
やまだ歯科医院へようこそ



当院ではご一緒に働いて頂ける歯科医師、歯科衛生士、歯科助手（受付）の方を募集しております！

当院は今川駅から徒歩１分という近さで、雨の日でも濡れません(笑)

日本一高いビルで有名なハルカスにはなんと、電車で３駅（5分）で行けます！！

当院の近くには、美味しいたこ焼屋さんや前には激安スーパーもあります。

当院は、いろいろと特典があります🎶
その１つに、お弁当のまかない付きで、昼・夜に頼むことができます。

理事長、ご馳走様です！！
２つめは、住宅手当（上限：1万円まで）があります！
住宅手当があれば、1人暮らしもしやすいと思います☺

おやすみは、週休2.5日で平日は1日、休日は土日のどちらかと半日がお休みです。
プライベートの時間はたっぷりあります!(^^)!
もちろん、GW、お盆休み、年末年始はお休みです！なので帰省もできます。



【年間休暇予定】

※祝日は原則休診！！

※有休取得率は98％！ほぼ希望通り取得できます

おやすみは、週休2.5日で平日は1日、休日は土日のどちらかと半日がお休みです。
プライベートの時間はたっぷりあります!(^^)!
もちろん、GW、お盆休み、年末年始はお休みです！なので帰省もできます。



（月） （火） （水） （木） （金） （土） （日）

AM

出勤時間
9:45-13:15

〇 〇 × 〇 〇 〇
15:30迄

×
診療時間
10:00-13:00

PM

出勤時間
15:15-20:15 〇 〇 × 〇 〇

診療時間
16:00-20:00

平日どこか1日休み！ (土)(日)どちらか1日休み
半日出勤もOK！

・祝日週➡平日：振替なし/(土)(日)：振替あり

【正社員シフト例】



理事長は、スタッフのプライベートの時間をとても大事にしてくださいます♪

スタッフ同士も仲が良く、人間関係が心配な方は安心してくださいね。
ブログを見ていただければ、仲の良さが伝わると思います！！
私達と一緒にやまだ歯科で働いてみませんか(^^)？？

お気軽にご連絡下さい。地方からの方も大歓迎です！！
Mail: ikuekai-ydc@yamada-dental-clinic.com
LINE ID:ikuekai-ydc 担当：院長 やまだ

mailto:ikuekai-ydc@yamada-dental-clinic.com


地方からの方も大歓迎！！

歯科衛生士： 髙島 葵

宮崎県からやまだ歯科医院に就職しました！
面接と同時に見学、体験がありました。
院長先生はじめスタッフの方にもお話を聞くことができ、働くイメージが広がりました。
はじめは不安いっぱいでしたが、スタッフの方々がたくさんサポートしていただいて頑張ろう！！！
という気持ちが大きくなりました。
人として歯科衛生士としても成長できる環境でとても充実しています♪
有給休暇も取りやすく実家に帰る余裕もできて嬉しいです！
ぜひ一緒に働きましょう♪♪

１週間以内に選考結果を連絡します！
内定者のみになりますのご了承ください。



新卒の方も大歓迎！！

歯科衛生士：前川 日花里

やまだ歯科医院で新卒から働かせて頂いております。
わからないことが沢山ある中で、先輩スタッフや先生方が1から丁寧に指導してサポートして下さるので、
心強く、安心して沢山学ばせていただくことができる歯科医院だと思います。
有給もとりやすく残業もほとんどないのでプライベートも充実して過ごさせて頂けてるので、
とても良い職場だと私は感じています。
ぜひ、一緒に働きましょう。

中途採用の方も大歓迎！！

歯科衛生士：田村かれん

私は歯科衛生士歴５年目でその中でも１年間海外にいたということがあります。
新卒だと手取り足取り先輩方が教えてくださることが多いですが、私は中途半端な衛生士歴５年目、
さらに１年間歯科に携わらないでいたブランク、心配でした。
歯科は働く医院によって処置内容やルールが違います。
私は就職する際、自分のルールや技術が通用するのか、通用しないのであれば乗り越えられるのか不安でした。
でも毎日先輩とバディーを組んで患者様への対応や院内ルールを教わり、
先輩方の時間を割いてもらい技術の練習もします。
すごくスタッフの皆様が丁寧で優しくて私の最初の不安はすぐに吹き飛ばされ、
さらにその皆様を束ねる院長はすごく頼りがいがあり信頼を得ていらっしゃるのでチーム医療が確率しています。
分からないことは放置しない、技術面も磨けるやまだ歯科でなら今後も私は成長出来ると感じています。



子育てを頑張っている方へ
ブランクのある方へ

当院では、子育てを頑張っている方、ブランクのある方も大歓迎です！！！！！！
・急に子どもが熱を出して休みになってしまったら…
・上の子の熱が下がったら、次はまた下の子が…
・保育園から電話がかかってきて迎えにいかないと…

・しばらく歯科医院で働いてないので何もできないかも…
・自信がないけど、大丈夫かしら…？

皆さまが同じような心配をかかえているのかもしれません…大丈夫です！！！！！！！！！！
同じような環境のスタッフが急な休みのときに対応してくれますし、
また近くには連携施設もありますので安心して働けます☆

お気軽にご連絡下さい。
Mail: ikuekai-ydc@yamada-dental-clinic.com
LINE ID:ikuekai-ydc 担当：院長 やまだ

mailto:ikuekai-ydc@yamada-dental-clinic.com


歯科衛生士：野山 真理子

こんにちは！！
わたしは２人の子育てをしながらパートで働いております。
パートなのに産休・育休をとらせてもらいました！！！！とても優しい職場です。
シフト制なので保育園のイベント等にも全て参加でき、
急なお迎えにも対応してもらえて助かっています♪
子育てをしながらでも働きやすい環境の職場ですのでぜひ一緒に働きまょう！！！！

歯科医師：東麻希子

小学生と幼稚園の兄妹を子育て中です。
昨年からやまだ歯科で午前のみのパート勤務させて頂いております。
育児しながらの復職で最初はとても不安でしたが、やまだ歯科はスタッフが多く
シフト制なので勤務時間や曜日の融通がきき、学校や幼稚園行事に参加しながら
働くことができとても助かっています。
また院長はじめスタッフの仲も良くみんな親切なので、仕事でわからない事があっても丁寧に教えてくれて
ブランクがある方にもおすすめです。
家庭と仕事の両立に不安な方はぜひ、一度やまだ歯科に見学に来られていかがでしょうか(*^_^*)



歯科衛生士：後藤 和乃

2児の子育て中ですが、子供とのふれ合いを保ちながら仕事を続られています。
職場の雰囲気もとても良く明るい活気のある職場です。
是非一緒に仕事をしましょう。

歯科衛生士：岡村 繭子
子育て中、また3年の仕事ブランクを経てパート勤務させていただいてます。
初めは仕事と家庭の両立、子供の急な体調不良、仕事ブランク等不安がたくさんありましたが、
やまだ歯科医院では急な休みにも対応してもらえて仕事面でもマニュアルがしっかりあり、
院長はじめスタッフの方々が丁寧に教えていただけるのでとても勉強になります。
子育て中の方でも働きやすく仕事面でも成長できる医院なので是非一緒に働きましょう！！



未経験の方も大歓迎！！

歯科助手：野村 美世

こんにちは！
昨年から歯科助手、受付の業務でお世話になっております。
私は歯医者で働くには資格がないと無理と思っていましたが、資格のない方でも大丈夫と聞き雇って頂きました！
助手も受付業務も1から丁寧に教えて頂くことができるので安心です！
人間関係も良好で今ではこのお仕事が大好きです！
経験のある方はもちろん歯医者で働くことに興味のある方もぜひお待ちしてます☆

歯科助手：石川 菜摘

子育てが少し落ち着き働きに出よう！と思い4年ぶりに就職活動に踏み切りましたが、
まず保育園に中々入れず・・・(:_;)何度も断られて途方暮れていた所、やまだ歯科医院の求人を見つけました。
未経験なこともありダメもとで面接のお願いをしたところ快く受け入れてくださいました。
覚えることはたくさんありますが、研修制度も充実しており、先輩方も丁寧に教えてくださるので心配ありません。
また、急なお休みにも対応して頂けるのでお子さんがいる方にも働きやすい職場です♪
子育てとの両立もできて毎日が充実しています！



歯科助手：中野 智子

受付と事務を担当させてもらっています。
歯科での仕事は未経験でしたが、「子育て中の方も大歓迎！」という求人を見て応募しました。
まだ子どもが小さいので時々熱を出したりしてしまうのですが、
連絡を入れると必ず休ませてもらえるので大変助かっています。
仕事も最初は横に先輩が付いてくださり、一からしっかり教えてもらえるので未経験でも大丈夫でした。
一緒に働いてくださる方、お待ちしています！

ラインにてご連絡頂いてもＯＫです(*^^)v
お友達追加方法・・・ ライン画面右下のその他 → 友達の追加 → ＱＲコード

１週間以内に選考結果を連絡します！
内定者のみになりますのご了承ください。



職種 歯科助手 [社] [AP]

勤務時間

[社]
9:45～13:15/15:15～20:15
※土日どちらかは休み

[AP]
午前のみ・午後のみ・土日のみの勤務もOK

給与

[社]
19万～21万
※経験・能力等を十分考慮の上、当院規定により優遇します

[AP]
時給1,000円～
試用期間1～3ヶ月有り
(時給964円)

休日

[社]
完全週休2日制
祝日、祝前日、GW、年末年始、夏季、有給、慶弔、特別、ほか応相談

[AP]
希望出勤制(月1回だけでも可)

福利厚生
[社]
交通費全額支給・昇給年1回・賞与年3回・退職金制度あり(継続3年以上)
残業手当・制服貸与・社保完備・有給休暇



職種 歯科衛生士 [社] [AP]

勤務時間

[社]
9:45～13:15/15:15～20:15
※土日どちらかは休み

[AP]
午前のみ・午後のみ・土日のみの勤務もＯＫ

給与

[社]
27万～29万
※経験・能力等を十分考慮の上、当医院規定により優遇します

[AP]
時給 1,600円～
試用期間1～3ヶ月有り
(時給1400円)

休日

[社]
完全週休2日制
祝日、祝前日、GW、年末年始、夏季、有給、慶弔、特別、ほか応相談

[AP]
希望出勤制(月1回だけでも可)

福利厚生
[社]
交通費全額支給・昇給年1回・賞与年3回・退職金制度あり(継続3年以上)
残業手当・制服貸与・社保完備・有給休暇



職種 歯科医師 [社] [AP]

勤務時間

[社]
9:45～13:15/15:15～20:15
※土日どちらかは休み

[AP]
午前のみ・午後のみ・土日のみの勤務もＯＫ

給与

[社]
前職・経験・能力等を十分考慮の上、当医院規定により優遇します

[AP]
前職・経験・能力等を十分考慮の上、当医院規定により優遇します

休日

[社]
完全週休2日制
祝日、祝前日、GW、年末年始、夏季、有給、慶弔、特別、ほか応相談

[AP]
希望出勤制(月1回だけでも可)

福利厚生
[社]
交通費全額支給・昇給年1回・賞与年3回・退職金制度あり(継続3年以上)
残業手当・制服貸与・社保完備・有給休暇



【ＡＭ】

9:45 出勤(9:45までに出勤してください)

⇩ 着替えて全員で朝の準備をします

10:00 午前診療開始

⇩

12:30過ぎ 午前診療終了

⇩ あいた人から順番に片づけをしていきます

13:00 退社・休憩 （午前診療のみのスタッフは帰ります）

⇩ スタッフ同士でお話ししたり、チェアーが個室なので

⇩ お昼寝もでき、のんびりできます(^^)

※近くにスーパーもあるので便利です

お仕事タイムスケジュール

【PM】

15:15 午後診療の準備

⇩

16:00 午後診療開始

⇩

19:30過ぎ 午後診療終了

⇩ あいたスタッフから順番に片づけしていきます

20:00過ぎ 退社 （残業はほとんどありません！！）



Q スタッフは仲が良いですか？

A

仲が良いです。よく笑い声が聞こえるほど・・・

夜が遅いので仕事終わりにはご飯に行けない分、定期的なお食事会やお昼
休みに話したりします。
最近は、お昼ご飯を食べ終わったら、すぐに寝ますが・・・(笑)

Q 有給は本当に取得できるのですか？

A Yes! やまだ歯科医院ではプライベートも大切にしています！！

Q 衛生士、助手、受付の経験があまりないけど大丈夫かな・・・？

A

大丈夫です!初めはみんな初心者ですので経験豊富なスタッフができるだけ
マンツーマンで付きます。
1つの項目ずつにマニュアルもあるので、わかりやすいですよ☆
安心して何でも聞いてくださいね。

Q 産休・育休は取得できますか？

A Yes！！安心して取得できます！



育休中のスタッフの声

歯科助手:村井 千鶴

今年2月に娘を出産し、産休・育休を取らせて頂きました。
生後6ヶ月以降保育園が決まれば復帰する予定でしたが、4月入園となる予定になり
育休延長することになってしまいましたが、快く対応して下さいました。
子供の急な熱や、シフト変更にも対応して貰え安心出来る職場です！
お子様がいても働きやすいですよ！



嬉しい賞与年間3回(*^^*)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

① ② ③

2月、3月（いずれか支払い）
第1支払い
➡GWを充実させましょう

7月、8月（いずれか支払い）
第2支払い
➡お盆休み
夏を満喫しよう！
もちろん帰省もOK

11月、12月（いずれか支払い）
第3支払い
➡年末年始を充実しよう
終わりよければ全てよし！



私たちは、患者さまと十分なコミュニケーションをとり、
明るく楽しく歯科治療を受けていただけるように努力しています。

ぜひ、私たちと一緒に働きませんか！？

ご応募お待ちしております(^^)/


