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兵庫県姫路市飾磨区英賀清水町 1-25 

 

〒672-8084 
 

外来専用 TEL 079（230）6655 ＦＡＸ079（230）5355 

訪問専用 ＴＥＬ079（287）9900 ＦＡＸ079（287）9901 

  

総務 直通 079（287）9933 

http://www.tsuda-shika.com 
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医療法人けんこう会 理事長略歴及び医院沿革 

平成 7 年  3 月   広島大学歯学部歯学科 卒業 

平成 7～10 年    大阪中央医療生協 勤務 

平成 10～13 年   姫路医療生協 勤務 

平成 13 年     姫路市飾磨区英賀保駅前町にて 

つだ歯科医院 を開業 

平成 16 年     医療法人けんこう会に組織変更 

平成 19 年     厚生労働省より 広島大学及び岡山大学病院の協力型臨床研修施設に認定 

平成 23 年 4 月    開業 10 周年を記念して本院を 新医院へ移転  医院名を「つだ歯科」とする。 

平成 24 年度    厚生労働省より徳島大学病院の協力型臨床研修施設に認定 

平成 25 年 6 月   つだ歯科分院 医療法人けんこう会 デンタルクリニックカルミア 

ＪＲ英賀保駅前に開院 

平成 26 年 6 月   つだ歯科 2 階リニューアルオープン チェアー6 台増設し １７台に 

平成 28 年４月   厚生労働省より長崎大学病院、東京歯科大学水道橋病院、朝日大学病院の 

協力型床研修施設に認定 

平成 28 年５月   本院つだ歯科・分院 デンタルクリニックカルミアに 

         それぞれデンタルエステ部門を開設 

平成 28 年 6 月   つだ歯科分院 医療法人けんこう会 守口つだ矯正歯科・歯科 

京阪電車守口市駅前 敷島ビル 2 階に 開院 

平成 31 年 3 月   企業主導型保育施設「はいしゃさんの保育園」開園予定 
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★ あなたの開業までをしっかりとサポートします ★ 
 

 

また、長く常勤医師として働き続けたい場合も そのニーズ 

にこたえます。 勉強したいＤｒの支援制度があります。 

是非、当院でともに学び成長していきましょう。 
 

つだ歯科のキャリアプラン 

～～～ 開業までの 58 のＳｔｅｐ ～～～ 

１年目 指導医と共に，基礎基本を身につけます。 

Step1 メインテナンスのチェックができる。（一般的な歯科健診ができる） 

Step2 ファントム実習、抜去歯牙実習、デンタル撮影実習（レジン充填、インレー形成、 

抜髄、根管充填、支台築造、FCK 並びに前装冠の形成、印象採得、TEK 作製） 

Step3 適切な問診ができる。（基礎疾患と全身的リスクの把握、その為の対診ができる） 

Step4 レジン充填が，一定の時間内にできる。 

Step5 乳歯抜歯、普通抜歯ならびに補綴物の除去が効率よくできる。 

Step6 簡単な補綴物の装着が確実にできる。 

Step7 FCK ならびに前装冠の形成ができる。 

Step8 単根管の根管治療ができる。 

Step9 歯周疾患の初期治療ができる。 

Step10 小児歯科、障害者歯科の考え方を身につける。 

Step11 口腔ケアができる。 

Step12 簡単な義歯調整ができる。 

Step13 簡単な義歯修理、増歯ができる。 

Step14 保険診療の流れとルールを理解している。 

2年目 休みには積極的に勉強会に参加し，更なるレベルアップをめざします。 

Step15 基礎疾患及び全身状態を踏まえた全顎的な治療方針が立案できる。 

Step16 訪問診療の全体像を把握する。 

Step17 訪問先のキーパーソンやスタッフとのコミュニケションがとれる。 

Step18 難症例以外の義歯の作製、修理、調整ができる。 

Step19 全身疾患をもつ高齢の患者さんに対応できる。 

Step20 ２根管以上の根管治療ができる。 

Step21 5 歯以下の Br の形成ができる。 

Step22 縫合を伴う難抜歯ができる。 

Step23 口腔粘膜疾患の対処ができる。（特に悪性所見を見逃さない。） 

Step24 全身的偶発症に対応できる。 
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3 年目 より高度な患者様のニーズに応えるため 

診療技術のさらなるアップを目指します。 

Step25 6 歯以上の Br の形成ができる。 

Step26 義歯難症例が対応できる。 

Step27 F－OP などの歯周外科処置ができる。 

Step28 難しい残根抜歯や埋伏歯抜歯ができる。 

Step29 歯根端切除手術や口腔内小手術ができる。(病理組織検査による確定診断ができる) 

Step30 簡単な MTM（挺出、1 歯の整直など）処置ができる。 

Step31 漂白処置を含む患者の審美的要望に応えることができる。 

Step32 顎関節症の診断、治療ができる。 

Step33 歯科心身症や歯科恐怖症の患者様に対応できる 

Step34 顎関節脱臼の整復ができる。 

Step35 垂直加圧根管充填ができる。 

4 年目 開業への準備をしながら，難症例にトライします。 

Step36 自費・審美補綴診療についての、説明と診療ができる。 

Step37 再生を考慮に入れた歯周外科手術ができる。 

Step38 歯牙移植を適応判断した上で行うことができる。 

Step39 周術期の患者の口腔機能の維持管理ができる。 

Step40 前歯部フレアアウトを修正できる程度の矯正処置ができる。 

Step41 咬合育成（床矯正）や小児咬合誘導ができる。 

Step42 フルマウス・リコンストラクション 

（咬合挙上や顎位の変更を伴う歯周補綴など）ができる 

Step43 摂食嚥下障害の評価と対処ができる。 

Step44 睡眠時無呼吸症候群の口腔内装置の適応評価、作製、調整ができる。 

Step45 歯科医院経営に関する知識を身につける。 

Step46 歯科医院経営に参加する。 

５年目以上 開業に向けて総仕上げをします。 

Step47 難症例以外の本格矯正に取り組む（この場合、ここから４年間勤務必要） 

Step48 ２次及び３次医療機関との連携,医師会及び地域歯科の先生方との連携ができる 

Step49 開業のための事業計画を立てれる。 

Step50 開業立地選定とその地域の歯科ニーズを判断できる。 

Step51 銀行との融資交渉ができる。 

Step52 医療メーカーやディーラーとの開業交渉ができる。 

Step53 各種行政とのやり取りや手続きができる 

Step54 歯科医師会と保険医協会を活用できる。 

Step55 スタッフ求人募集採用ができる。 

Step56 就業規則を整備できる。 

Step57 人事管理、労務管理ができる。 

Step58 経営数値を把握し適切な対処ができる。 
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臨床研修から つだ歯科 を選ばれた歯科医師に聞いてみました。 
 

Ｑ．臨床研修からつだ歯科を選ばれた理由は？ 

Ａ．研修医として着実にスキルアップできる環境が 

整っていると思ったからです。具体的には、院長 

とのマンツーマン抜去歯牙実習です。 

実際にはデンタル撮影後の読影から始まり、 

読影のカリエスの範囲と削ってみるとどれくらい 

の大きさ、深さなのかや、治療計画を考えるなど 

基本的な事をとても丁寧に指導して下さいました。 

このように抜去歯牙を使って、CR、根治、形成 

（インレーはもちろん、前歯、臼歯のブロックで 

平行性をつけたり 3/4 冠 4/5 冠 ジルコニアも！） 

除去、最後は TeC までをマンツーマンで行います。つまり このような抜去歯牙実習が 

ある研修医先は他に無かったことが、つだ歯科を選んだ理由です。また、開業医であり 

ながら大学病院並のレベルを目指していることや、今尚、医院が大きくなっている勢い 

に面白さを感じました。 

Ｑ．つだ歯科はどんなところですか？  

Ａ．Dr、DH、DA、受付事務の方関係なく、困って 

いる時には助け合い、職場をより良くして 

患者さんによりよい治療を提供しようとして 

いるところです。当時、研修医は私 1 人でし 

たので不安もありましたが、大きな医院であ 

りながらアットホームな雰囲気なので、研修 

はのびのびさせて頂いていました。 

Ｑ．研修はどのような感じでしたか？ 

Ａ． 実際に抜去歯牙実習が始まると、院長先生はじめ いつでも遠慮する事なく質問できる 

先生方ばかりで、都度 疑問を解決し実習を進める事ができ、簡単な処置でもしっかりと 

確認してくだり、当初のイメージ以上にスキルアップできる環境でした。 

また、夜遅くまで実習があるといった事もないためか、もっとやりたいと思う事も多く、 

気持にもゆとりが持て 毎日の抜去歯牙実習を楽しみにしていたように思います。 

Ｑ．これからつだ歯科にこられる方にメッセージをお願いします。 

Ａ．地域密着型の外来歯科医療や訪問診療に興味のある方には最適な研修環境だと思います。 

また法人には常勤の矯正専門医、審美歯科医、非常勤の小児歯科専門医もいますので、 

専門的に学ぶことも可能です。幅広く研修が積めるので、研修医にとってスキルアップ 

の場として非常に有効ですしとても恵まれた環境だと思います。 

他にも一度お越し頂ければ、スタッフの空気感など良いところを感じていただけると思 

います。来られることになれば ぜひ一緒に頑張りましょう。お待ちしています！ 

 

 

 
 

歯科医師：小澤 侑也（静岡県出身） 

 

広島大学 歯学部 2014 年卒 

広島大学病院協力型研修施設の 

つだ歯科にて研修終了後常勤勤務 
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勤務している歯科医師に聞いてみました。 

Ｑ．つだ歯科について お聞かせください 

Ａ．院長はとても優しく男気に溢れ人を育てるのが大好き 

な方です。Dr やスタッフの数が非常に多いため、治療 

計画で悩むときや困ったことがあるとすぐに相談する 

ことが出来ます。スタッフの仕事の分担がしっかりし 

ており、各自、自分の役割に集中できる環境が整って 

いるので、結果的に高いプロ意識を持って仕事に取 

り組めていると思います。 

また、幅広い年齢層の患者様が来院されるので 毎日 

色々な症例に遭遇する中で自分のできる事とできない 

事がはっきり分かってきます。 

一方で、外来・訪問診療ともに患者様が多く、救急で 

いらした患者様をお待たせしてしまうこともあります 

ので更に Dr が増えてくれるとありがたいです。 

Ｑ．インプラント診療部長として 

Ａ． 私自身、インプラント治療の経験はほぼ無いに等しい状態でしたが、当院でのインプラ 

ント治療は大阪大学歯学部付属病院と連携しており、経験豊富な先生に手技の指導をし 

ていただけ、鎮静もかけていただける環境にあります。また、インプラントに関わらず 

ですが、各種セミナー等の費用は基本的に医院が負担してくれるのもありがたいです。 

患者様に提示できる治療計画は多いに越したことはないので、一からインプラントにつ 

いて学びたい方にもぴったりな環境だと思います。 

Ｑ．つだ歯科に勤務して良かったと思われる事はありますか？ 

Ａ．器具や材料関係の購入については、医院により方針の違いがありますので勤務してから 

でないとわからない所ですが、つだ歯科では 津田院長（けんこう会理事長）が使用して 

いないものでも、希望･提案すれば かなりの確率で購入して頂くことができます。 

 

Ｑ．津田院長の印象はいかがでしたか？ 

Ａ．楽しく社交的で面倒見の良い方です。つだ歯科の 

向上に常に心血を注いでおられると感じました。 

Ｑ．つだ歯科に魅力を感じた点を教えて下さい 

Ａ．Ｄｒでもまとまった有給休暇の申請ができる環境で、 

めったにない事ですが 体調不良など急な有給休暇も 

申請がしやすいという点は女性にとって助かります。 

また「はいしゃさんの保育園」の開設により結婚出産 

に伴う仕事に対する不安も軽減されますので、女性 

が長く安心して勤めることができる職場環境だと 

感じました。 

 

 

 
 

歯科医師：石川 真己（広島県出身） 

 

広島大学歯学部 2011 年卒 

広島大学歯学部ソフトテニス部 OB 

広島の開業医に勤務後 

2015 年 5 月より つだ歯科 勤務 

2016 年 9 月 つだ歯科  

歯科医師部門長 就任 

 
 

歯科医師：田中 智代 （滋賀県出身） 

岡山大学大学院 修了 

2019.4 つだ歯科入職  

分院（ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸｶﾙﾐｱ） 
分院長 就任予定  

歯学博士・日本矯正歯科学会 認定医 
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歯科医師：南 正彦（兵庫県出身） 

 

広島大学 歯学部 2004 年卒 

広島大学歯学部第 2 口腔外科大学院卒業 

歯学博士・臨床研修指導医 

2016 年９月より つだ歯科 勤務 

現在 つだ歯科訪問部門 診療部長 

 

Ｑ．訪問診療には どんな魅力と やりがいがありますか？ 

Ａ．つだ歯科には強いプロ意識をもった衛生士が揃ってい 

います。訪問診療の現場で よくこんなの気づいたなぁ 

と思わされるような口腔内のわずな変化を見逃さずに 

報告してくれたことが何度もありました。 

いくつもの訪問チームがつだ歯科を中心に毎日訪問車 

で飛び回っているわけですが、それぞれのチームが密 

に連絡を取り合い困っているームを他のチームがすぐ 

にサポートする体制が出来上がっているところにも 

魅力を感じています。 

Ｑ．今後の訪問診療のビジョンは？ 

Ａ．地域№１の訪問診療チームであり続けることが目標です。 

  「歯科訪問診療といえば つだ歯科」と姫路中の皆様に周知 

されるような歯科訪問チームを作りたいです。 今後さらに社会の

高齢化が進み、訪問診療の需要はどんどん拡大します。それに対応するにはやる気に満ちた多くの歯科医

師・歯科衛生士がつだ歯科に集まってくれることが必要です。 

Ｑ．他院と比べて恵まれているところは どんなところですか？ 

Ａ．訪問診療は正直なところ、体力的にも精神的にもきつい仕事ですが、スタッフみんなの明るさと 

やる気に支えられて頑張れる気がします。 つだ歯科ではスタッフ全体の雰囲気がとても良く、とても 

仕事のしやすい職場だと感じました。さらに訪問診療に関しては特に終業時間が早いので、家庭を 

大事にする方には優しい職場だと思います。 

Ｑ．つだ歯科への勤務を考えている歯科医師へ 

Ａ．つだ歯科は予防歯科と訪問診療に力を入れているので、それらの分野に興味を持たれている方に 

は、最適だと思います。特に訪問診療はシステムも設備も充実しており、納得のゆく治療ができま 

す。これから訪問診療に取り組みたいと思うＤｒ、またそうでなくとも、本当の意味で地域に密着した 

歯科医院がどういうものかを知る事ができ、大変良い経験のできる医院だと思います。 

Ｑ ．待遇はいかがですか？ 

Ａ．社宅制度があり入居の際の費用もほとんどかからず、 

家賃も医院からの補助でほとんど賄える事は、とてもあり 

がたいです。各種研修会に参加する際に費用を負担して 

くれる場合が多い点は皆に共通であり、勉強する機会が 

増えるので助かります。 

給与は、固定給と実績給があります。 

固定給部分は勤務経験に応じたものですから他の医 

院とさほど大きな差はないと思います。違ってくる 

のは、実績給（賞与）部分です。私達も訪問に出ます 

が外来と比較すると、訪問は保険点数が高いですから 

外来のみの医院と比べると実績給が付きやすくなって 

います。これは給与面の魅力だけでなく外来では経験できないことを学べるという面が 

ありますからありがたいですね。やる気、努力、度胸のある人には向いている医院だと 

思いますよ。 

 
 

 

歯科医師：八百谷 一希（広島県出身） 

 

広島大学 歯学部 2015 年卒 

広島大学病院協力型研修施設の 

つだ歯科にて研修終了後常勤勤務 
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Ｑ．つだ歯科を選んだ理由を教えて下さい 

Ａ．わたしは矯正に興味があったため、指導医の先生が在籍していることにとても魅力を 

感じました。また、院長の指導の元しっかりとした模型実習を行ってくださることも 

理由の一つです。 

Ｑ．勤務してみていかがですか？ 

Ａ．本院は、地域密着型の大規模歯科医院であるため患者数が多く、外来訪問共に非常に 

幅広い症例が経験でき、将来地域のかかりつけ医として開業を目指す人には最適な環境 

だと思いますし、本院より徒歩 7 分の分院カルミアでは常勤矯正専門医と審美歯科医、 

非常勤小児歯科専門で運営しており、専門的な症例を学んだり経験できます。 

Ｑ．つだ歯科で勤務して良かった事は？ 

Ａ．多くのスタッフと機材を持ち合わせている医院 

ですので、やれる事やりたい事に挑戦したり、 

やりたい治療を心置きなくできるという事です。 

つだ歯科に初めて訪問診療を見学した時に、思 

っていた以上に訪問先で色々な処置ができる事 

に驚きました。実際、訪問でもパノラマ撮影以 

外の全ての処置を行えるというのが、つだ歯科 

のコンセプトで、地域のケアマネージャーさん 

からも「他の医院とは違って 訪問診療内容が幅 

広く色んな事に対応してくれる」と評判です。 

他にも睡眠時無呼吸症候群の歯科的評価と治療、 

摂食嚥下障害への嚥下内視鏡による評価とリハビリ。食支援低栄養改善サポート。また 

周術期の口腔機能管理なども当医療法人の特徴的な取り組みだと思います。 

更に平成 27 年度よりインプラント部門が発足。 

大阪大学歯科麻酔学講座と連携して全症例鎮静下にて治療を行うことになり、EBM に 

基づいたインプラント治療を学べる環境になっています。 

Ｑ．つだ歯科のスタッフについて聞かせて下さい 

Ａ． 本当に皆さん一生懸命によく働かれていると思います。 

歯科衛生士もアシスタントも事務の方々も、スタッフの患者様への気の使い方は素晴ら 

しいです。他院では、年配の衛生士が研修医を厳しく指導される事がありがちなのです 

が、ここにはそれがないですね。 

院全体が若くても歯科医師を歯科医師とし敬意をもって接するといった空気になって 

おり、その分こちらも甘えられませんが、いい関係だと感じます。 

人間関係は和気藹々とコミュニケーションが取れていて、雰囲気も良いと思います。 

スタッフ同士が口論になることはよくありますが、仲が良いからこそ本音で 意見を交わ 

す事が出来ているのだと思います。 

皆が良い医院にしたいと考える中で一致団結しているという感覚はあります。 

 

 

 
 
歯科医師：友寄 ひかる（沖縄県出身） 

 

広島大学 歯学部 2016 年卒 

2017 年 3 月 広島大学臨床研修修了 

2017 年 4 月 より つだ歯科勤務 
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Ｑ．他院と比較してつだ歯科はいかがですか？ 

Ａ．ドクターの数が多いため治療について多く 

  の意見を聞くことができ、相談もしやすい 

です。患者様の数も多いため 様々な症例 

を勉強できることがいい点だと思います。 

Ｑ．勤務してみて気が付いたことはありますか？ 

Ａ．スタッフのみなさんがお互いに助けあって 

仕事をしており、気遣いがとてもできる人 

達ばかりだと感じました。 

入社してまだ日の浅い時には、みなさんから 

沢山声掛けをして下さってとてもありがたい 

と感じていました。 

Ｑ．つだ歯科に入社して驚いたことはありますか？ 

Ａ．往診での診療が外来で行うものと殆ど変わらず行われていることです。 

レントゲン写真を撮る機械や削る機械も持ち運びできるので、医院に通うことができな 

い患者様たちが居宅や施設で受けられる治療の幅に驚きました。 

 

                   Ｑ．つだ歯科の第一印象はいかがでしたか？  

Ａ．とてもきれいな歯科医院で、おしゃれな 

空間だなと思いました。 

診療室、スタッフも多いなと思いました。 

Ｑ．勤務してみて第一印象と違ったところは 

ありましたか？ 

Ａ．第一印象はおしゃれでスマートな印象が 

ありましたが、実際はスタッフの方々は 

とても忙しく、ばたばたしてました。 

 

Ｑ．不満や「こうなら良いのに」と思うところがあれば教えて下さい。 

Ａ．今のところ 私自身に不満に思うところはありませんが、たくさんのスタッフがいる 

のでスタッフのみなさんが それぞれ満足できるような職場になればいいと思います。 

Ｑ．つだ歯科のスタッフ間の雰囲気はどうですか？ 

Ａ．とても親切で、優しい方ばかりです。 

質問に丁寧に答えてくださいますし、逆に私に質問をされることもあります。 

スタッフ間でいい関係が築かれているのだと思います。 

 

 

 
 

歯科医師：松ヶ迫 真衣（広島県出身） 

 

広島大学 歯学部 2016 年卒 

2016 年 4 月 公立みつぎ総合病院にて 

           臨床研修修了 

2017 年 4 月 より つだ歯科勤務 

 
 

歯科医師：塩村 勇人 

 

岡山大学 歯学部 2017 年卒 

岡山大学病院協力型研修施設の 

つだ歯科にて研修終了後常勤勤務 

 



11 

 

臨床研修歯科医師に聞いてみました。 

Ｑ．石原先生 が つだ歯科を選ばれた理由を教えてください。 

私は徳島大学に 6 年間在籍していましたが、出身は兵庫県です。 

歯科医師としては兵庫県に戻り、地域の歯科診療に貢献したい 

という希望がありました。つだ歯科は小児から高齢の方まで幅 

広い年齢のの患者さんが数多く来院されており、さらに訪問診 

療も盛んなこともあって多岐にわたる症例に携わることができ 

ることに魅力を感じました。 

Ｑ．つだ歯科はどんなところですか？ 

経験年数も来歴も様々な多くの歯科医師が在籍しており、設備 

も充実しているので、多角的にいろいろな考え方や技術を知る 

ことができる環境だと思います。 

院長はどんなに忙しい中でも研修医の質問や相談を受け付ける 

時間を設け、熱心に指導してくださいます。役職にかかわらず 

各スタッフが学んだことを院内でシェアする体制になっており 

院内セミナーや勉強会も定期的に行われ、学ぶ機会にも恵まれ 

ています。今春より保育園を併設するなど、新しい取り組みも進んでいます。 

Ｑ．つだ歯科の研修はいかがですか？ 

 研修医の実習専用のチェアが用意されていて、最初の 1 ヶ月間は抜去歯牙実習で X 線の見方や手の動

かし方を十分に学びます。そのうえで診療に出るのですが、いつでも他の先生に質問ができる環境なの

で、不安を感じることなく治療経験を積むことができます。研修中から希望する分野の症例を多く経験

できるよう配慮していただいたり、矯正や小児といった専門分野もそれぞれ専門の先生が在籍している

ので、興味のある分野があれば重点的に学ぶことができると思います。 

Q．つだ歯科のスタッフ間はいかがですか？ 

 様々な立場、役職の多数のスタッフが一緒に仕事をしているのですが、それぞれの役割に責任をもっ

て取り組みつつ、チームワーク最優先の価値観を持ってしっかりと連携をとって日々の診療に臨んでい

ます。医院全体としてはとても明るく、感じの良い雰囲気があると思います。 

Ｑ．石井先生 が つだ歯科を選ばれた理由を教えてください。 

わたしは訪問診療をしたかったので、つだ歯科の訪問診療で外来の 

診療とほとんど同じ診療が行われていることや多くの患者さんの診 

療をしているのを見て、ここならしっかり学べると思いました。 

また最初に抜去歯牙実習やデンタル読影を学び、臨床に出た後は他 

の先生と一緒に患者さんの診療を行うなど、勉強できる環境がある 

ことに魅力を感じました。 

Ｑ．つだ歯科はどんなところですか？ 

スタッフ全体の雰囲気がとてもよく、心地いいです。またそれぞれ 

の部門が自分の仕事に責任を持って行なっており、意識の高さを感 

じます。 

Ｑ．つだ歯科の研修はいかがですか？ 

最初は大学病院ではなく開業医で研修することに対しやっていける 

のか不安を感じていたのですが、分からないことは何でも聞くことができ、自分から学べる環境が整っ

ていると思います。また研修医のうちから多くの患者さんを診ることができ、毎日とても勉強になりま

す。この環境で研修ができ、つだ歯科に来てよかったと思っています。 

 
 

歯科医師：石原 和憲 

 

徳島大学 歯学部 2018 年卒 

徳島大学病院協力型研修施設の 

つだ歯科にて研修中 

 

 

 
 

歯科医師：石井 香穂 

 

岡山大学 歯学部 2018 年卒 

岡山大学病院協力型研修施設の 

つだ歯科にて研修中 
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Q．つだ歯科のスタッフ間はいかがですか？ 

スタッフの人数は多いのですが、働く中で先生方、DH・DA さん、事務の方の間での連携がとてもとれ

ていると感じました。とくに来たばかりの時は分からないことばかりでしたが、仕事中もそれ以外の時

間も、スタッフの方の心配りに助けていただいています。 

Ｑ．これからつだ歯科にこられる方にメッセージをお願いします。 

つだ歯科では一般の外来診療だけでなく訪問診療を行なっていたり、インプラント、矯正、小児の専門

の先生がいるため幅広い分野の勉強ができると思います。医院全体の雰囲気もみていただきたいので、

興味のある方はぜひ見学に来てください。 

Ｑ．これからつだ歯科にこられる方にメッセージをお願いします。 

興味を持って頂けたらぜひ一度見学にお越しください。世界遺産の姫路城を有する姫路市を訪問車に乗

って駆け巡りましょう。 

Ｑ．内川先生 が つだ歯科を選ばれた理由を教えてください。 

見学に来た時に、理事長をはじめドクターやスタッフの方々が丁寧 

に対応して下さったことが印象的でした。 また診療している先生 

方が堂々とされていてすごくカッコよかったので、私も一緒に働き 

たいと思いました。 

Ｑ．つだ歯科はどんなところですか？ 

スタッフ間の仲が良く、毎日楽しく診療できるところです。 

また訪問診療にも力を入れているので、外来診療だけでなく訪問 

診療も学ぶ事ができます。 

Ｑ．つだ歯科の研修はいかがですか？ 

最初の約 1 ヶ月は抜去歯牙の模型実習で一通りの治療を練習できる 

ので実際に患者さんを治療する前にしっかり治療手順を復習できた 

のが良かったです。また上の先生方が丁寧に指導してくれるので、 

1 つずつステップアップしていけます。 

Q．つだ歯科のスタッフ間はいかがですか？  

上記のようにスタッフ間の仲が良いので、質問もしやすいし、何より毎日楽しく診療できます。 

Ｑ．これからつだ歯科にこられる方にメッセージをお願いします。 

私はつだ歯科を選んで本当に良かったと思っています。ぜひ一度見学に来て、つだ歯科の良い雰囲気を

感じてみてください。 

 

 

 

 
 

歯科医師：内川 裕太 

 

広島大学 歯学部 2018 年卒 

広島大学病院協力型研修施設の 

つだ歯科にて研修中 
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Ｑ．そもそも歯科医師になろうと思ったのはなぜですか？ 
Ａ．高校３年の冬まで教師になる気でいました。高校のとき自分 

の担任の先生のような教師になりたいと思っていました。 

その先生から「おまえは教師になって、母校に帰っておいで」 

と言われたことがありました。それで単純に「よし高校教師 

になって軟式テニス部の顧問になる」とだけ考えていました。 

ところが受験した大学はすべて不合格。一浪の時には確実に 

高校の教師になれる、旧労働省管轄の職業訓練大学校を受験し、 

無事合格通知がきたのが国立大学の２次試験出願前でした。 

既に高校の教師になる道は保証されたわけですから、当時の学力では合格しそうになかった 

大学も受けてみようという事で広島大学歯学部を受験したところ合格通知が来てしまった。 

どうしようかということで両親に相談したら私の伯母にも話が伝わって「歯学部へ行けば教 

員免許も取れるし、歯科医師免許も取れるのだから、歯学部に行って当然でしょ！」と断言。 

まあ当時の私としては「そうか、じゃあ歯学部に入って教員免許をとれば歯科医師にも教師 

にも、どっちにもなれる」と思い広島大学に進学した訳です。ところが入ってみたら伯母の 

話と違い教員免許をとるような課程は歯学部にはなかった（笑）。 

Ｑ．歯学部に入ってからはいかがでしたか？            
Ａ．入ってみたら、周りの雰囲気に流されて一切勉強しな 

  かったですね。部活動（軟式テニス）の練習に明け 

暮れる毎日でした。 夜はファミコン（当時のテレビ 

ゲーム）ばっかりして寝ていないので授業中よく寝て 

いました(笑)。今思うともったいないことしていました

ね。 

Ｑ．歯科医師のスタートはどこからですか？ 
Ａ．卒後は医療生協に６年間勤務しました。 

卒業してみると自分の未熟さを痛感しました。 

歯科医師国家試験には合格したものの、知ら 

ない事だらけ。出来ない事だらけ。毎日患者 

さんを診療するのが怖かったですね。自分の 

できる治療範囲は限られてるし、患者さんの 

質問に答えられなかったらどうしようと。 

その不安を何とかしたくて、毎週 日曜日は 

何らかの研修会に参加をしていました。 

卒後 3 年ほどした頃、これが天職だなと感じ 

ました。歯科医療は学べば学ぶほど楽しいし、 

広いし深い。今は歯科医師になって、本当に 

良かったと思っています。 

Ｑ．往診（訪問診療）に取り組んだのは当初からですか？ 
Ａ．開業は２００１年３月に自宅兼医院の建物でチェアー３台で行いました。勤務医時代とに 

かくスキルアップし患者さんの治療に邁進する毎日でした。ところが一方で虚しく思う時も 

ありました。それは、どんな治療も天然歯には敵わないという事です。研修会の夜の懇親会 

の時に、著名な先生方の本音を聞いてみると、私と同じように 今行っている「削る治療 

（いわゆるインプラントも含めた補綴治療全般）」を虚しく思われている事がわかりました。 

やはり予防に勝る治療はないという考えに行きつきました。そして開業するなら「つだ歯科 

があって本当に良かった。」「つだ歯科がなくなったら困る。」と言われるような地域の財産に 

なるような歯科医院になりたいと願い開業時から「予防と往診（訪問診療）に力をいれよう」
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と、この二つを柱に 進めてきました。 

開業当時はつだ歯科のネームバリューは当然全くなく、歯科の訪問診療自体がほとんど認知 

されていなくて、病院や施設に挨拶回りしても門前払いになることが何度もありました。 

それでも細々と訪問診療を続けているうちに理解者が増え、訪問診療をすればするほど 

「日本は、歯科医療を一番必要としている人たちに、一番歯科医療が届いていない」という 

事がわかりました。歯科医師過剰といわれているのに、歯科医療の恩恵を受けられない人達 

がたくさんいるのです。 

お陰様で今ではたくさんの病院、施設、ケアマネさんに応援して頂き 毎日 5～7 コースの 

訪問診療チームが出動しています。 

 

   
訪問診療車                訪問診療事務室 

Ｑ．分院オープン、本院 2階診療室オープンとずいぶん大きな医院になりましたね 

     
つだ歯科外観と専用駐車場（40 台）    新設２階待合室 

Ａ．当院の建物は３階建てで、１階に 11 ユニットを配置しています。３階は広々としたスタッフ   

ルームやドクタールーム、事務室などがあります。そしてこの度 2 階をリフォームしチェア

を 8 台（診療及び予防チェアーが 6 台、研修医用チェアー2 台）増設。 1･2 階で診療用 

チェアーを計 17 台配置できました。 また、常勤の保育士を採用。診療中は保育士がお子様

を一時預かりしており、小さなお子様の子育てで歯科受診しにくいお母様方に好評です。 

 

   
個室診療室         キッズルームと保育士       院内設備 

 

Ｑ．歯科衛生士さんが 20人いるのも強みですね？ 

Ａ．こんなに集まってくれて、ありがたいことです。 

外来だけだとチェアー台数 17 台に対し歯科衛生士 

は 20 人ですから充分すぎるように思えますが、 

訪問専任 DH がいる事と、希望者には外来診療と 

訪問診療を兼務する事が可能な勤務態勢をとって 

いますから、歯科衛生士の更なる充実はこれから 

も必要だと考えています。 
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社会では、せっかく歯科衛生士資格を持ちながら活用 

されていない主婦の方や、他の職業に就かれている方が 

たくさんおられるようです。その方たちが歯科衛生士へ 

復帰したくなるような医院でありたいです。歯科衛生士 

になってよかった、歯科衛生士に復帰してよかった、と 

思われるような経験を当院でしてもらいたいです。 

もちろん、新卒 DH の定期採用も継続し、地域に貢献でき 

る歯科医療人の育成に力を入れ続けます。 

Ｑ．矯正にも取り組んでおられますね 

Ａ．予防歯科に取り組めば取り組むほど矯正歯科の重要性を痛感しました。特に小児の口腔管理

をしていく時に、矯正歯科治療は必須です。そのため私も卒後、様々な矯正の研修会に参加

し、矯正歯科治療に取り組んできました。そしてたくさんの患者さんの矯正ニーズに対応で

きるよう、平成 25 年 6 月 矯正歯科･小児歯科･審美歯科に特化した分院 デンタルクリニック

カルミアを オープン。本院から徒歩 7 分という立地ですので、つだ歯科の矯正部門という 

役割を担っています。そして、平成 28 年 6 月には 大阪府守口市に 分院 守口つだ矯正歯科・

歯科をオープン。本院つだ歯科と、分院が 2 医院という規模の医療法人になりました。 

   
分院：デンタルクリニック カルミア   分院：守口つだ矯正歯科・歯科 

Ｑ．歯科医師の充実はどのように考えていますか？ 
Ａ．現在、常勤歯科医師は本院・分院で計 11 人です。本院の訪問診療コースは、常勤歯科医師 

6 名と非常勤歯科医師が 14 名で対応しています。現在、私自身は外来診療難症例相談、後進

育成、マネージメント業務、対外的業務を主にしていますが、他のＤｒが訪問で手におえな

い症例や、困ったり悩んだりしている症例がある時には訪問しています。その場合も困って

いるＤｒが、できるだけ私に合流できるようアポ調整等の工夫をしています。そうすること

で、目の前に患者さんがいない状態では個別の症例相談がしにくい症例のフォローとＤｒの

指導育成を行っています。日によって違いますが外来の 17 台のチェアーのうち 3 台～7 台が 

ケアユニットとして歯科衛生士が使用し、 

5 台～9 台を治療ユニットとして歯科医師 

が使用しています。現在チェアーは 17 台に 

なりましたので、フルで稼働させるには常 

歯科医師が最低もう 2 名は必要です。更に 

訪問診療の臨機応変な対応を考えると、あ 

と数名は受け入れようと考えています。 

当医療法人は地域社会への貢献が目的です。 

ですので、Ｄｒは何人でも育てていきたい 

です。 

 

Ｑ．大学とはどのように連携されているのですか？ 
Ａ．現在、当院は岡山大学、広島大学、徳島大学、長崎大学、東京歯科大学水道橋病院、朝日大

学の協力型臨床研修施設に認定されています。研修医の受け入れにも積極的に対応していま

す。また岡山大学病院の複数の医局（補綴科、保存科、口腔外科、麻酔科、スペシャルニーズ歯科、

総合歯科、予防歯科、小児歯科）から主に訪問診療チーム編成のために 14 名の出向歯科医師を受

け入れています。 

 

 



 

16 

 

 

Ｑ．どのような歯科医師に来てもらいたいですか？ 
Ａ．私は 教師志望でしたから、教えるのが大好きです。 知識も技術もドンドン教えます。 

それに加えて医療人としての想い、人間としてどうあるべきかという熱い想いがあります。 

つだ歯科にずっと勤務したいという人はもちろんのこと、独立開業していく歯科医師にも 

どこで開業しても患者さんや地域の方に愛される人になって欲しい。私は当院のスタッフが 

例え つだ歯科以外の所に勤めるようになっても、あるいは仕事 

をやめて完全に家庭に入っても。その場その場で愛される人に 

なって欲しい。そういう人たちを、当院でどんどん育てていき 

たい。そういう人たちが、どんどんと生まれてくるような歯科 

医院だからこそ、地域の財産として地域の皆様に愛され続ける 

のだと考えています。 

つだ歯科に勤務経験のある歯科医師やスタッフから「つだ歯科に 

勤務して本当に良かった」と言われるような医院になりたいです。 

Ｑ．待遇はいかがですか？ 
Ａ．他の医院と遜色のないよう考えています。また経験を積むにしたがい実績給が増えるよう配

慮しています。 

希望者は外来だけでなく訪問にも取り組めますので、その分も実績給に反映できるようにし

ています。なにより総勢 85 名という医療法人組織ですから、組織的な対応が可能です。 

歯科衛生士が充実しているというのは、歯科医師が治療に専念できる為の大事な要素ですし、

事務的業務もできるだけ歯科医師の負担が少くなるよう事務部門を育成しています。 

それから私自身、勤務医時代に休みたくても休めないという経験をした事から、Dr も有給休

暇を取れるよう工夫しています。有給休暇を利用して研修会に参加したり、旅行に行ったり、

自分の時間を楽しんだりしてほしいです。 

体調不良などの急な有給休暇も 申請がしやすい環境です。 休めないという不安を抱えずに

勤務ができて、時には休息を取ることもできる。そうすることで Dr は心身ともに充実した状

態で診療に当たれると思います。 

Dr も希望すれば産休・育休制度を利用することができます。結婚出産後も職場復帰を考えて

いる女性歯科医師も安心して働くことができます。 

そして、開業をめざしている Dr には、Dr としての知識や治療技術だけではなく、院長として

のマネジメント能力も身に付くように指導していきたいと思っています。私は開業するまで

一切マネジメントについて勉強していませんでした。開業してからびっくりしました。院長

とは診療以外に、こんなにもたくさんのことを考え行動せねばならないのかと。実は開業医

はみんなこのマネジメントに毎日悩んでいるということが開業してから分かったのです。当

院の勤務 Dr が独立開業しても、出来るだけマネジメントに困らないよう、リーダーとしての

自覚と素養を身につけるべく、常勤 Dr 達にリーダーとしての心構え、行動、価値観をこれか

らも伝え続けていきます。 
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医療法人けんこう会   
〒672-8084 兵庫県姫路市飾磨区英賀清水町 1-25 

http://www.tsuda-shika.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ けんこう会経営ビジョン ◆ 
「美しい笑顔と口から食べる幸せを一人でも多くの人に提供する」 

歯科職は人の心と体を扱う芸術家です。人の笑顔を作るのは口元です。歯科医療サービスに

よって美しい笑顔になります。また、口から食べる事を実現するのも歯科職です。口から食

べることで笑顔になり元気になり生き甲斐を感じることが出来ます。美しい笑顔と口から食

べる幸せを実現する芸術家、それが私達歯科職なのです。 

◆ けんこう会の名称由来 ◆ 
人は何のために生きているのでしょうか。生きる一番の楽しみは何でしょうか。それは「口

から食べること」と考えます。健口こそが健康の原点。健口あっての健康。そして健康も健

口を左右する。私達は健口と健康を追求する誇りある医療人であるべく、健口と健康の両方

の意味を込めて医療法人名を「けんこう会」としました。 

◆ けんこう会 10 の価値観 ◆ 

1、 子供から尊敬される大人になる 

2、 チームワークを最優先する 

3、 患者様を自分の家族と思う 

4、 リーダーシップ（率先する能力）を発揮する 

5、 真似は最高の創造 

6、 見返りを求めない 

7、 言い方重視、表現方法重視、常に感じ良く上機嫌でいる事重視 

8、 笑顔は医療、言葉遣いは技術、丁寧語から医療機関としての空気感を作る 

9、 怒らない、完璧さを追求しない、人の良いところを捜して褒める 

10、 難しくしない、難しく考えない、（“Simple” is“best”） 

◆ 開業志向のある方を応援します。 

◆ 長く常勤医師として働き続けたい方のニーズにこたえます。 

◆ 女性医師の結婚、出産を応援します。（産休、育休が取得できます。） 

診療科目 ：歯周病、インプラント、審美歯科、予防歯科、小児歯科、義歯、訪問歯科、 

摂食嚥下治療、周術期口腔管理、睡眠時無呼吸症 等 
 

けんこう会 グランドデザイン（全体構想） 

『全ての人に幸せを。（チーム幸せ）』 

私達は幸せ請負人。 

けんこう会に関わる全ての人を幸せにします。 
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私達は 患者様もスタッフも 幸せになれる医院 

を目指しています！ 

 

 
 

 

チームの活動を通し、活躍の場が広がります！ 

ぜひ、一度見学に来てください！ 
どういう医院なのか、どんな雰囲気なのか感じてもらえると思います。 
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月～土のうち5日　　　9：00～13：30　　14：30～18：00

賞与支給制度： 有（実績給として） 定期昇給制度： 有（能力による）

退職金制度 ： 無（有の場合有） 試用期間 　： 有 （3ヶ月）

連絡方法 　℡：　079-287-9933　（つだ歯科総務 直通）

　　平成23年4月12日に新医院に移転。平成25年6月には
　　矯正歯科・審美歯科・小児歯科に特化した分院「デンタル
　　クリニック　カルミア」をオープン。
　　また平成26年6月には本院2階診療室拡張オープンと、
　　医療者にとっても患者様にとってもとても快適な医院になり
　　ました。さらに平成28年6月には大阪府守口市の京阪守口市
　　駅前に「守口つだ矯正歯科・歯科」をオープンしました。
　
　　転職を考えている方、現在、研修医の方、是非一度見学に
　　お越し下さい。　（見学交通費支給します）

　　外来も往診も、患者様がたくさん受診されていますので
　　幅広く数多くの臨床経験を積むことが出来ます。
　　将来的に、地域に密着した町医者（かかりつけ歯医者）を
　　目指している人には最適の医院です。

入社　６ヶ月未満２５万円、１年未満３０万円、１年以上３５万円～

出席費用 全額支給する場合あり

【応募方法】

担当者 津田　賢治

役職名 理事長

社宅制度
有　　家賃の半額相当額を院負担　　　　：　上限３万５千円

　　　 住宅手当支給　家賃の半額相当　：　上限 ２万５千円

勉強会 有  　院内　院外　セミナー支援充実

学会出席 可能 

休　暇 年次有給休暇：法定通り　　特別休暇：就業規則による

採用予定日 随時

加入保険 雇用保険 労災保険 社会保険 厚生年金 

交通費 全額支給

休　日
日・祝　他週1日　（祝日のある週の公休日は診療）
H26年度は 年間休日112日　（見学時に年間カレンダーを見て頂けます）

金額は目安です 【給与詳細】

新卒（研修医）：月額給与２0万円 （手当含）

既卒医師については、別途給与テーブル参照

年齢・経験年数 不問（女性歯科医師多数在籍）

勤務時間
往診日：　8：30～17：30　　　分院勤務時：別時間帯

給与等（税込） ●固定　 ●歩合　 ●最低保証　

募集科目 一般歯科 小児歯科  矯正歯科　訪問歯科  予防歯科　審美歯科

応募資格 不問 

求人数 若干名

交通機関 ＪＲ山陽本線　英賀保駅　徒歩7分

【求人情報】

職務区分 常勤歯科医師

診療時間 月・火・水・木・金・土　　　9：00～13:30　14：30～18:00　　　日・祝 休診

スタッフ人数 76人（ Dr.常勤　8人 ・　非常勤　19人　) DH　17人　歯科助手・受付・事務　32人

医療設備
デジタルX線（ＣＴ、セファロ、パノラマ、デンタル）、炭酸ガスレーザー、口臭測定器、位相差顕微鏡、往診車
往診用タービン・エンジン、往診用レントゲン、生体モニター、経鼻内視鏡

医院長名　　[出身大学] 津田　賢治　[広島] 土地及び建物の概要 一戸建

ユニット数 17台 院内ラボ 無

医療法人社団
けんこう会 医院見学大歓迎です！

開院年月 平成13年2月 医療法人設立年月 平成16年1月
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在来線で、神戸まで４０分！ 大阪まで６０分！ 

 

東京まで のぞみで 3 時間 

最寄りの空港 ≪神戸・大阪国際空港・関西国際空港≫ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

★ 世界文化遺産 姫路城 ★ 
『大奥』など時代劇では江戸城として登場する事が多く、誰もが一度は目にされたこ

とのあるお城だと思います。 別名、白鷺城と言われる美しいお城です。 

5年に及ぶ 大天守保存修理事業の工事も終盤を迎え、お城を覆っていた足場が外さ

れて、別名 白鷺城とも言われる美しい姿を見る事ができます。 

２０１５年 春 リニューアルオープンされました！ 

 

★ 有名ロケスポット ★ 
時代劇では 姫路城・武家屋敷跡 好古園。 

今も昭和の風情漂う市立動物園ではＮＨＫの朝ドラ。 

トムクルーズ主演の『ラストサムライ』では、西の比叡山として有名な書写山で 

撮影が行われるなど、市をあげてロケ協力をしました。 

また平成２６年の大河ドラマでは 播州姫路生まれの 『軍師 黒田官兵衛』 が放送さ

れました。 

官兵衛ゆかりの地として市内の文化財も 多数 紹介されています。 

 

 

 

人口５３万人。 

ほどほど都会で ほどほど田舎な所も

あり住みやすいところです。 

ＪＲ１本で神戸へは４０分、大阪へは

６０分で行くことが出来るので休日に

出かけるのも便利です。 

観 
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★ 姫路セントラルパーク ★ 
関西区では『姫セン』の CMでおなじみ。遊園地にサファリパークが併設された遊園

地です。 園内の多目的ホールではサーカスなどイベントを随時開催されていますが、

冬季には全面アイスパークとなってアイススケートが楽しめます。 

夏季はリゾートプール『アクエリア』がオープン。山の斜面を利用した全長 

160ｍのスライダーや、日本初登場のスライダーがあることでも有名です。 

★ アウトドアスポット ★ 
全国一ゴルフ場が多い事や“野池郡”として有名な兵庫県。一年中気軽にゴルフやバ

ス釣りが楽しめます。また穏やかな瀬戸内海では海釣り・海水浴・潮干狩り。 

よく釣れることで有名な明石海峡までは 車で 40分です。 

河川では川遊びやバーベキュー・鮎釣り。車で９０分ほど走ればゲレンデもあり、多

彩なアウトドアスポットが満載です。 

★ 太陽公園 ★ 
兵庫の珍しい施設として テレビでたびたび紹介される 隠れた珍観光名所です。 

高さ 45ｍ 本格的な石積みの『白鳥城』など、園内は日本とは思えない景色が広がり

ます 

 

 

 
JR姫路駅降りたらスグ！ 駅直結でとっても便利なファッションビル、ピオレ姫路

が 2013年 4月 グランドオープン。 

［アーバンリサーチ］や［ニコ アンド］［マッキントッシュフィロソフィー］など、

本館 119テナントの内約７割が姫路市初・兵庫県初・関西初店舗です。 

また肌が綺麗に見える照明や、フロアごとに違った雰囲気が楽しめる 最新設備のパ

ウダールームが女性に大人気です。 

 

 

 
海と山に挟まれ、美味しいものがたくさんあります。 

“まえどれ”といわれる 獲れたての美味しい魚介類・新鮮な野菜・神戸牛などを使

ったお店が多くグルメな街です。 

 

 

 
四国や淡路島があることで海は穏やか。津波の心配もなく、また台風直撃の大きな被

害も少ない気候も穏やかな地域です。断層からも離れているので、建物が倒れるほど

の地震の心配も少なく とても住みやすい土地柄です。 

遊 

食 

住 

買

う 


