaki-recruit.com

休診日：日曜日・祝日

（※日曜日は毎月一度、矯正治療を行います）

日曜日は要予約：9:30 ～13:00 ／ 14:00 ～16:30

 診療時間　   月 火 水 木 金 土 日

 9:30 ～13:00 ● ● ● ● ● ● ／

 14:30 ～18:00 ● ● ● ● ● ● ／

045 -431-0550
クリニック見学希望の方はお気軽にお電話ください

公式LINE

採用サイト

医療法人社団 港央会　横浜さかきばら歯科・矯正歯科　　  〒222‐0023　横浜市港北区仲手原2‐43‐33
mail：sakakibaradentaloffice@gmail.com

（月～土 9：30-18：00）

歯科技工士募集のお知らせ ＊電話でもメールでもお気軽にご連絡ください。
＊見学時には白衣とシューズと身分証をご持参ください。

見学・面接
随時受付中


