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平成28年 医療法人 ハピネス 設立
平成31年 ママこども保育園 開園

医療法人ハピネス

八 森 歯 科 医 院

歯科医師
常勤 ４名 非常勤 ２名
歯科衛生士
常勤 ４名 非常勤 ２名
その他 １１名

当院の魅力は歯科医師にとっては医院経営について学べ、治療技術の向上が出
来る所です。歯科衛生士や歯科助手・受付を志望の方にとっては、教育制度が充
実していることと明るく元気なメンバーが多い所が魅力です。育休・産休といった福
利厚生も充実しており、仕事とプライベートのバランスが保てます。残業も少なく、
勤務日でも自分の時間を楽しめます。

院長 八森 寛
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外科治療を習得できます
インプラント治療から他院から紹介されるような埋状

抜歯もCTをもちいて安全に治療を行っております。

矯正歯科を習得できます
矯正歯科とは、成人矯正と小児矯正に分けることが
できます。当院ではブラケット装置やマウスピースをも
ちいた成人矯正や、急速拡大装置と筋機能療法をも
ちいた小児歯科を行っており、興味があれば勉強する
ことができます。

歯科医師から見た魅力

八 森 歯 科 医 院 の 良 い 所



盛岡からも通う事ができます
高速道路を使うと盛岡南インターチェンジより約20分で当

院へ通うことができます。交通費は全額支給されるので、
引っ越すか迷ったら、とりあえず盛岡からも通勤することが

できます。

開業に必要なマネジメントを学べる
診療技術が良ければ歯科医院経営は安泰かというと、そんなことはあ
りません。歯科医院経営にはスタッフ間の関係構築が大きく関わってき
ます。むしろこのスタッフ間の関係こそが医院の収入を左右すると言っ
ても過言ではありません。マネジメントに強い当院だからこそ、実践的な
組織作りを学ぶことが出来ます。

⻭科衛⽣⼠から⾒た魅⼒

残業が少なく、働きやすい
歯科医院によっては、治療が診療時間を大きく越えても終わらないところ

があります。そうすると、片付けや掃除も遅れてしまい、退勤時間はどんど
ん後退していきます。 労働時間が長すぎるとストレスが増大し、生活の質
の低下に繋がります。それでは私生活のみならず、仕事にも影響を与える
ことがあり、良い働き方ではありません。当院では、あまり診療が長引く傾
向はなく、残業が少ない環境です。プライベートも充実させて豊かな人生を

送って頂きたく思います。

産休・育休からの復帰がしやすい
産休・育休という制度があり、出産と育児の負担をサポートしております。
出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金といった給付金の申請も
可能です。また、現在では待機児童の問題で、保育園を決めることが難し

い状況です。しかし当法人では、運営している保育園（ママこども保育園）
があり、入園する事が可能です。皆様が安心して働いていただける環境を
当院では用意しております。



患者さんもスタッフも気持ちよく過ごせるように、待合室は開放感ある広
いスぺースに設計されており、院内の清潔感にも気を配っております。キッ
スズルームもあるので、お子様連れの患者さんにも安心してご来院頂ける
よう工夫しております。

ユニットは１１台有り、レントゲン機器やCT
なども完備しております。 患者さんに最高
の医療を提供できる環境を整えております。
また、各ユニット個室になっているので、患
者さんと診療に集中しやすい環境も整って
います。

その他にも、唾液検査機器や顕微鏡など最先端
治療を提供できる機器もそろっております。様々な
検査を患者さんに合わせて実施しており、きちんと
フィードバックする体制も整えております。また、カ
ウンセリングルームも完備しています。今後も良い
と思ったことはどんどん取り入れていくので、更に
院内環境は充実していくことと思います。



歯科医師 求人
◎勤務地

〒 025-0016 岩手県花巻市高木19-34-7

◎仕事内容
一般歯科、小児歯科、矯正歯科、マウスピース矯正、小児矯正（顎顔面矯正、ＭＲＣ）、インプラント、審美歯科、
義歯（入れ歯）、口臭治療、親知らず、訪問歯科

◎応募資格
応募資格 / 歯科医師、スキル・経験 / 不問、募集年齢 / 不問

◎勤務時間

正社員 / 非常勤 平日）８：３０～１８：１５ 土曜）８：３０～１７：００ （休憩９０分）
＊非常勤は週１日からでも可能です。希望に沿った時間帯で勤務できます。

◎給与
＜正社員＞

【月給】 350,000円 《２年目…400,000円、３年目…450,000円〜》 （固定残業代１０時間分を含む）
※残業が無くても固定残業代は支払われます。
※既卒者の場合は経験値により応相談
固定残業代に関する特記事項
固定残業代を超える残業については、時間外（1時間当たりの賃金×1.25）、休日（1時間当たりの賃金×1.35）

を支払う。
＜非常勤＞
【日給】能力に応じて25,000円～となります。

◎休日・休暇

完全週休２日制（日曜日、平日１日）、祝日、年末年始、夏季休業

◎特徴
退職金制度、見舞金・弔慰金規程、産前・産後及び育休制度、自園保育料割引制度、職員歯科医療補助制度
各種保険完備（歯科医師国保・厚生年金・雇用保険・労災保険）、マイカー通勤 可（駐車場あり）、交通費全額

支給、移転補助（引越し代金全額負担、家賃半額補助）、指定社外研修費用全額支給、その他補助制度あり
※社内規定による。

◎雇用期間
雇用期間の定めなし

◎研修期間
3ヶ月（給与の変更あり） 詳しくは・・・

・Dr基本マニュアルがあります。家でも勉強
でき、治療前の予習にも便利です。
・先輩Drがマンツーマンで指導にあたります。
忙しくて、放置なんてありません。
・1日の終わりに必ず質疑応答の時間を作っ

ています。疑問はその日のうちに解決でき
るようにしています。

歯科医師レベルアップのコツ



私が就職活動に失敗しなかった理由

「働いてみたら思っていたのと違った」、「毎日不満を持ち
ながら我慢して働いている」など私の知り合いの衛生士の
方は、同じ様な悩みを抱えています。
医院選びは誰もが失敗する可能性があり、そのパターンは
似ています。

八森歯科医院では、重視している３つの条件があります。

１、給与 ２、労働環境 ３、人間関係

歯科衛生士 求人
◎勤務地

〒 025-0016 岩手県花巻市高木19-34-7

◎仕事内容
PMTCにて汚れを除去、ブラッシング指導、予防するための改善指導、その他の付随する業務

◎応募資格
応募資格 / 歯科衛生士、スキル・経験 / 不問、募集年齢 / 不問

◎勤務時間
＜正社員＞

平日）8:30～18:15 土曜）8:30～17:00 （休憩90分）
＜非常勤＞
１）8:45～12:30 ２）14:00～17:00 ３）8:45～17:00（休憩90分）

◎給与

＜正社員＞
【月給】230,000円～（固定残業代１０時間分を含む）
※残業が無くても固定残業代は支払われます。
固定残業代に関する特記事項
固定残業代を超える残業については、時間外（1時間当

たりの賃金×1.25）、休日（1時間当たりの賃金×1.35）
を支払う。
賞与あり 年２回 2.5ヶ月分
※支給開始は勤務１年経過後
＜パート（非常勤）＞

【時給】1,100円～1,300円
＊時給額は、経験により決定します。

◎休日・休暇
完全週休２日制（日曜日、平日１日）、祝日、年末年始、

夏季休業、有給休暇あり

◎通勤手当
実費支給 上限あり 月額:10,000円

詳しくは・・・

◎特徴

退職金制度、見舞金・弔慰金規程、産前・産後及び育
休制度、自園保育料割引制度、職員歯科医療補助制
度、各種保険完備（歯科医師国保・厚生年金・雇用保
険・労災保険）、マイカー通勤 可（駐車場あり）、その
他補助制度あり、当法人が運営する保育園に入園可

能、現在DH４名利用中です。奨学金補助制度（10,000
円）、引越し手当５万円以下補助、単身者家賃補助（
20,000円）※社内規定による。

～事業拡大増員のため、期間限定制度～

◎歯科衛生士求人「新生活支援金」として、入社時に
支給致します。
＜条件＞
・外部媒体を通さずに直接ご応募頂いた方
・正社員雇用にて入社した方

（パート雇用は対象外）
・歯科衛生士資格をお持ちの方
＜金額＞
・３０万円

医療法人ハピネス

医療法人ハピネス
１０

医療法人ハピネス
※金額の変更や、期間が終了している場合があります。
　詳しくは、ホームページをご覧ください。



３．繁盛歯科医院≒良好な人間関係ではない✖
例えば
・院長は保険点数のことばかりで、重度の歯周病の患者様にも歯石取りしかしなくていいと言われたら？
・勉強会に行きたいと申し出た時「費用が嵩むし、売り上げ下がるし行かなくていいよ」と言われたら？
・スッタフ同士がぎくしゃくして、誰か一人に仕事を押し付けるような職場だったら？

これらが起きる原因の１つに「気持ちに余裕がない」ことがあるのでは無いでしょうか。
八森歯科医院では、「適切なアポイント量」「その人に合った医院の仕事量」「残業ゼロ」を実行し、安心して
働ける労働環境を目指しています。

１．給与に「伸びしろ」がある
八森歯科医院のモデルケースです。
１年目 歯科衛生士 年収２７６万円
３年目（サブチーフ） 歯科衛生士 ※年収４２０万円

５年目（チーフ） 歯科衛生士 ※年収４７６万円
（※印金額は賞与を含むため、前後します。）
八森歯科医院では昇給の基準を明確に定め、給与をお支払いしています。

２．「働きやすい環境」
岩手県No1を目標に！！

現在4人の衛生士が当法人の保育園を利用しながら働いています。ずば
り、「働きやすい歯科医院」には２つの条件があると思います。

①「子育てと仕事の両立」
八森歯科医院では、「保育園」「週休3日」「17時あがり」があり子育てに
対して、医院全体で協力する体制が整っています。

②「衛生士が増えている」
働きやすい歯科医院であれば、当然衛生士の人数が増えていくはずで
す。八森歯科医院では、現在衛生士は6人体制で仕事に当たっていま
すが、人数が多いほど急な体調不良や、お子さんの病気の対応がスム
ーズにできると考えています。



医 療 法 人 ハ ピ ネ ス

八 森 歯 科 医 院

『ママこども保育園』
当法人が運営する企業主導型保育園です。職員や地域の皆さんに

ご利用していただく事ができます。

職員は、「優先的に入所可能」や「自園保育料割引制度」が
あるため仕事をしながら、安心して保育園に預ける事ができます。

歯科医院
ホームページQR


