
スタッフ募集案内



院長紹介

鶴岡市の五十嵐歯科医院、五十嵐
です。当医院は「地域で１番患者
様に優しい歯科医院」を目指し、
平成９年１０月１１日に開院いた
しました。

以来、地域の皆様に支えられ地域
に根ざした医療機関として規模を
拡大しながら大きく成長して参り
ました。

長期に渡り健康な状態で歯を残す
事を最大の使命と考えております。

当医院は
★ 多くの患者様のお口の健康を守る
★ 予防・治療技術の向上
★ スタッフの人間力アップ
★ 歯科医療を通じ「やさしさ」を提供する
ことを目的にしております。

平成５年３月　　明海大学歯学部卒業
平成５年４月　　歯科医師国家試験合格
平成９年１０月　五十嵐歯科医院開設
平成１４年９月　医療法人社団　五十嵐歯科医院　理事長
平成１９年８月　新潟大学　歯科総合研究科博士課程修了

略歴

虫歯、歯周病のない状態の実現に向け一緒に行動しましょう！



医院理念
歯科医療を通じ地域の皆様に｢やさしさ｣を提供する
患者様の中には不安を抱えて来院される方がいらっしゃ
います。お一人おひとりに気を配り安心して治療を受け
て頂けるよう配慮しています。

５つのこだわり

小さい頃に行ったお店や施設の人にとても親切に感じの良い対応をして
頂いていましたが、ごくまれに冷たく対応され心が傷付いた事がありま
した。そのような経験から私は関わる人を傷つけたくないと深く心に刻
んでいます。五十嵐歯科医院では来院される患者様に最高のやさしさで
お迎えする事にこだわっています。

五十嵐歯科医院では「親しみやすく」「怖くなく」「信頼できる」治療を
受けて頂けるように細部まで配慮しています。「親しみやすく」笑顔でゆっ
くり説明し安心して頂きます。患者様の表情やしぐさを良く観察しリラッ
クスできる環境を整え、丁寧に説明し「信頼できる」治療内容と治療費
に安心して頂きます。

優しさを大切にしています

安心を提供しています

院内環境を清潔に保っています

常に技術を磨いています

歯科知識の研究を怠りません

五十嵐歯科医院の１日は清掃からはじまります。また治療する器具は全
て滅菌処理を行い可能な限り使い捨ての物を使用しています。治療時に
使用するタオルは患者様おひとりに１枚使用し使い終わったタオルはク
リーニング業者さんが引き取りにきます。

自分の技術をもっと向上させるため休診日や昼休みを利用し「より痛く
なく」「より早く」「より確実に」「より長持ちするように」、症例検討会
を開催したり、定期的に勉強会を開催しています。

学会、研修会、医院見学に行き、自分の知識、またそれをスタッフに伝
える事により医院の知識の向上につなげています。
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医院案内

スタッフが笑顔でお出迎え致します。
歯に関する質問や悩み、不安などがある方の、
ご相談をお受けしています。

受付

当院は時間予約制になっていて、予約時間通
りにお通ししています。ユニット数が多いた
めに、お呼びするまで少しお待ち頂くことも
あります。その時でもゆったりとお待ちいた
だけるように配慮しています。

待合室

診療スペースごとにパーティションで仕切っ
ていて、プライバシーに配慮しています。
患者様に安心して治療を受けていただくた
め、治療内容・治療計画をしっかりと説明し
ています。

診療室（１Ｆ）

２階は広いスペースになっていて、ご家族、
ご兄弟が一緒に治療を受けていただくことも
できます。

キッズスペースもあり、ご家族が治療してい
る間に遊んで待つこともできます。
また、お子様をもつご家族の治療の際に、保
育士による託児サービスも行っています。

診療室（２Ｆ）



デジタルレントゲンで口の中を撮影する事に
より診断に使用しています。
五十嵐歯科医院では X 線照射がごくわずかな
デジタルレントゲンを採用しています。

デジタルレントゲン

当院では歯科用 CT を導入しています。精細
な３次元の立体レントゲン画像の撮影が行え
るので、患者様に安全な治療、安心していた
だける治療を受けて頂く事ができます。

歯科用 CT

口の中の写真を撮影しておく事により治療前
の歯肉、歯、歯並び、粘膜などの状態を記録
することができ、指導や治療後の治療効果の
確認が可能になります。

口腔内写真カメラ

通常の顕微鏡では捉えることのできない微小
で透明な細菌や血球などを生きたまま観察す
ることができます。
ご自分のお口の中の細菌を見てもらうこと
で、指導にも役立てることができます。

位相差顕微鏡

患者様には「安心」「安全」な治療を受けて
いただくために、できるものは全て消毒・滅
菌処理を行っています。
ハンドピース、タービン、コントラももちろ
ん、一人の患者様に使用したら消毒・滅菌処
理を行っています。

また、滅菌された器具は滅菌パックに入れ、
患者様の前で開封し、滅菌状態が保たれた状
態で治療を行うことができます。

グローブや紙コップなどは、使い捨てにして
感染予防対策を行っています。

感染予防対策



診療の流れ
五十嵐歯科医院は、痛い時・気になる時だけ通院するのではなく
治療する必要がない状態を保つための定期管理型の歯科医院です

１．問診・初診カウンセリング

２．お口の中を拝見します（全体的な検査）

３．虫歯リスク検査

４．本格的な治療

５．メンテナンス

コーディネーター担当スタッフが問診では書ききれなかった、お
困りごとや要望などをお伺いします。当院への通い方についても
ご説明致します。

現在のお口の状態を確認するためレントゲン写真、口腔内写真を
撮影します。写真を元に虫歯・歯周病・過去の治療の有無等につ
いて調べ、状態を説明します。
治療が必要な場合は治療方法を提案して、どのような治療にする
かを患者様に選んで頂きます。

治療しなくても良い状態を保つため、過去に虫歯
になった原因・今後虫歯になるリスクを詳しく調
べます。
検査の結果から今後の虫歯予防・歯周病予防の対
策を提案します。

予防対策に取り組んで頂きながら、治療・歯のクリーニングを行
います。

治療する必要がない状態になったら定期管理に移行し
ます（年２～３回の定期検診）。



虫歯ゼロの取り組み
虫歯になってしまった歯は、歯科医師が
一生懸命治療し、患者様が一生懸命通院
し時間を掛けても、結局いつかは抜歯に
なってしまします。虫歯の治療は穴を埋
めたり、かぶせたりしているだけ。削っ
ていない歯が一番強いのです。

当院では「治療しなくても良い状態を保
つために」患者様全員に、虫歯の原因・
リスク検査を受けて頂き、お一人おひと
りに合わせた虫歯予防プログラムを作成
し、定期管理を行っていきます。

虫歯になった原因、もしくは、虫歯になるリスクがあるか調べて、
今後、虫歯にならないように予防対策をします

だ液検査

食生活調査

口腔内検査

食生活（食べた物、飲み物、回数など）を記録して
いただきます。
歯みがき状況（フッ素の使用など）も確認します。

お口の状態を調べるため、口腔内写真の撮影、虫歯経験状態
等の確認を行います。

検査結果をもとに、患者様の状態と虫
歯予防の対策を詳しくお伝えします。

虫歯のリスクを知ることで、リスクに
応じた治療方法の選択、ホームケアの
指導などに活用できます。

だ液の量、だ液の緩衝能
（中和力）、虫歯菌の数を
調べます。



歯科衛生士の仕事
メンテナンス、口腔ケア

当院では、患者様ごとの担当歯科衛生士制、チェアー担当制を導入してい
ます。歯科衛生士は歯科衛生士業務をメインで行っていただきます。治療
後の予防処置・保健指導を一人の歯科衛生士が担当し、患者様の健康管理
を行っていきます。

虫歯予防、歯周病予防の指導
当院は予防にとても力を入れています。全ての方に虫
歯リスク検査を行い、見えない虫歯の原因を見えるよ
うにし、虫歯の予防を行っています。

ただ歯を削って詰めるだけでなく、患者さんと一緒に
歯の健康を守る予防に力を入れることにより、TBI や
PMTC、スケーリング等の DH 業務を任せられること
が多くなります。患者様にアプローチすることで、意
識が変わり、口腔環境が改善することに、歯科衛生士
としての喜びとやりがいを感じます。

訪問歯科診療
通院が困難な患者様のご自宅や介護施設に伺っ
て、歯科治療や定期的な口腔ケアを行っています。

持ち運びができる訪問診療用ポータブルユニット
も用意していますので、訪問先でも質の高い治療
を行うことができます。

ホワイトニング
白い歯は相手に好印象を与えることができるので、結
婚式やイベントごと、面接の前などにホワイトニング
をする方も増えています。

歯科医院で行うオフィスホワイトニングの処置を行っ
たり、食生活習慣の指導を行ったりします。



歯科矯正
矯正は歯並びを治すだけでなく、「お口の健康を守
る！虫歯や歯周病を予防する！健康を維持する！」
治療なので、歯並びが気になっている方の相談を受
けたり、定期検診で矯正をすすめています。

当院では、マウスピースと筋機能訓練を組み合わせ
た歯科矯正も行っています。矯正期間中のメンテナ
ンスや筋機能訓練などの指導を行っています。

母親教室
産婦人科で行われている母親教室で、妊婦さん向
けのお話を定期的に行っています。

妊娠中に気を付けること、妊娠中の歯科への通い
方、家族感染のお話、赤ちゃんの虫歯予防のお話
などを説明させていただいています。

職業体験
地域で行われている高校生向けの職業体験会
に当院からも参加しています。

何になりたいかがまだ決まっていない学生も
多いので、歯科医院の仕事について知っても
らい、職業選択に役立ててもらいたいと考え
ています。

小学校・幼稚園でのブラッシング指導
校医・園医となっている小学
校・幼稚園へブラッシング指
導に行っています。

紙芝居や模型などを使って、
やさしく親しみやすい指導を
心がけています。



新人教育
入社後に、まずは新人教育を受けていただきます。
五十嵐歯科医院での過ごし方や医院の取り組みへの参加につい
て、社会人・医療従事者として働くための基本的なこと、働く
上で大切にして欲しいことなどをお教え致します。

新人のうちは特に、「何のために仕事をするのか？」が明確に
なっていないため不安に思ってしまうことが多くありますが、
当院の新人教育を通して、仕事に対する考え方、成長の仕方を
お教え致しますので、ご安心ください。

先輩歯科衛生士による教育、丁寧な指導により、患者様への接
し方やメンテナンス技術なども学んでいき、着実にステップ
アップしていくことができます。

また、外部の講師を呼んで、院内での勉強会も行っています。
相互実習などを行い、お互いに成長していくこともできます。

仕事観を確立する方法
モチベーションの上げ方、上げるために何を実践していくか
社会人・医療従事者として守るべきマナー
時間の活用方法、目標達成に近づく方法



スタッフ紹介

スタッフ構成（平成 29年 6月時点）
歯科医師　  ：   ３名　　　保育士　　　　　  ：   １名
歯科衛生士  ：   ９名　　　クリーンキーパー  ：   ２名
歯科技工士  ：   ３名　　　技工補助　　　　  ：   １名
歯科助手　  ：   ８名　　　事務　　　　　　  ：   ３名



歯科衛生士紹介

歯科衛生士  　阿部   由美子

歯科衛生士  　安田   理絵

歯科衛生士  　武田   由理

・メンテナンス、予防
・朝暘第二小学校担当
・ホワイトニングコーディネーター取得

・メンテナンス、予防
・母親教室担当
・スタッフ満足度アッププロジェクトリーダー

・メンテナンス、予防
・訪問診療担当
・新人教育担当

歯科衛生士  　小菅   千賀
・メンテナンス、予防
・歯科矯正／筋機能訓練の指導
・母親教室担当

それぞれの歯科衛生士が担当する業務に違いはありますが、
担当する業務に責任と誇りを持って取り組んでいます。

医院からの補助もありますので、
東京や仙台等で開催されるセミナーにも参加することができ、

資格や認定を取得することもできます。



先輩スタッフから

私は２０１４年よりこの五十嵐歯科
医院で働いています。

初めての就職に不安を持っている方
でも、五十嵐歯科医院では新人教育
プログラムが整っているため、臨床の知識、技術はもち
ろん社会人としてのマナーを１つ１つ理解しながら安心
してスタートをきることができます。

医院内の勉強会やさまざまなセミナーに参加する環境が
整っているので、これによって自分自身やスタッフ全員
の知識、技術の向上につながっています。

治療後のメンテナンスでは、患者様と長期にわたってお
付き合いする環境が整っており、家族ぐるみで来院する
患者様も多くいらっしゃいます。家庭内の状況、お子さ
んの成長過程に関わることができるので、日々やりがい
を感じています。

患者様が生涯健康でいられるサポートを五十嵐歯科医院
のスタッフと一緒に作っていきませんか？あなたのエン
トリーを待っています！

歯科衛生士  　伊藤   優菜

患者担当制におけるやりがい

他院への医院見学セミナーへの参加ランチミーティング



当院に興味を持って頂けたのでしたら、ぜひ一度、
当院に見学にいらしてください！

気になること、知りたいことなどは先輩スタッフが
丁寧に説明させて頂きます。
当院のスタッフが働いている姿を見て、将来のあな
たが働く姿を思い描いてください。

見学を希望される場合は、医院までご連絡をお願い
致します。

スタッフ一同、お待ちしております！

仕事と子育ての両立
歯科衛生士  　佐藤   佳代

私には４歳と２歳の子供がいます。
先生やスタッフから、子供の事や
家庭の事を考えてもらい、働きや
すいようにさまざまな配慮をして
頂いています。

産休や育休に入る時や復帰する時に、仕事と子育ての
両立ができるかとても不安でしたが、皆さんの気配り
でとても助かっています。

一緒に働く先輩ママさんスタッフや保育士スタッフか
らも子育てについて相談ができる環境があって、楽し
く仕事と子育てができています！

医院見学について



イベント紹介

バーベキュー

 DH臨床実習
 ブラッシング指導

８０２０表彰

新１年生プレゼント

ボーリング大会

歓迎会・忘年会

キッザニア



五十嵐歯科医院へのアクセス
五十嵐歯科医院は、鶴岡市立朝暘第一小学校のグラウンド側
のそばにあります。

車でお越しの際は、当院の駐車場をご利用ください。２７台
まで停めることができる駐車場がございます。

鶴岡市役所

文
鶴岡市朝暘第一小

睦町

双葉町

三光町

三和町
美原町

鶴岡市消防本部
消防署中央分署

文園町
小真木原運動場

中鉢医院

五十嵐歯科医院

診療時間

休診日

午前9:00～1:00　午後 2:00～6:30

日曜・祝日（年末年始、お盆）

お気軽にご相談・
お問い合せ下さい 0235-25-2655✆

〒997-0817　山形県鶴岡市睦町１７－５
http://www.dental-clinic.org
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