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さかえ歯科クリニックでは、スタッフが成長でき、楽
しく働ける職場作りを行っております。研修や勉強会
出席を手厚くサポートするなど、常に腕を磨き、挑戦
できる環境を整えています。皆でしっかり話し合った
うえで新しい技術や仕組みを積極的に取り入れており
ます。万全な教育体制と福利厚生で、成長の仕方はあ
なた次第です。
さかえ歯科クリニックの一員として一緒に働いてみま
せんか？？

医療法人社団 さかえ歯科クリニック
理事長 薩摩林 昭

【皆様へメッセージ】【さかえ歯科クリニックの良い所】

【略歴】
昭和63年鶴見大学歯学部卒業
昭和63年川崎市宮前区の歯科医院勤務 副院長

鶴見大学歯学部口腔外科臨床専科生
平成6年厚木市にて、さかえ歯科クリニック 開業

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、駅から徒歩5分とアクセスも良
いため、勤務日でもご自分の時間を楽しめます。
ワーク・ライフの両方が活き活きとしたものになる
ように、スタッフをサポートしています。

求める人財像

当院のメンバーで共通するのは、「勉強好き」「素直」「プラス発
想」であることです。何事にも積極的に取り組む風土、勉強したい
と思えば外部のセミナーに参加できる環境があるので、自然とそう
いう風に育っているのもあるのかもしれません。
同時にチームワークや人間関係、個人のプライベートの充実も大事
に考えているため、スタッフ同士お互いに思い遣り合い、助け合う
人ばかりです。
上記のようなメンバーで構成されているので、新しく仲間になる方
も「勉強好き」「素直」「プラス発想」の心根を持ち、思い遣りを
もって仕事に励む方に来てほしいと考えています。
働くことは人生において多くの時間を占めることになります。
是非、当院の風土や考え方に共感頂いた上で、御応募いただきたく
思います。
我々と一緒に楽しく一生懸命働き、人生を充実させましょう！

共に学び・成長し・笑い合える人財



皆様の向上意欲は最大限尊重し、応援させていただきます。
当院ではセミナーで勉強したことやドクターがやりたいことは、ドクター同
士の話し合いを経て、問題がなければ「どんどん、やってください」という
スタンスをとっております。セミナー・研修参加費は補助を用意しています
し、私が責任をもってフォローいたします。また、院長自身の今まで培って
きたノウハウをすべて共有させて頂きます。不安がある症例に関しては、
チェック、指導、フォローを行い、ドクターミーティングを通して説明する
ので、できないことがそのままにはなりません。
１人１人のドクターが成長する事で、患者様に満足して頂けるのであれば、
当院は、ドクターの成長に必要な時間・費用を惜しみません。

スキルアップの環境が整っている

さかえ歯科クリニックの魅力

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。
当院院長はスタッフのマネジメントに長けています。実際に、2015年と2017
年に経営コンサルタント会社主催のセミナーにてマネジメント講師として登壇
した経験があります。2018年には2件のセミナー出演依頼も受けております。
当クリニックにも、毎年10軒以上の歯科医院から見学者がいらしています。こ
のように、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。

昔、産休や育休といった制度が今より浸透していなかった頃は、結婚・妊
娠・出産を機に仕事を退職する女性は多くいました。その当時は女性が家
庭に入り、子育てに専念することが多かったため、そのような退職は珍し
くありませんでした。しかし、今では女性が出産後も働き続けることは当
たり前の時代です。当院でも当然のように、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。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。

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。

開業に必要なマネジメントを学べる

産休・育休からの復帰がしやすい

残業が少なく、働きやすい

歯科医師から見た魅力

歯科衛生士・助手・受付から見た魅力



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
ペ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１０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、チェアごとに仕切りがあるので、
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２部屋ございます。
上記の機器や設備によって、患者さんにとっても、
納得度の高い治療を提供出来ている自負があります。
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。



感染防止

検査

最新機器

カウンセリングルーム

感染予防は、医療機関として当然の務
めです。当院では減菌、感染予防のた
めのマニュアルを構築し、感染予防に
対する院内教育を徹底しております。
誰が行っても高いレベルでの減菌が出
来るよう体制を整えているので、安心
して治療に専念頂けます。

「個室」のカウンセリングルームが２
部屋あります。ここでは患者さんに初
診カウンセリングを行ったり、治療計
画説明、治療素材の選択を行ってもら
う為のカウンセリングを行っています。
個室なのでじっくりと患者さんとお話
することが可能です。

当院では歯科用CTを導入しています。
当院には健康に関心のある患者さんが
多く、院長の「皆様の健康維持により
貢献したい」との想いで導入しました。
CTにより、抜歯や外科処置、歯周病の
進行状況、根幹治療の精度が格段に高
まります。

治療における基本的な検査を行う設備
は全てそろっております。
ご希望される方には唾液検査を行い、
「虫歯」「歯周病」「口臭の程度」を
解析しています。結果を分かりやすく
説明できるようなツールも準備されて
いるので、精度の高い検査～結果診断
まで行うことが出来ます。



働きがいのある職場！



圧倒的な成長環境！！



さかえ歯科クリニック診療4か条

①可能な限りの無痛治療
・表面麻酔

・「超極細」の針を使用
・医学的見地からの対策

②可能な限りの削らない治療
・MIという考え方

・「極細ドリル」の利用
・「歯科用ルーペ」の使用

③感染予防体制の確立
・院内教育

・使用物の使い捨て
・減菌システム

④審美性の追求
・優秀な歯科技工士との連携

・データによる色調検査
・部分矯正の併用



歯科医師 小泉 雄一

【皆様へメッセージ】

【入社時期】 2013年6月

【さかえ歯科クリニックを選んだ理由】

【さかえ歯科クリニックの魅力】

東京都内もしくは、神奈川県内で就職を考えていた
ところグッピーのご紹介でしり、応募いたしました。
見学の際スタッフの方々が優しく丁寧に対応してく
ださり、院内の雰囲気がとても明るく、好印象を持
ち転職を決意しました。

スタッフの方々のテンションが高く院内での飲み会、
社員旅行など各種イベント等が充実しており、楽し
く仕事ができます。

院長先生が経営に対して非常に意欲的ですので、医
院経営を学びたい方、自分の頑張りに応じた収入
アップを希望されている先生は是非いらして下さい。

ドクター 紹介

歯科医師 河合 佑亮

【皆様へメッセージ】

【入社時期】 2017年3月

【さかえ歯科クリニックを選んだ理由】

【さかえ歯科クリニックの魅力】

必要とされていると感じたから。経営を学べると聞
き、魅力的に感じた。

診療日にセミナーに行きたいと院長に行っても嫌な
顔せずに送り出してくれる。
定期的に誕生日会を行いコミュニケーションをとっ
ている。

人生はやり直しがききません。よく考え、正しい選
択をしてください.
1度しかない人生を精一杯輝かせてください。



歯科衛生士 紹介
歯科衛生士 河津 愛弓

【皆様へメッセージ】

【入社時期】 2011年10月

【さかえ歯科クリニックを選んだ理由】

【さかえ歯科クリニックの魅力】

以前勤めていた医院が担当制ではありませんでした。
一人一人の患者さんと向き合い、時間をかけて長く
お付き合いできるような環境で働きたいと考えてい
た折、当院の応募を目にしたことがきっかけです。

皆が向上心にあふれ、常に努力しているところ。
最新の設備が整っている環境の良さと、スタッフ間
の仲の良さが魅力です。

歯科はチーム医療が重要ですが、当院のチームワー
クは最強です！目標ややりがいを持って働くには最
高の環境ですので、是非一緒に頑張りましょう！

歯科衛生士 菅原 那実

【皆様へメッセージ】

【入社時期】 2016年5月

【さかえ歯科クリニックを選んだ理由】

【さかえ歯科クリニックの魅力】

新卒の時に入社した歯医者さんとのマッチングがあ
まりよくなく転職を決めさかえ歯科に入社しまし
た！ さかえ歯科クリニックに決めた理由は、皆優し
くて仲良さそうで医院が広くてキレイだったから！

とにかくみんな仲良し！！
女子高みたいな感じなところ！
あとはドクターも優しくて院内がキレイ☆

とにかくさかえに来て後悔はないし楽しいことしか
ない！ので一緒に楽しく仲良く働きましょう！



歯科衛生士 紹介
歯科衛生士 畠山 理子

【皆様へメッセージ】

【入社時期】 2017年4月

【さかえ歯科クリニックを選んだ理由】

【さかえ歯科クリニックの魅力】

働くうえでのポイントが、やりがいをもって働ける
環境、楽しく働ける環境かどうかの2つでした。
スタッフや院長の話を聞いて、その２つを満たして
働けると確信し、当院に決めました！

なんといってもチームワークとホスピタリティだと
私は思います！！ 「ありがとう（ございます。）」
の言葉がたくさん飛び交うことです。

院長もスタッフも優しくて良い人ばかりです！！
ぜひ一緒にやりがいを持って楽しく働きましょう。
一度（もちろん何度でも！！）見学にいらして下さ
い！

歯科衛生士 門脇 実紀

【皆様へメッセージ】

【入社時期】 2017年4月

【さかえ歯科クリニックを選んだ理由】

【さかえ歯科クリニックの魅力】

家から近いということもあり、求人サイトを見て見
学に行きました。見学に行くとキレイで掃除の行き
届いた院内、歯医者さんとは思えないかわいい雰囲
気に感動したことがきっかけです！

さかえ歯科の一番の魅力は、チームワークの良さで
す！ やる時はやる、楽しむ時は楽しむ。日々みんな
で力を合わせて診療しています！

さかえ歯科クリニックには歯科衛生士としてやりが
いを持って働ける職場です。気軽に相談できる先輩
もたくさんいるので1人で悩む心配はありません！
勉強したい方、楽しく働きたい方、大歓迎です！見
学だけでもいらしてくださいね！



歯科衛生士 紹介
歯科衛生士 佐藤 恵理香

【皆様へメッセージ】

【入社時期】 2018年2月

【さかえ歯科クリニックを選んだ理由】

【さかえ歯科クリニックの魅力】

院内見学の際に、短い時間でしたが笑顔で親切に
色々教えてくれたりなど好印象でした。
スタッフ同士の壁の無さや雰囲気の明るさを感じ、
是非ここで働きたいと感じたことがきっかけです！

スタッフ一人一人が自立していて、皆が当院を良く
しようと一致団結しているところ。
また人間として成長させてくれる環境が魅力です！

働くうえで様々な不安があるかと思いますが、
まずは踏み出してみることが大事！
一緒に頑張りましょう！

歯科衛生士 米山 莉名

【皆様へメッセージ】

【入社時期】 2018年4月

【さかえ歯科クリニックを選んだ理由】

【さかえ歯科クリニックの魅力】

当院に見学に行った際、緊張している私に先輩方が
たくさん話しかけてくださったり、楽しそうにイキ
イキと働く姿を見て、私も先輩方の様に働きたいと
思ったのがきっかけです。

セミナーに積極的に参加させてもらえるうえ、先輩
からも色々教えてもらえるのでスキルアップがしや
すいです。

楽しく働きたい方、スキルアップしたい方など是非
一度当院へ見学にいらしてください！
お待ちしております！



歯科衛生士 助手 紹介
歯科衛生士 中里 絵菜

【皆様へメッセージ】

【入社時期】 2018年4月

【さかえ歯科クリニックを選んだ理由】

【さかえ歯科クリニックの魅力】

医院見学の際に、先輩方が優しく話しかけてくだ
さったり、院内も明るく元気に働いている姿が印象
的で、ここで一緒に働いてみたいと思ったのが
きっかけです。

とにかく皆が明るく元気なところです！
そして、皆が言われる前に行動していることで、
チームとしてうまく連携できているところです。

私自身まだ入社したばかりですが、先輩方がとても
優しく温かいので、毎日楽しくやりがいを持って働
けています。
当院の一員となって一緒に楽しく働きましょう！

歯科助手 天利 知世

【皆様へメッセージ】

【入社時期】 2016年12月

【さかえ歯科クリニックを選んだ理由】

【さかえ歯科クリニックの魅力】

求人サイトに掲載されている当院をみつけ、
スタッフ同士の仲の良さと、社員旅行もあって楽し
そうだなと思ったことが入社のポイントでした！

院内を常に清潔に保っていることです。そのおかげ
で、患者さんもスタッフ皆も気持ちよく働けている
ので、キレイな院内は大きな魅力だと思います！

当院は一人一人が成長できる環境です。
スタッフも皆優しいので、すごく働きやすい場所だ
と思います。まずは医院見学にお越し頂いて、
お会いできるのを楽しみにしています！



歯科助手 紹介
歯科助手 野村 舞華

【皆様へメッセージ】

【入社時期】 2016年8月

【さかえ歯科クリニックを選んだ理由】

【さかえ歯科クリニックの魅力】

仕事を探していた時にHPを見つけました。「明る
く」「安心感」のある場所だと感じましたし、ス
タッフが楽しそうに働いている写真を拝見して、自
分もキラキラしながら働きたいと思い応募しました。

仕事だけでなく、イベントもたくさんあるのでスク
ラブをユニフォームやアロハにしたり院内もかわい
い装飾にしたりと、変化があり、毎日飽きません。

さかえ歯科に入ったら絶対に「考え力」も「仕事以
外（プライベート）」も充実したステキなものに変
わります。スタッフ全員で、皆様の事お待ちしてい
ます！！

歯科助手 原田 莉沙

【皆様へメッセージ】

【入社時期】 2017年11月

【さかえ歯科クリニックを選んだ理由】

【さかえ歯科クリニックの魅力】

歯科助手を極めたいと転職先を探していたところ、
プラス発送・勉強好き・すなおを大事にするさかえ
歯科に惹かれました。また、ここで患者様に少しで
も喜んでもらいたい！と思い応募しました。

1番は男女、歳関係なくみんなが仲良しなとこです。
そしてONとOFFのメリハリがきちんとしていてみん
な勉強熱心なとこです。

「素直・勉強好き・プラス発想」コミュニケーショ
ンをとるのが大好きという方、何事にも積極的に取
り組むことができる方ここさかえ歯科で是非活躍し
て輝いて下さい。
是非私たちのチームの一員となり活躍しましょう♪



受付 佐藤 里菜

【皆様へメッセージ】

【入社時期】 2011年4月

【さかえ歯科クリニックを選んだ理由】

【さかえ歯科クリニックの魅力】

私がこの仕事を選んだのは「人とかかわる仕事がし
たい」そんな小さなきっかけでした。面接時に院長
とお話した際にもとてもやさしく、院長の人柄に魅
力を感じ入社を決意致しました。

さかえ歯科の良いところは、とにかく皆仲がいいで
す。また、さかえ歯科では職種を問わずひとりひと
りがそれぞれの立場で輝いてお仕事をしています。

さかえ歯科は明るく楽しく笑顔の多い職場です。初
めは不安なこともあると思いますが、みんなでサ
ポートしていきますので安心してください。「より
よい医療を提供し、笑顔で帰っていただくこと」患
者様の笑顔のために一緒にお仕事をしてくれる方、
お待ちしてます！

歯科受付 紹介

受付 石上 由梨

【皆様へメッセージ】

【入社時期】 2016年10月

【さかえ歯科クリニックを選んだ理由】

【さかえ歯科クリニックの魅力】

医科から歯科へと新しい環境にチャレンジしてみた
いと考えていました。その中でも福利厚生・教育体
制が整っていて、スタッフ同士の仲が良さそうな当
院に魅力を感じ応募しました。

一人一人向上心があり、それぞれが刺激し合ってい
る環境です。もちろん皆とっても仲がいいです！
社会人としても成長できます。

当院に入社して後悔は絶対しないですし、
私たちスタッフが絶対に後悔させません！
社会人としてスキルアップしたい方、向上心があり
勉強好きな方、ご応募お待ちしております。



受付
佐藤 里菜

こんにちは。受付の佐藤です。
私は男の子のママになり、1年半の
産休育休を経て復職しました。
休職中は正直復帰するのが怖かった
です。でも今では出産と子育てを経
験している自分にだからできること
があるとそんな風に思っています。
私がいろんな方からサポートを頂い
たように、今度は私が皆様のサポー
トをしていければと思いますので、
どうぞ宜しくお願い致します。

～産休から復職した先輩の声～

仕事と育児の両立に毎日バタバタですが、楽し
く働けているのは当院だからこそ。
仕事と子育て、どちらかを犠牲にするのではな
く、仕事を楽しむことで生活の充実に、生活の
充実が仕事への意欲に繋がっています。
子供がもう少し大きくなった時に、そんな私の
姿を見て「お仕事しているって素敵だな」と、
思ってくれたらうれしいなと思います。

【復職後のワークライフバランス】

1年半も休んでいると、最初は状況の変化に戸惑
うこともありました。子育てをしながらの仕事
に大変と感じることもあります。
でも、そんな時に院長やスタッフがサポートを
してくれて支えとなってくれますし、復職して
よかったなと思います。
仕事を通じて人としての成長を叶えられる当院
の環境は、とてもありがたく感じています。

【復職してみて】



07：00～ 起床・朝の準備

07：50～ 家を出る

08：10～ 医院に到着

08：30～ 午前診療開始

13：00～ お昼休憩(納豆を食べる)

14：30～ 午後診療開始

19：00～ 診療終了・退勤

19：30～ お友達と夜ご飯

22：00～ 帰宅・明日の準備

24：00～ 就寝

歯科衛生士「門脇」の１日必見!!



１年間の教育スケジュール

教育マニュアルがしっかり
しているので安心です！

歯科衛生士(例)

４月 臨床内研修の実施
座学の実施
個人目標設定

５月 歯石探査力向上
歯周組織の把握レベル向上

６月 歯周検査力の向上
７月 スキルチェック試験

口腔内・外検査力の向上
８月 スケーリングのスキルアップ１
９月 スケーリングのレベルアップ２

シャープニングスキルの向上
１０月 超音波スケーラースキルの向上

エアフロースキルの向上
１１月 総合評価の実施

個人面談の実施
１２月 １連のメンテナンスレベルの向上

TBIスキルの向上
１月 総合臨床レベルの向上１
２月 総合臨床レベルの向上２
３月 フォローアップ



雇用形態 正社員（常勤）

応募条件 未経験者 不可能 実務経験 2年以上 管理者経験 不要

就業時間
勤務時間：8時30分～18時30分（土曜は17時まで）
昼休み ：13時～14時30分
休診日 ：木・日・祝

休日

週休2日、年末年始7日
有給休暇 初年度10日、3年目13日
夏季・冬期休暇(5日～6日)
有給・そのほかの休暇は労働基準法に準ず

給与

月給制、出来高制
年収 500万円～1400万円 ※経験、能力により考慮いたします。
3か月の試用期間中は80％
歩合制は相談により移行
保険診療20％～ 自費診療23％の歩合加算～
<諸手当>
交通費全額支給、研修費補助、職能手当、食事手当、精勤手当
<昇給・賞与>
昇給 年1回

福利厚生
社会保険完備、研修補助、食事会、医院旅行
歯科医師国保組合の各種優待割引
退職金制度有（勤続３年以上）

スキルアップ
教育研修制度 あり
社内研修制度、社外研修への参加補助（費用）、資格取得支援制度
勉強会、セミナー参加補助（院内規定に準ずる）

設備
診療用１０台内、オペユニット1台、メンテナンスユニット2台
カウンセリングルーム2室
CT等、最新設備が整っています。

転勤の有無 転勤なし

禁煙・分煙 あり

アピールポイント
【社会保険完備】【前職給与考慮】【完全週休2日制】
【2015年10月に移転オープンした綺麗な医院】

歯科医師募集要項

・最新の技術が学べる
・分からないことは院長が
手取り足取り教えてくれる

・セミナーの日は休みにしてくれる
・医院経営についても学べる

さかえ歯科クリニックの歯科医師メリット



雇用形態 正社員（常勤）

応募条件 未経験者 不可能 実務経験 2年以上 管理者経験 不要

就業時間
勤務時間：8時30分～18時30分（土曜は17時まで）
昼休み ：13時～14時30分
休診日 ：木・日・祝

休日

週休2日、年末年始7日
有給休暇 初年度10日、3年目13日
夏季・冬期休暇(5日～6日)
有給・そのほかの休暇は労働基準法に準ず

給与

月給制
給与額に関してはお尋ねください
<諸手当>
交通費全額支給
研修費補助
職能手当、食事手当、精勤手当
<昇給・賞与>
昇給 年1回

福利厚生
社会保険完備、研修補助、食事会、医院旅行
歯科医師国保組合の各種優待割引
退職金制度有（勤続３年以上）

スキルアップ
教育研修制度 あり
社内研修制度、社外研修への参加補助（費用）、資格取得支援制度
勉強会、セミナー参加補助（院内規定に準ずる）

設備
診療用１０台内、オペユニット1台、メンテナンスユニット2台
カウンセリングルーム2室
CT等、最新設備が整っています。

転勤の有無 転勤なし

禁煙・分煙 あり

アピールポイント
【社会保険完備】【前職給与考慮】【完全週休2日制】
【2015年10月に移転オープンした綺麗な医院】

歯科衛生士募集要項

さかえ歯科クリニックの歯科衛生士メリット

・先輩、先生が優しい
・セミナーに無料で参加できる
・やりたいと思ったことは院長に
直接伝えることが出来る

（必ず前向きに検討してもらえる）



雇用形態 正社員（常勤）

応募条件 未経験者 不可能 実務経験 2年以上

就業時間
勤務時間：8時30分～18時30分（土曜は17時まで）
昼休み ：13時～14時30分
休診日 ：木・日・祝

休日

週休2日、年末年始7日
有給休暇 初年度10日、3年目13日
夏季・冬期休暇(5日～6日)
有給・そのほかの休暇は労働基準法に準ず

給与

月給制
給与額に関してはお尋ねください
<諸手当>
交通費全額支給
研修費補助
職能手当、食事手当、精勤手当
<昇給・賞与>
昇給 年1回

福利厚生
社会保険完備、研修補助、食事会、医院旅行
歯科医師国保組合の各種優待割引
退職金制度有（勤続３年以上）

スキルアップ
教育研修制度 あり
社内研修制度、社外研修への参加補助（費用）、資格取得支援制度
勉強会、セミナー参加補助（院内規定に準ずる）

設備
診療用１０台内、オペユニット1台、メンテナンスユニット2台
カウンセリングルーム2室
CT等、最新設備が整っています。

転勤の有無 転勤なし

禁煙・分煙 あり

アピールポイント
【社会保険完備】【前職給与考慮】【完全週休2日制】
【2015年10月に移転オープンした綺麗な医院】

歯科助手・受付募集要項

・困ったときは職種関係なく、
積極的に助けてもらえる

・お休みがきちんととれるので、
プライベートと仕事の両立が可能

・スキルアップの勉強会があるので
モチベーションが上がる

さかえ歯科クリニックの働きやすさのポイント



最後迄パンフレットをお読み頂き、誠にありがとうございます。
少しでもご興味持って頂けましたら、是非、一度お気軽にお越
し下さい。
「スタッフ一同、あなたのご来院お待ちしております！」

最後のメッセージ

当院の採用ホームページのご紹介

右記ＱＲコードから！！




