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⽔天宮前⻭科医院の理念

患者様が健康な⻭で幸せな⽣涯を過ごせるよう最善の奉仕を

⾏うことで社会貢献することを⽬指します。

最先端の⻭科医療技術を提供し、当医院の運営システムの継

続的な改善を図ってまいります。

医院⽅針

ミッション

私たちは思いやりと誠実さを⼤切に健康でありたいすべての⽅

が笑顔で安⼼して通える⻭科医院であり続けます。

カウンセリング

患者様の主訴である�⼼の叫び�を知り患者さんに寄り添う    

カウンセリングルームでプライバシーの確保

治療の⼿順、内容を丁寧に説明

⻭科医師

⻭科衛⽣⼠の

担当制

信頼関係を築き⻑年寄り添える環境

ドクターと⻭科衛⽣⼠で治療計画を⽴案

マニュアルに基づき安⼼した治療

⾼度な技術と

最新設備による

最先端医療

⻭科衛⽣⼠専⽤のユニット

エアフローを使⽤したメンテナンス

⻭科⽤CTによる診断の精密度アップ

セレックシステムによるCADCAM治療
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初めまして、⽔天宮前⻭科医院の真鍋秀樹です。

平成３年に中央区に開業し、平成２７年に移転拡張しました。

現在は将来に向かって頑張っている１7⼈のスタッフと共に診療し

毎⽇邁進しています。

⽬的と⽬標をもって、⽔天宮前⻭科医院で⼀緒に働きましょう。

真鍋 �秀樹

⼦供の頃、⼩児喘息があり、発作で苦しくて苦しくて朝まで眠れないことがよくありました。

朝⼀番で⺟が内科に連れて⾏ってくれると先⽣は「そうか、そうか。そんなに苦しかったのか。

今楽にしてあげるからね。」と⼩さな私の話を聞いてくれて、優しく対応してくれました。

そのとき⽩⾐を着た先⽣が神様のように思えました。

このとき「将来は⽩⾐を着て病気で困っている⼈を助ける仕事をしよう。」と思いました。

医院の⽬標に向かって⼒を合わせるチームのメンバーだと思っています。

今までの勉強量やバイト経験などは重視していません。

チームの仲間と楽しく頑張っていきたい⼈、その中で成⻑していきたい⼈にチームに加わって欲し

いです。

衛⽣⼠は患者担当制です。プラークコントロール指導、唾液検査、⾷事指導やSRP、メンテナンス

をしていただきます。またアシスタント業務、診療器具の滅菌管理なども業務です。

⻭科衛⽣⼠のチームメンバーには、⻭科衛⽣⼠としても成⻑して欲しいですが、それとともに⼈と

して、⼥性として成⻑して欲しい。

もし私の医院から巣⽴って⾏くときが来たら、そのとき⽴派な社会⼈、⼥性になっていて欲しい。

だからマナーの研修も⾏なっています。⾃⼰啓発も学びます。

⼀流の経営コンサルタントが⼊っていた時期もありますので、院内ミーティングもそのときの形式

で進めます。

⻭科衛⽣⼠の卒業⽣の中には⼀部上場企業にヘッドハンティングされて、⼊社1年後に社⻑賞を

受賞した⼈もいます。

1. �⻭科医師になった理由

2. �⻭科衛⽣⼠に期待すること

3. �⽇常の仕事内容

4. �学びにかける思い



先輩DHに聞く Q&A

熊坂志⿇

東京都⽣まれ

東京都⻭科医師会付属⻭科衛⽣⼠専⾨学校 2011年卒業

ご飯は美味しく楽しくをモットーに仕事を頑張っていま

す。

（2011年⼊社）

１.当院のいいところ

スタッフ同⼠の連携が取れている。

受付専⾨のスタッフがいるので中の業務に専念できる環境が整って

います。プライベートが充実できる。有給制度がしっかりしている

のでプライベートも充実し仕事にも⼀⽣懸命取り組めます。

２.⼊社してくる⽅へ

患者さんの為に何ができるかを考えて治療や予防処置を⾏えるので

患者さんとの距離が近くやりがいを感じられる医院だと思います。

担当制なので患者さんとの信頼関係が築けます。

３.⼊社してくる⽅へアドバイス

予防処置だけでなく診療補助まで広い範囲の仕事内容を⾏うので⾃

分のレベルアップに繋がります。今まで苦⼿だったことでもスタッ

フが優しく教えてくれます。安⼼してください。

池⽥実咲⾥

福岡県⽣まれ

久留⽶⻭科衛⽣⼠専⾨学校 2015年卒業

以前は別の病院で勤務をしていましたが

今年上京し当院に転職しました。

毎⽇学びが多く充実した⽇々です。

ぜひ⼀緒に楽しいDHライフを送りましょう！

（2018年⼊社）

１.⼊社してよかった点

⻭科衛⽣⼠の先輩が多く在籍しており、わからないことがあればすぐ

に解決できる環境があります。最新の設備もそろっており根拠に基づ

いた⻭周病やカリエスの予防を⾏うことができます。

２.⼊社してくる⽅へ

初めはたくさん不安なこともあると思います。診療のことはもちろ

んその他のことでも相談にのってくれるような先輩⽅ばかりです。

もし興味があればぜひ⼀度⾒学にいらして下さい。

３.⼊社してくる⽅へアドバイス

DHとして⼀年⽬は基礎を学ぶとても⼤切な時期だと思います。

教育のシステムもしっかり作ってあるので安⼼してください。

⼀緒に素敵なDHになれるよう学べることを楽しみにしています。



ベテランDH、卒業⽣DHに聞く Q&A

（1999年⼊社）

東京都⽣まれ

⽇本⼤学⻭学部付属⻭科衛⽣専⾨

学校 1999年卒業

患者様と⻑期的な関りを持てる

よう、⽇々前進しています。

１.当院のいいところ

⻭科医師、⻭科衛⽣⼠、受付の業務が分かれているので私たち⻭科衛⽣⼠は

DH業務を⼗分にできる職場です。それ以外にもドクターと連携をとり治療計

画の⽴案などもしています。コミュニケーションを⼤切にしているのでカウン

セリングルームで患者様の納得がいく説明を⾏うように⼼がけています。また

⾃分のやりたい分野、得意分野を積極的に学べる環境にありやりがいをもって

DHとして働けます。

２.⼊社して成⻑できた点

⼊社当初から教育システムがしっかりしており新⼈だった私は１から院⻑より

学ぶことが出来ました。今では教える⽴場として⾃らセミナー等に参加し院内

でシェアすることで、そこでもまた⾃分の成⻑に繋がっています。常に学べる

環境にあるので嬉しいです。

３.⼊社してくる⽅へアドバイス

教育システムがしっかりしています。マニュアルもありますので１からしっ

かり学ぶことが出来ます。滅菌にも⼒を⼊れていますので安⼼して働ける環

境です。接遇を学ぶことで魅⼒ある⼥性になれることも⾃信に繋がります。

業務はしっかり練習してから患者さんと接するので⾃信をもって臨床に取り

組むことが出来ます。是⾮⼀度⾒学に来てみてください！

加藤直⼦

（2008年⼊社）

愛媛県⽣まれ

⼤阪⻭科⼤学付属⻭科衛⽣⼠専

⾨学校 2005年卒業

⽔天宮前⻭科医院 2016年退社

株式会社ナカニシ 2016年⼊社

1．当院のいいところ

医院理念にスタッフ皆が賛同し、同じ⽅向を⾒ながら診療するからこそ⼤き

な成果を発揮できます。誠実かつプロとしての意⾒を持ち患者さんのことを

考え診療できます。何より、多くの患者さんが医院のファンであることや、

スタッフの離職率が⾮常に少ないことからも働きやすい⼈間関係と⻭科衛⽣

⼠として各々の楽しさを⾒出し、成⻑をすることが出来る場所です。

�

2．⼊社して成⻑できた点

⽔天宮前⻭科医院と出会うことが出来て幸運だと感じています。約8年間共

に考え、悩み、笑い過ごした⽇々は有意義でした。現在は企業にて製品開発

や講師として新たな挑戦をしています。私が卒業を伝えた時も背中を押して

くれた寛⼤な院⻑とスタッフに感謝です。その道を開くことが出来たのも⽔

天宮前⻭科医院で⻭科衛⽣⼠として、⼈間として成⻑し続けることが出来た

からです。そして、ここで得たものは、現職でも⼤いに活かすことが出来て

います。

�

3．⼊社してくる⽅へアドバイス

患者さんのことを誠実に思えば思うほど⾃分に⾜りない部分に気づきます。

だから学びを絶やすことがないのですが、皆それを楽しみながら診療してい

るように思います。もし、ほんの少しでも興味を持ったらなら是⾮⼀度、⾒

学に来て下さい。多くを語るより⾒てみることで、スタッフがどんなに楽し

んで仕事をしているかは明確で、きっと⼀緒に働いてみたくなるはずです。

加福真季



院内システム
チーム医療を⽀える4職種

⻭科衛⽣⼠業務の特徴

⻭科�師

⻭科�⽣⼠

アポイント管理、会計、電話対応、患者満⾜度調査などを⾏

います。

診査診断、治療を担当します。

最新機器を使⽤し、科学的な根拠に基づいて治療を進めます。

⻭周治療、予防、審美を担当します。

⻭科医師と連携して患者さんの⼝腔内環境を維持するための

メンテナンス、唾液検査でのリスク診断と⾍⻭予防、⻭周病

の検査と基本治療などを⾏います。

補綴物やマウスピース、セットアップ模型などを製作する院

内⻭科技⼯⼠が常駐しています。

⻭科技⼯⼠

受付

1 .患者担当制

患者さんごとに担当医と担当衛⽣⼠がメ

ンテナンスまで⼀貫してサポートしてい

ます。

3 .先輩に相談できる環境

勤続20年のベテランスタッフから新卒1

年⽬のスタッフまで幅広い年代の⻭科衛

⽣⼠が勤務しており、相談したりアドバ

イスをもらったりがいつでもできます。

2 .メンテナンス専⽤ルーム 2台

マッサージチェア付きの専⽤ルームでメンテ

ナンスを⾏います。

4 .充実した院内勉強会

セミナーシェア、症例発表、カリオロジー、

SRPなどを週に⼀度勉強しています。



１⽇の診療の流れ

9:30�

朝の準備

9:45

朝礼�

10:00�

AM診療

14:20�

午後の準備�

14:30

PM診療

18:30�

⽚付け�

19:00

�退勤

その⽇の連絡事項やアポイントのチェックを皆で⾏います。

みんなでスタッフルームでランチ。

いつも笑いが絶えません(^^)
1⼈ひとり専⽤のデスクがあります。

午後の診療の準備をします。

皆で⼿分けをして⽚付けをします。

残業なく定時に上がれます。

13:00�

お昼休み

皆で役割分担をし、準備を⾏います。

⻭科医師・⻭科衛⽣⼠が主体となり、

午前中の診療を開始します

⻭科衛⽣⼠のメンテナンス専⽤の部屋もあります。



院内紹介

外観

⽔天宮前駅から徒歩2分、⼈形町駅から

徒歩5分と駅から近く好⽴地です。

近くにはにぎやかな商店街もあるので、

楽しく通勤することができます。

待合室

患者様にリラックスした気持ちで通院

していただくため、ぬくもりを感じら

れる内装を意識しています。

ホテルのフロントのような空間作りを

⽬指しています。



院内紹介

カウンセリングルーム

初診時はカウンセリングの時間を取り、

患者様⼀⼈⼀⼈の背景や希望、恐怖⼼など

を⼗分に理解した上で治療を進めます。

そのための専⽤のカウンセリングルームが

３部屋あります。

消毒室

感染予防対策を徹底し、最新のクラスB

滅菌器で器具は全て個別滅菌しています。

消毒室はガラス張りになっており、患者様

にも公開できるよう清潔を保っています。



院内紹介

患者様のプライバシーを守り安⼼感を持って通院していただけるよう、すべての診療室

が個室になっています。各診療室にモニターが設置されており、レントゲンや治療途中

の⼝腔内写真を確認しながら治療を進め、説明を⾏います。

クリーニングやメンテナンスを⾏う予防専⾨のDH専⽤ルームを2部屋設けています。

診療チェアにはマッサージ機能があり、よりリラックスしていただきながら施術を 

することができます。



メンテナンス
1ヶ⽉で400名ほどの患者さんにリコールのお知らせ

をお送りしています。

2年⽬以降は⽉に30名程の患者さんを担当します。

担当制でクリーニングをしており、⻑いお付き合い

の患者さんも⼤勢います。

⼊社してすぐは診療補助がメインで、スケーリング

などの技術に⾃信がなくても、先輩衛⽣⼠が優しく

フォローしてくれるので安⼼です。

衛⽣⼠の専⽤ユニットがあり、患者さんにリラック

スして頂くための⼯夫が沢⼭あります。

⻭医者さんが苦⼿でもクリーニングを楽しみに通院

してくれる⽅もいらっしゃるので、やりがいを感じ

ることができます。

当院の衛⽣⼠は患者さんの健康に真剣に向き合い、

患者さんのQOL向上をチーム⼀丸となって考えてい

ます。

院内設備

CT クラスB滅菌器 ⼝腔内カメラ ⾃動浸⿇器 セレック ペンカメラ

位相差顕微鏡 技⼯室マイクロ ルーペ 唾液検査 ⾃動練和器



学べる環境

⻭科衛⽣⼠として様々な分野でステップアップしていきたいという⽅に

当院ではいつでも「学ぶ、練習する、臨床で活かす」場を設けております

⾃習ツール

安⼼のマニュアルシステム

アシスト業務の全てを細かくまとめたマニュアルを配布します。

また最初は先輩スタッフが⼀緒にアシストに付くので、⻭科医院での勤務経験が

浅い⽅でも安⼼して業務に励むことができます。

充実した勉強会
スタッフ全員が知識を統⼀できるように勉強会の場を多く設けています

ケースプレゼンテーション
Dr.やDHがそれぞれ担当した患者様の症例発表を定期的に⾏います。施術した診療に対する振り返りや、先輩スタッフからのアドバイスを受けることで、レベルアップをは

かります。また、発表を前提とすることで⽇頃から規格性のある資料集めを⾏う意識が⾼まります。

パンキーフィロソフィー

「7つの習慣」スティーブン・R・コヴィ著

当院では、Dr.パンキーのパンキーフィロソフィーに基づいた幸せな診療室作りをモットーにしています。ご来院頂いた患者様には⻭科治療だけでなく、ご⾃⾝の⻭を⼤事

にしていくこと(デンタルIQの向上)をを⽬標にしていきたいと考えています。そのためにはまず、私達がパンキーフィロソフィーを理解し、原理に基づいた対応を⾏うこ

とから始まります。

読書感想⽂の課題図書としている「7つの習慣」についてより理解を深めるために、数回に分けて先輩スタッフが解説を⾏います。⻭科衛⽣⼠としてだけでなく、⼈間とし

ても成⻑して欲しいという院⻑の想いから⾏っています。勉強の成果か、当院には前向きで、思いやりの溢れるスタッフが揃っています。

カリオロジー
学校で学んだカリオロジーの知識では臨床においては不⼗分な部分もあります。⾃信を持って唾液検査の必要性や、科学的根拠に基づいた結果説明を⾏うために全員でカリ

オロジーを⼀から学びます。⼩テストで復習を⾏うことで、その場だけの理解だけでなく知識を定着させます。

ペリオ
統⼀した教材をもとにぺリオについての理解を深めます。

矯正
矯正チームに所属する⻭科衛⽣⼠には、矯正治療の流れを理解して頂くため、マニュアルをもとにした勉強会を⾏います。器具の名前やワイヤーの種類だけでなく、なぜ使

⽤しているのか、治療がどの程度進んでいるのかなどを理解することでより深く診療に携わることができます。

マネキンシステム

SRPのポジションや、矯正の結紮、ラバーダムなどを実際に患者様に施術する前に

マネキンを⽤いて練習することができます。マネキンは診療時間外であれば誰でも

⾃由に使⽤することができます。



スタッフ紹介



Annual event
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