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医療法人ユナイテッド うえはら歯科のご紹介

うえはら歯科の理念は「患者の皆様のお口の健康を
生涯にわたり維持増進すること」です。
私たちは、患者様のより多くの笑顔に出会えること
が最高の幸せであり、その為医療人として生涯にわ
たり進化できるよう努めています。
この想いに共感していただける“あなた”と一緒に
働くことができたら医院のメンバー一同、大喜び
です。是非、一緒に楽しく働きましょう！

うえはら歯科は、平成９年10月に開設され、平成14年に現在の場
所に移転しました。
開設当時の医院のメンバーは、
歯科医師2名、歯科衛生士1名で診療を
始めました。
現在は、歯科医師4名、歯科衛生士8名、
歯科技工士1名、歯科助手・受付7名
の計20名で皆様の診療を行っています。



うえはら歯科５つのこだわり

当院では、患者様への心のこもったご奉仕と、正確で痛みの少ない最
新医療を提供するため、最先端の歯科機器を導入しています。
「患者様が豊かな生活を送るための治療」を目指し、常に最新の設備
を整え、最適な治療を提案させていただくために、最先端の治療技術
の習得にこだわっています。

世界標準の「最先端機器導入」へのこだわり

当院の診療室はすべて「個室」または「半個室」になっていますの
で、治療中ほかの患者様と顔を合わせることはありません。
インプラントや外科手術時などは、個室のオペ室を使用します。
患者様の緊張が和らぐように配慮し、リラックスして治療を受けれ
るような居心地のいい空間作りを心がけています。

診療室へのこだわり

当院では、日本口腔インプラント学会専門医である院長をはじめ、複数の
常勤歯科医師や認定衛生士が在籍しています。歯科医療は日進月歩の世界
ですので、最高の治療を患者様へ提供するためには一人では限界がありま
す。各治療工程を細分化し各分野の専門家が密接に連携して治療にあたる
「チーム医療」を推進しています。

当院の目指す歯科治療は「10年後も20年後も健康でいられるお
口を創造すること」です。特に重要視していることは「過去・
現在」どのような治療をしてきたのか、何が原因なのかを探り
しっかり分析することです。
問題のある歯だけを診るのではなく、お口全体を包括的に診断
し、全体的にバランスの取れた治療を行っています。

丁寧な治療へのこだわり

うえはら歯科では、患者様の声をしっかりお聞きし、治療に
反映させています。当院では、単に口で説明するのではなく、
「イラストを書きながらの説明」、「口腔内カメラで撮影し
た画像を見せながらの説明」、「デジタルツールを利用した
説明」、「当院オリジナルの説明ツール」を活用しながら
しっかりご説明させて頂き、そのうえで患者様のご希望をお
伺いしています。
カウンセリングでは、専門のコーディネーターが、どのよう
なことでお困りなのか、どのような治療を希望されているの
か等、治療に対する不安、治療期間、治療費など何でも気軽
に相談できるような環境を設けています。ご自身の状態をご
理解いただき、安心して治療を受けていただくためにも、十
分な説明にこだわっています。

カウンセリングへのこだわり

チーム医療へのこだわり



感染防止

検査

最新機器

滅菌

患者様の健康をお守りするのが
私たちの責務です。そのために院内
感染予防を徹底する事はとても重要
です。また、院内で働くメンバーの
健康も守るために感染予防に力を入
れています。

当院では、高圧蒸気滅菌とガス滅菌
による滅菌を徹底しており、患者様
一人一人に清潔な器具を使用してお
ります。
衛生管理を徹底することで、すべて
の方に安心な治療を提供できる環境
を整えています。

高度な最先端治療を行うためには
最新の機器が必要になります。
うえはら歯科にはCTをはじめ、
レーザー、デジタルレントゲン、
セレックシステム、顕微鏡、
インプランター、
その他最新設備を導入しています。

病気の原因、体の状態、口腔内の
状態、顕微鏡を使っての細菌検査な
ど十分な検査を行い、診断をしてい
きます。
うえはら歯科ではこのような検査
を活用しながら、患者様一人一人に
合った治療を進めています。



清潔感のある院内環境



働きがいのある職場働きがいのある職場



圧倒的な成長環境！！



私たちが目指す3つの歯科医院

来院される患者様に感動を
与え続ける歯科医院

★

来院者、チームメンバー、
取引先から感謝の言葉が
あふれる歯科医院

医療人として最高を目指す
歯科医院

★

★



こんにちは！院長の上原です。私たちうえはら歯科のスタッフは、地域の皆様の「お口
の健康を守ることで全身の健康を創造する」予防医療を広めることを使命に、この 2 0年
間取り組んできました。

普段はきわめてアットホームな雰囲気ですが、いざ診療になると「すべては患者様のた
めに」を合言葉に、全員がプロフェッショナルとして日々の診療が地域の社会貢献につ
ながることを自負するという、力強くそして頼もしいスタッフです。
医院在籍期間も非常に長く、歯科医院スタッフの平均在籍期間は 2年といわれています
が、当院では 7年です。 1 0年以上勤務するスタッフも多数在籍しています。また、多く
のスタッフが産休育休後復帰しています。
それは医療法人のため各種保険の安心感やスタッフが多いので有給休暇も取りやすいこ
ともあるでしょう。しかし私は、すべてのスタッフが、医療人の誇りをもって患者様に
接してくれていることが、最も大きな原因ではないかと思っています。
そのような我々スタッフの一員に、あなたも加わってみませんか？
経験のない方にも、ベテランスタッフが優しく分かりやすく丁寧に指導いたします。

〈求める人材〉
1 .いつも向上心を持ち続け、人間的な成長を求める方
2 .患者様に優しく接することができる方
3 .笑顔が素敵な方
4 .感謝の心を忘れず「ありがとう」と素直に言える方
5 .明るく前向きな方
6 .スタッフと良好な関係を持てる方

〈求めない人材〉
1 .タバコを吸う人
2 .マイナス思考で、他人からのアドバイスをすぐに否定する人
3 .興味がお金だけで、自己成長を望まない人
4 .スタッフと良好な関係を保とうとしない人
5 .嘘をつき、感謝の心がない人

医療法人ユナイテッド うえはら歯科

理事長 上原 亮

【略歴】
広島大学 歯学部卒業後、広島大学病院口腔外科、
中国労災病院口腔外科勤務後、1997年うえはら
歯科開業。
日本口腔インプラント学会専門医・アメリカイン
プラント学会フェロー・広島大学非常勤講師

院長メッセージ



歯科医師 河角 佳知

歯科医師 野崎 雄介

【皆様へメッセージ】
歯科医院に来られる方は不安をたくさん抱えていらっしゃると思います。
しんぷく歯科では患者様とのコミュニケーションを大切にし、患者様に寄り添った治療を心
がけております。患者様の健康を守るために一緒に働きませんか？

歯科医師 吉田 周平

歯科医師紹介

【皆様へメッセージ】
自己成長したい方、人のためになりたいと思っている方、一緒に頑張り
ましょう！やりがいを持って働けます！

【皆様へメッセージ】
患者さんのお口の健康、全身の健康をスタッフ全員が真剣に考えている
やりがいのある職場です。一緒に成長しましょう！

【皆様へメッセージ】
様々なセミナーにも参加させてもらえるので、治療の幅や知識が
広がります！ぜひ一緒に働きましょう。



歯科衛生士 紹介

【皆様へメッセージ】
スタッフの仲もよく、また、子育てをしながら働ける環境も整っています。
担当制のため、仕事への責任感・やりがいもありますし、いろいろな勉強会にも参加
させてもらいたくさん勉強できる環境です。ぜひ一緒に楽しく働きましょう！



コーディネーター紹介

歯科助手紹介

【皆様へメッセージ】

スタッフ全員が同じ目標に向かって患者様一人一人笑顔になっていただける

よう努めています。一緒に楽しく働きましょう。

【皆様へメッセージ】

スキルアップのための勉強会はもちろんのこと、自分自身を成長させて

くれる職場です。チームワークがよくとてもアットホームな職場です。



受付 紹介

歯科技工士 紹介

【皆様へメッセージ】
お互いが高めあって仕事ができる職場です。最新の技工に触れつつ、
チェアサイドで患者様ともコミュニケーションがとれる職場です。
一緒に頑張ってみませんか？

【皆様へメッセージ】
ぜひ見学にいらしてください。笑顔が素敵な患者様、季節のお花でいっぱいの
和やかな待合室、スタッフの 高い連携力。院内の雰囲気や私たちの普段の姿、
そして仕事に対する想いを感じていただけたら嬉しいです。



２００７年 北海道
２００８年 沖縄
２０１０年 大阪
２０１１年 湯布院
２０１３年 北海道
２０１４年 徳島
２０１６年 鞆の浦

勤続7年で・・・

勤続12年で・・・

功労金 30万円支給

院内旅行や長期勤続のご褒美も♡



結婚して出産しても長く働ける
環境。安心してキャリアを積む
ことができるよう全力で
サポートさせていただきます！

うえはら歯科の働きやすさのポイント

歯科衛生士募集要項
雇用形態 正社員（常勤）

応募条件
未経験者可 新卒予定者歓迎
資格・技能：歯科衛生士免許

就業時間

月~金 8:30～13:00 14:30～18:00
土 9:00～13:00   14:00～16:00 

※ノー残業デー 週2～３日
※３０分程度の後片付けあり
※随時勉強会・ミーティングあり。

休日

週休2日
年末年始休暇、お盆休暇７日程度あり。有給休暇、慶弔休暇

休診 日・祝

給与

月給 1６万円～
衛生士手当 ２万円 （2019年4月～ 衛生士手当4万円）
皆勤手当１万円

交通費（１万５千円迄）

昇給
賞与

昇給 年1回
賞与 年３回 ４月/8月/12月 過去実績 2.4ヶ月～3.6ヶ月
但し、1年目は寸志

待遇

厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険
退職金制度（勤続３年以上）
教育研修、社外研修への参加補助、資格取得支援制度
※セミナー・講習の受講費用は、医院が積極的に応援します。



歯科技工士募集要項

毎日の診療の中で学ぶ事は
もちろんですが、より高度
な技術を習得するため外部
セミナーへの参加に対して
援助を行っています！！

うえはら歯科の働きやすさのポイント

雇用形態 正社員（常勤）、パート（非常勤）

応募条件
未経験者可 新卒予定者歓迎
資格・技能：歯科技工士免許

就業時間

月~金 8:30～13:00 14:30～18:00
土 9:00～13:00   14:00～16:00 

※ノー残業デー 週2～３日
※３０分程度の後片付けあり
※随時勉強会・ミーティングあり。

休日
週休2日
年末年始休暇、お盆休暇７日程度あり。有給休暇、慶弔休暇

休診 日・祝

給与

月給 13万円～
技工士手当２万円 皆勤手当１万円
交通費（１万５千円）

昇給
賞与

昇給 年1回
賞与 年３回 ４月/8月/12月 過去実績 2.4ヶ月～3.6ヶ月
但し、1年目は寸志

待遇

厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険
退職金制度（勤続３年以上）
教育研修、社外研修への参加補助
※セミナー・講習の受講費用は、医院が積極的に応援します。



今日までの生活の中や学校
で学んできた経験や知識を
歯科医院での仕事に活かす
ことができます！

うえはら歯科の働きやすさのポイント

歯科助手・受付 募集要項
雇用形態 正社員（常勤）

応募条件 未経験者可 新卒予定者歓迎

就業時間

月~金 8:30～13:00 14:30～18:00
土 9:00～13:00   14:00～16:00 

※ノー残業デー 週2～３日
※３０分程度の後片付けあり
※随時勉強会・ミーティングあり。

休日
週休2日
年末年始休暇、お盆休暇７日程度あり。有給休暇、慶弔休暇

休診 日・祝

給与

月給 13万円～
職務手当 ５千円 皆勤手当１万円
交通費（全額支給）
皆勤手当（1万円）
交通費 ：１万５千円迄

昇給
賞与

昇給 年1回
賞与 年３回 ４月/8月/12月 過去実績 2.4ヶ月～3.6ヶ月
但し、1年目は寸志

待遇

厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険
退職金制度（勤続３年以上）
教育研修、社外研修への参加補助
※セミナー・講習の受講費用は、医院が積極的に応援します。



最後まで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！」

★パンフレットをご覧の皆様へ★

http://u-d-c.jp

〒737-0935
広島県呉市焼山中央2-4-8
TEL : 0823-34-4884

【総合サイト】



医療法人ユナイテッド

うえはら歯科


