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歯科医院人材採用の傾向と対策 

 

 いま、歯科業界に就職を目指す人たちは、自分の就職先に何を求め、何を期待し、何を

基準に応募先を選択しているのでしょうか。これらの点を考慮した採用活動が優秀な人材

を確保するための｢成功のカギ｣となっています。 

 歯科医院は、女性中心の職場です。それ故に｢結婚｣｢妊娠・出産｣｢育児｣といった理由で

退職が多い職場でもあります。優秀な職員に、長期安定して働いてもらうことは、歯科医

院経営にとって大変重要なことです。 

 これからの歯科医院の人材採用には、現状に合った人材発掘と優秀な職員を集めるため

の魅力的な職場環境作りが求められています。 

 

 

 
１│歯科医院の人材採用状況   

（１）求職者の価値観の変化 

 現代の若者は、以前より現実志向が増しており、かつて誰もが抱いていた「夢の実現」

や「社会的成功」には比較的関心が薄れてきています。関心が強いのはもっぱら自分の身

近にある小さな世界、いわゆる「等身大のリアリティ」であるという傾向がでてきていま

す。 

 「自分と（年齢や地位が）ほど遠い」人や世界を「自分には関係ない」と考える傾向が

あり、逆に自分に関係のあるレベルのこと（同世代、同クラスなど）には強い関心を示し

ます。「横並び志向」で、現実的で小さくまとまっている若者が多くなってきているといえ

るでしょう。 

 

■最近の新卒歯科衛生士の特徴 

●自分からの距離感（地位・年齢など）が遠い人には関心が薄い。 

●向上心、上昇志向が以前に比べて希薄になってきている。 

●自分と近い人との些細な差に気を使い、嫌う傾向がある。 

●互いに近い人同士の情報交換、連帯感が強い。 
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（２）勤務先として見た歯科医院の現状 

 近年、歯科医院が就職先として魅力を失いつつあると言われています。その背景には、

下記のような理由が考えられます。 

 

●社会保険などの条件が一般企業よりも悪いことが多い 

●企業規模としては零細と見なされている 

●歯科医院以外の勤務先を選ぶ選択肢が広がってきた など 

 

 これからの歯科医院にとって、優秀な職員を採用し、安定的な継続勤務を確保するため

には、これらのマイナスイメージを払拭することが急務です。そのためには、自医院の雇

用環境を整備し、職員にとって「魅力的な職場」特に「女性にとって働きやすい職場」と

する努力が必要です。 

 

（３）効果的な求人方法 

 歯科医院のリクルートの現場では、このような最近の求職者の価値観の変化に対応しつ

つ、少しでも優秀な職員を確保していくために、様々な取組みが行われています。ここで

は効果のあがる求人手法を紹介します。 

 最も大切なのは、「働きやすい」「働いていて楽しい」というような｢働きがいのある医院｣

というイメージをしっかり与えることです。 

 ある歯科衛生士学校の卒業アンケートでは、卒業生たちにとって、就職先の最大の関心

事は、「働く側にとって明るい雰囲気だと感じられる歯科医院であるかどうか」です。この

ようなことを求人広告に反映させることが成功の秘訣です。 

 

■求人のアピールポイント 

■医院のビジョン・診療方針 

●医院のコンセプト、診療に対する院長の考え方を分かり易く記載する 

●患者さんの感想や近所の評判を記載する 

●職員の診療に対する取組姿勢が分かる 

 

■職場環境・労働条件 

●医院内の写真を掲載する。（医院の様子がビジュアル的に分かる） 

●勤務環境への先輩たちの感想をのせる 

●休日や休暇、福利厚生面を明確に掲載する 
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■職員教育 

●院内研修や教育に関しての実施状況や院長の考え方を掲載する 

●職員の経験談や研修内容の報告を掲載する 

 

■親近感 

●身近な先輩の体験談を載せる 

●年齢の近い人の成功例（診療だけでなく、人生において）を記載する 

●院長や職員のイラストを掲載する 

 

■明るくて楽しい歯科医院の雰囲気 

●働いている先輩のいきいきとした生の声を載せる 

●スタッフルームでの明るいミーティングの様子を載せる 

 

 一般に、医療系の学校に進む女子は、比較的保守的な傾向が強いとされています。この

ような傾向の人材には、熱い理念や専門性を伝えるよりも、自分の未来の職場をもっと身

近に感じられるような、親近感や安心感を与えることがより効果的です。 

 また、職場選択には、親や友人・知人等の「周囲の意見」が大きなポイントになります。

これらの「周囲」の人々にとっても魅力的な求人アピールを心掛ける必要があります 

 

 

 

こんにちは！○○歯科クリニックです。 

当医院では、歯科スタッフを募集しています。          
 

 

１．元気 

患者様に元気を与えるような応対、それが私たちのモットーです。難しいこと

ではないのですが、患者様には大きな声で挨拶しています。このような取り組

みが多くの患者様を笑顔にし、元気を与えていると思います。 

 

２．笑顔 

いつも私たちは、笑顔でなければいけません。患者様を笑顔でお迎えし、患者

様の不安を和らげる笑顔、患者様に「ここなら安心だ」と思っていただけるよ

う心掛けます。 

 

２│反応の高かった募集広告例     
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３．コミュニケーション 

当クリニックは患者様との明るいコミュニケーションで溢れています。患者様

との信頼関係はコミュニケーションの量に比例すると思っています。診療中で

も、患者様と多くのコミュニケーションを取って、当医院は患者様との会話、

笑い声で溢れています。 

 

４．歯に対する価値観を高める 

当クリニックでは患者様にカウンセリングルームでしっかりと説明するカウン

セリングのシステムを構築しています。このようなカウンセリングを通して、

その後のメンテナンスに通っていただき、信頼関係を構築し、ご自分で自分の

歯を守れるようにサポートしていきたいと考えています。 

 

５．患者様の歯を守る 

患者様にご自分の歯で美味しい物を食べていただき、生活を楽しんでいただく

ためにも、３～４ヶ月に１度の定期的なクリーニングに、しっかりと通ってい

ただいています。歯科衛生士は患者様の口腔内をケアし、患者様がセルフケア

できるようにプロの仕事をします。 

 

６．クリニックを良くする 

歯科クリニックはチームです。スタッフひとりひとりが「私は関係ない」では

なく「自分のクリニックなのだ」という気持ちで働いてくれています。 

 

 

７．思いやりと向上心 

思いやりは、患者さんに対してはもちろん、同僚のスタッフにも思いやりのあ

る方を求めております。人としてのマナーや技術、知識を吸収してもらうため

にセミナーや研修を通じてサポートしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■スタッフの声（２０代歯科助手 女性） 

当医院の自慢は、スタッフの仲がいいことです。毎日笑いが絶えません。チー
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ムワークも抜群です。私はこの医院に入って 1 年半ぐらいになります。医療関

係の仕事につくのは初めてだったので、当初はやっていけるかとても不安でし

た。ミスも何度か起こし、その度に迷惑かけてしまったこともありました。で

も、先生やスタッフがいつも助けてくれたので、乗り越えることができました。

毎日学ぶことが多く、勉強の日々ですが、そのおかげでたくさんの知識を身に

付けることができ、人として大きく成長できる職場だと思います。 信頼できる

スタッフに囲まれ、たくさんの人と出会い、たくさんの人の笑顔に癒され、充

実した毎日を送ることができ、私はこの仕事を選んで良かったです。 

 

 

■院長より一言 

私が大切にしているのは勤めていただいた方には、長く勤めてほしいというこ

とです。できれば、結婚しても、出産しても、仕事を続けて欲しいですし、復

職できるようになっております。ですから、多くの方ができるだけ長く勤めて

いただける歯科クリニックを作って行きたいと考えております。 

ここまで読んでいただいてありがとうございます。 

いかがですか？ 力を貸していただけそうでしょうか？ 

少しでも「良いな」と思っていただいた方は是非、見学にいらしてください。 

あなたが当クリニックに見学に訪れる日を楽しみにしています。 
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歯科医院に望ましい職員とは？ 

 

 いま、職員の採用活動には、多くの歯科医院が苦戦を強いられています。「とにかく職員

の人数を確保したい」「頭数さえそろえば何とかなる」と言われる先生たちも多いのが現状

です。 

 しかし「とにかく誰でもよいから」として採用した結果が良かったケースは、ほとんど

ないのではないでしょうか。多くの場合、短期（早期）退職、問題行動、労使トラブルや

医療事故の発生など、医院の負担を増やすマイナスの結果が数多く起こっています。 

 売り手市場の状況だからこそ、自医院にとって真に有用な人材の確保に努力することが

必要なのです。ここでは、歯科医院が獲得すべき人材とそれらの求職者を獲得するための

ポイントを考察します。 

 

 

 
１│歯科医院に求められる人材     

（１）望ましい職員像 

 

■歯科職員が持つべき３つの意識 

①患者満足（ＣＳ ＝ customer satisfaction） 

②自己啓発（self-development） 

③経営感覚（management sense） 

 

①患者満足 

 医院経営のマーケティングでは、患者満足度の向上が中心となっています。 

 

■患者満足度の重要指標 

●定期検診率（リコール）  ●紹介率           ●中断率 

●キャンセル率       ●自費診療と保険診療の比率 

 

 上記項目は、院長だけではなく、職員全員が共有して取組んでいくことが重要です。患

者満足の意識を高く持てる職員が強く求められています。そのポイントは、「コミュニケー

ション力」「洞察力」「気配り」です。 
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②自己啓発 

 医療の最前線にあたる歯科医院では、職員もそれぞれにプロフェッショナルを目指すこ

とが必要です。歯科医院で求められるスキルとは、医療技術に留まらず、以下の３つのス

キルであるといわれています 

 

●テクニカルスキル 

 医療技術、診療補助業務、スケーリング、ＰＭＴＣ、患者とのコミュニケーション能力、パソ

コン技術（レセコン等） 

●ヒューマンスキル（自己マネージメント力） 

 患者対応、患者サービス、仕事に対する姿勢 

●コンセプチュアルスキル 

 院長に代わって医院のコンセプト・理念を伝達できる。治療計画を伝える能力。 

 患者への十分なインフォームドコンセント、医院の方針にメンバーを向かわせる能力 

 

③経営感覚 

 歯科医院も当然利益を上げていかなくてはなりません。職員にもこの｢経営感覚｣は是非

もっていてほしいものです。以下のような項目について理解できる感覚が望まれます。 

 

●自分がいくら稼いでいるのか 

●歯科医院の売上とはなにか 

●歯科医院の粗利益とは 

●損益分岐点売上高を知る 

●使わないといけない支出（研修費や広告宣伝費） 等 

 

 

 

 職員の採用時に重要視すべきポイントは、第一に、その応募者に歯科医療従事者として

の適性があるかどうかです。その応募者の現在持っている技術や知識、経験も重要ではあ

りますが、むしろ、その人間性、仕事や患者に対する取組み姿勢にポイントを置くべきで

しょう。特に、履歴書や面接時の取繕った表面上の装飾に惑わされないことが重要です。 

 

（１）採用すべき歯科職員の特徴 

意識 

●人から喜ばれることでやりがいを感じる 

●自分で結果を出せたとき満足感を感じる 

２│職員採用の判断基準   
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●職場の上司や同僚から期待されていると輝く 

●自分で自分を認めることができる 

●自ら目標を立てることができる 

●自分の仕事に、やりがいを感じることができる 

●向上心を持っている 

●自主性を持っている 

●歯科スタッフという職に、魅力や、やりがいを感じている 

知識 

●自分から疑問を持って質問できる 

●自分で結果を出せたとき満足感を感じる 

●職場の上司や同僚から期待されていると輝く 

●分からないことを放置せず、必ず調べる 

●問題解決のための努力をいとわない 

●新しいことや未知のことに興味関心を持つこと 

技術 

●未経験であっても、恐れない 

●出来ることが増えてくることに喜びや満足感を感じる 

●基本的なアシスタントワークは、即こなすことができる 

●てきぱきとした動きができる 

態度・行動 

●人から頼まれたことに対して、いやな顔を見せない 

●一生懸命さが伝わってくる 

●信頼されると喜びを感じる 

●疲れた顔をみせない 

●要領よく働くことができる 

人間関係 

●自ら動ける 

●ギスギスしない 

●連帯意識が強い 

●仕事を円滑に行うことができる 

 

（２）採用時のチェックポイント 

面接 

●自分の主張だけをおこなわず、相手の話を聞いて反応できる 

●身だしなみ／ＴＰＯを考慮し、好印象であること 

●あいさつ／自分から進んで、明るく元気 

●積極性／空き時間の過ごし方、知識・技術の向上心 

●教育／環境を整え研修できる 

●理念／基本理念・経営理念・哲学を語れる 

履歴書 

●写真／枠のはみ出し、曲がって貼っていないか 

●写真／あり合わせの写真を貼っていないか 

●文字／上手下手は関係なし、ただし読みやすいか 

●文字／枠を無視していないか 
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（１）ハイレベルな医院に改善 

 ハイレベルな職員は、働く職場を選びます。つまり、自分が働く職場が、どのような職

場であるかを観察します。良い人材の採用のためには、医院が働きがいのある職場である

かどうか点検してください。まず、日常の５Ｓの状態を見直してください。自医院を客観

的にみて、患者の目にどう映っているかを考えましょう。 

 「きれい」「清潔感がある」といった医療現場の当たり前の姿にしましょう。 

 

■日常の５Ｓ 

①整理    ②整頓    ③清潔    ④清掃    ⑤躾 

 

 医院の外観は、患者だけでなく｢周囲」の人たちも必ず見ます。｢キレイ」と感じられる

ように工夫しましょう。院内の様子も見えるでしょうから、見える所一部分だけではなく、

全般に｢清潔さ」を感じられるように改修を行ったり、物を整理したり、定期的に、もしく

は気づいたら即清掃を行いましょう。躾という接遇マナーも研修を受け、身につけましょ

う。職員の意識改革としてユニフォームを新調し、その結果、気持ちに緊張感が漂い、モ

チベーションンが高まることもあります。 

 

■ある医院の事例 

 Ｈ医院は｢地域密着型の医院」と言いながら、地域での活動に参加したことがほとんど

ありませんでした。そこで歯科衛生士という職業をもっと理解してもらうために、夏休

み期間に中学生・高校生を対象に職業体験の実習コースを作り、地域の学校の生徒を受

け入れるように積極的な活動を始めました。 

 その経験者が歯科衛生士を目指すようになり、｢歯科衛生士学校を卒業したら、働かせ

て下さい。」という生徒も出てきたそうです。この活動は、スタッフの意識と行動を根本

から変えるきっかけになりました。実習コースのカリキュラムづくりや指導は歯科衛生

士が行います。自分の仕事を見直すきっかけにもなり、理想の姿を描くことで現在の自

分に不足している部分も判って来たそうです。 

１│｢ハイレベルな人材｣はハイレベルな歯科医院に集まる      

「ハイレベルな人材」が集まる歯科医院作り 
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 また、実習体験した生徒さんから｢あこがれの職業」｢○○さんのようになりたい」と

いった感想をもらい、スタッフもますますやる気を出してきたそうです。現在、スタッ

フは自主的に外部研修を受講したり、技術的なスキルアップを高める努力をしたり、ま

た、人間性を高める努力までしているそうです。 

 

 こういった活動が、歯科衛生士の職業を認知・アピールさせることにつながり、地域の

歯科医院との差別化を図り、ハイレベルな職員が集まる歯科医院に変貌したのです。 

 

（２）今の求職者の選択基準 

 いま、若い人の就職、特に新卒者の就職活動に「親」が大きくかかわるようになってき

ています。歯科衛生士学校に進学する人の親は、歯科関係者ではない方の割合が高く、他

業種の一般企業に勤務している人がほとんどです。そのような両親が子供の就職先選択に

大きくコミットしているということは、「他業種の求職・企業選択の考え方がそのまま適用

される」ということです。 

 一般企業に対する就職活動をする人及びその親は、求人広告の中で｢初任給」の部分には

それほど大きな関心を寄せません。それよりも、「その企業でどれだけ安定的に長期にわた

って働けるか」を考えます。 

 

■求職者が重要視する要素 

①休日（法定休日・週休２日制） 

②休暇（夏季休暇・ゴールデンウイーク・年末年始休暇・有給休暇等） 

③社会保険などの福利厚生（雇用保険・労災・社会保険・厚生年金等） 

 

 多くの歯科医院が実質的に法定労働時間や休暇基準を順守できていないのは周知の事実

であり、歯科医院の業態上、改善も難しいという面があります。しかし、福利厚生が｢求人

競争」で大きな決定力を持つ現在では、可能な限りその分野での｢ウリ」を増やして充実さ

せていく努力が必要です。 

 新卒者の例を取れば、社会保険完備の歯科医院から求人が埋まっていきます。必ずしも、

｢給与が高い・専門性の強い」医院が人気なわけではありません。 
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２│雇用確保のためのより良い労働環境の整備     

 平成 21 年度に、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに、仕事と生活の

調和がとれた社会を実現することを目的とした「改正労働基準法」が成立しました。 

 今回の改正により、医療機関が最も対応を迫られるのは、時間外労働に関わる取り扱い

を厳格化するための取り組みであるといえます。 

 

（１）労働時間・休日の管理体制 

 ハイレベルな職員確保のためには、労働時間や休日といった、労働条件の管理は必須事

項です。 

 労働基準法の条文に労働時間に関する定義はありませんが、一般的には「使用者の指揮

命令下にある状態」を労働時間として取り扱うことになっています。つまり、実際に仕事

をしている状態だけに限らず、時間的・場所的に業務命令としての拘束を受けていれば労

働時間になります。 

 したがって、仕事前後の準備や後始末や、仕事中の待機時間はもちろんのこと、職員研

修やレクリエーションなど仕事とはいえないようなものでも、業務命令に基づいて参加が

強制されれば、労働時間になります。 

 歯科医院における労働時間管理の問題点は以下のとおりです。 

 

①週 40 時間制が達成されていない 

②割増賃金の計算方法が適正でない 

③タイムカード等での労働時間の管理が適切でない 

④残業の申請方法が自己申告になっている 

⑤監督及び管理の地位に該当しない役職者に割増賃金を支払っていない 

⑥就業規則、36 協定を労基署に提出していない 

⑦年次有給休暇の管理が行われていない 

 

 上記の項目の達成のためには、法定労働時間と所定労働時間の違いに注意すること、変

形労働時間制の活用などが必要です。また、年次有給休暇の管理についてもしっかり行う

ことが必要です。 

 

（２）各種関連規程の見直し及び整備 

 従来、医療機関はその業種の特殊性という要素もあって、時間外労働や勤怠管理のルー

ル運用が曖昧になりがちという傾向が指摘されてきました。36協定を締結していないまま、
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職員が限度時間を超える勤務を行っている病医院もみられますが、今回の労働基準法改正

以降は、この 36 協定や勤怠管理、さらには時間外労働に関する割増賃金をめぐる規定につ

いても見直す必要が生じることになります。 

 

 したがって、あらかじめ労使協定を締結するとともに、混乱なく円滑な運用を図るため

に各種関連院内規程の見直し、あるいは整備を進めなければなりません。 

 

■医療機関における労働基準法改正に向けた要対応事項 

①36 協定（特別条項付）の見直し 

②賃金規程の見直し 

③勤怠管理の見直し 

④有給休暇規程の見直し 

 

（３）職員の配置や採用計画の見直し 

 有給休暇の取得方法が多様化したことによって、職員の有給取得請求が増加することも

想定されます。複数職員の有給取得が重なった場合であっても、業務に影響が出ないよう

に、職員の配置や採用計画を再検討する必要もあるでしょう。 

 医療機関における業務は、円滑な遂行が当たり前の水準であり、有給休暇取得等の労使

間の事情に影響される事態は許されないと理解すべきです。 

 同時に職員間においても、有給休暇取得や割増賃金支払等をめぐって、感情的なしこり

が残らないような配慮も要求されます。 

 

（４）復職し易い職場環境作り 

 一人前の働きの出来る人が退職を申し出た際には、再雇用の準備もあることをきちんと

説明しておくことも必要です。例えば、退職した職員が出産後にパートとして復帰できる

場合などが想定できます。 
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