平成29年9月18日現在

新潟大学歯学部の求人・求職情報等に関して詳しく知りたい方は下記連絡先までご連絡ください。
＜連絡先＞
〒770-8504 徳島市蔵本町3-18-15
徳島大学病院 総合歯科診療部
Fax : 088-633-9182
新潟大学歯学部同窓会からの求人情報
1、松井歯科医院
愛知県豊橋市 常勤歯科医師1名募集
臨床経験：有（2年以上の方希望）
2、やまぶき歯科
茨城県常陸太田市 常勤歯科医師１名募集
臨床経験有り 年数は不問
3、石原歯科医院
群馬県沼田市 常勤歯科医師１名募集
臨床経験：不問
4、医）あおば歯科クリニック
新潟県長岡市 常勤歯科医師1名募集
臨床経験：有（2年以上）
5、よしや歯科クリニック
長野県長野市稲里町 正規職員
臨床経験：有（経験年数考慮）
備考：他大学出身でも構いません。
6、なりのぼう歯科口腔外科クリニック
石川県白山市 正規職員 歯科医師 １名募集
臨床経験：不問
7、医療法人社団 誠英会 つるま歯科医院
神奈川県大和市

正規職員・非常勤職員 歯科医師 1名募集

臨床経験：有 2年以上
8、はくちょう歯科
新潟県長岡市 正規職員
臨床経験：不問

9、ナカジマビル歯科医院
千葉県野田市

常勤（正規外）職員 非常勤・パート職員

職種：歯科衛生士(1名)
臨床経験：不問 研修医：可
備考：他大学出身でも構いません。
10、野田歯科医院
群馬県沼田市 正規職員
職種：歯科医師(1名)
臨床経験：有 1年以上 研修医：不可
備考：他大学出身でも構いません。
11、医療法人 あすなろ歯科
群馬県前橋市

正規職員

職種：歯科医師(1名)
資格：歯科医師
臨床経験：不問 研修医：可
備考：他大学出身でも構いません。
12、医療法人 あすなろ歯科
群馬県前橋市

正規職員

職種：歯科衛生士(1名)
資格：歯科衛生士
臨床経験：不問
備考：他大学出身でも構いません。
13、クレモト歯科診療所
大阪府交野市

正規職員

職種：歯科医師(3名)・歯科衛生士（3名）
資格：歯科医師・歯科衛生士
臨床経験：無

研修医：可

備考：他大学出身でも構いません。
14、馬込駅前歯科・矯正歯科
職種：歯科医師(1名)
臨床経験：有（2年以上）
研修医：不問
備考：他大学出身でも構いません。
15、アイエムきくち歯科

H26.1.30訂正

千葉県習志野市
職種：歯科医師・歯科衛生士 常勤・非常勤

資格：歯科医師免許・歯科衛生免許
給与：歯科医師30万円以上 衛生士22万円以上
通勤費：上限あり30,000円まで
勤務時間：平日9：30～19：30 土曜9：30～16：30 昼休み2時間
休日:水・日・年末年始・夏季
備考：他大学出身者で構わない。学会所属可。院内院外研修参加。見学大歓迎。
16、医療法人 弘誠会 すずき歯科医院
群馬県伊勢崎市

正規職員

職種：歯科医師（2 名）
資格：歯科医師免許
給与：①基本給 25 万～35 万円
②基本給 50 万～

（臨床経験４年以上）

通勤費：上限あり 20,000 円まで
勤務時間：平日 8：00～18：30
土曜 8：00～17：00
休日:日曜日＋他 1 日（完全週休 2 日制）
備考：他大学出身者で構わない。まずは、当院ホームページを
ご覧下さい。問合せはメールでも構いません。気軽に連絡
してください。
17、松下歯科医院
新潟県加茂市
職種：歯科医師 常勤（正規外）職員・非常勤職員
資格：歯科医師免許
給与：40万～80万円
通勤費：20,000円まで
勤務時間：平日8：45～19：00 土曜日8：45～12：30
休日:日曜+他１日
備考：他大学出身者で構わない。
18、マリン歯科クリニック
神奈川県茅ヶ崎市
職種：歯科衛生士
給与：22万～26万5千円
通勤費：15,000円まで
勤務時間：平日10：00～19：30 土曜8：30～18：00（金曜のみ19：00まで）
休日:日曜・祝日・木曜＋平日半日（午前）（週休2・5日）
備考：他大学出身者で構わない。院長は、小児歯科専門指導医です。またその他に
小児歯科専門医３名勤務。開業して30年、乳歯期からの小児歯科矯正を
積極的に行っています。子供達に囲まれて明るい楽しい職場です。

19、マリン小児歯科クリニック
神奈川県茅ヶ崎市
職種：歯科医師
給与：年俸制 300万～1,000万円（経験に応じて）
通勤費：15,000円まで
勤務時間：平日10：30～19：30 土曜9：00～18：00（金曜のみ19：00まで）
休日:日曜・祝日・木曜＋平日半日（午前）（週休2・5日）
備考：他大学出身者で構わない。院長は、小児歯科専門指導医です。またその他に
小児歯科専門医３名勤務。開業して30年、乳歯期からの小児歯科矯正を
積極的に行っています。子供達に囲まれて明るい楽しい職場です。
20、(医）有松歯科医院
新潟県胎内市
職種：歯科医師 正規職員・非常勤職員
資格：歯科医師免許
給与：正規職員25万～50万円（応談） 非常勤・パート 2～3万円/日（応談）
通勤費：30,000円まで
勤務時間：平日9：00～12：30 １4：30～18：30
休日:土曜・日曜・祝日
備考：他大学出身者で構わない。
21、 渡部歯科医院
新潟県佐渡市
職種：歯科衛生士 正社員・常勤（正規外）職員・非常勤、パート職員
資格：歯科衛生士
給与：正社員 168,000～

パート 時給 1,000 円～

通勤費：全額支給
勤務時間：平日 8：30～18：00 土曜 8：30～16：30
休日:日曜・祝日と平日半日
備考：他大学出身者で構わない。若い院長と、仲の良いスタッフの職場です。
メンテナンス 訪問診療、口腔ケアなど、地域医療に貢献できます。
22、中嶋歯科医院
石川県金沢市
職種：歯科医師・歯科衛生士 正規職員・常勤（正規外）職員
給与：歯科医師常勤 400,000 円～ 非常勤医師 30,000 円/日～
歯科衛生士常勤 200,000 円～

(応相談）

通勤費：全額支給
勤務時間：平日 9：00～19：00 土曜 9：00～17：00
休日:日・祝日・平日 1 日/週
備考：他大学出身者で構わない。

23、渡部歯科医院
新潟県佐渡市
職種：歯科医師 常勤（正規外）職員・非常勤職員
資格：歯科医師免許
給与：30 万円～
通勤費：全額支給
勤務時間：平日 8：30～18：00 土曜 8：30～16：30
休日:勤務日はフレキシブルに相談に応じます。
備考：他大学出身者で構わない。勤務日・勤務時間など、短時間からフレキシブルに相談に
応じます。来島交通費支給します。およそ卒後 10 年目までの若手の先生を希望しています。
一般的な歯科診療だけでなく、訪問診療やインプラントなどに幅広く取り組んでいます。
24、わがた歯科医院

H26.2.４受付

新潟県南魚沼市
職種：歯科医師２名 正規職員
資格：歯科医師免許
給与：55.5 万円～80 万円
通勤費：全額支給
勤務時間：平日 8：50～18：50 土曜 8：50～１7：50
休日:完全週休２日制、日・祝 有給休暇あり
備考：他大学出身者で構わない。勤続 3 年以上で退職金支給対象。
当医院の臨床内容等の詳細は面接時にご説明いたします。
ＨＰもご覧ください。現在医療法人認可申請中です。法人認可後
歯科医師国保・厚生年金に加入となります。
職種：歯科医師１名 非常勤パート
資格：歯科医師免許
給与：臨床経験 3 年以上:2,200 円～ 5 年以上：2,400 円～ 7 年以上：2,600 円～
通勤費：上限あり 50,000 円まで
勤務時間：平日 8：50～18：50 土曜 8：50～１7：50
休日:完全週休２日制、日・祝 有給休暇あり
備考：他大学出身者で構わない。週２日以上（できれば 3 日以上）できる先生募集。
現在医療法人認可申請中です。
25、オカダデンタルオフィス
栃木県宇都宮市
職種：歯科衛生士 正規職員、非常勤・パート職員
資格：歯科衛生士免許
給与：200,000 円～
通勤費：全額支給
勤務時間：平日 8：30～19：00 土曜 8：30～18：00
休日:木・日・祝 （但し祝日週は木曜診療）

備考：他大学出身者で構わない。
26、医療法人 浜野歯科医院
石川県小松市
職種：歯科医師 正規職員
資格：歯科医師免許
給与：25 万～30 万円
通勤費：20,000 円まで
勤務時間：平日 9：00～19：00 土曜 9：00～18：00
休日:日・祝日・週 1 回平日午後
備考：他大学出身者で構わない。予防を柱に「炎症と力のコントロール」
に重点を置いた医院です。したがってインプラント患者、
小児矯正患者も多いです。臨床の基礎をマスターしていただく為に、
月星光博先生が主催されている［ＣＥセミナー」を受講していただき
臨床の基礎をマスター していただきます。
27、栄村国保栄村歯科診療所 H26.2.13 受付
＜急募＞締め切り 26 年 2 月 28 日（金）
長野県下水内群
職種：歯科医師 常勤職員
資格：歯科医師免許 給与：700,000 円
通勤費：上限あり 24,500 円まで
勤務時間：平日 8：30～17：15
休日:土・日・祝日・年末年始
備考：他大学出身者で構わない。宿舎は無償貸与。
28、木村歯科医院

H126.4.14 受付

長野県松本市
職種：歯科医師１名 常勤職員
資格：研修医終了
給与：30 万～50 万円
通勤費：上限あり 30,000 円まで
勤務時間：平日 8：30～18：00 土曜 8：30～17：00
休日:木・日・祝祭日
備考：他大学出身者で構わない。出来たら新大出身者が
望ましい。詳細は面接にて。
29、医療法人社団 くに歯科クリニック
石川県金沢市
職種：歯科医師１名 正規職員
資格：歯科医師免許
給与：30 万円～経験に応じて

H26.5.8 訂正

通勤費：上限あり 10,000 円まで
勤務時間：平日 9：00～18:30 土曜 9：00～18：00
休日:木・日・祝祭日
備考：新潟大学出身者が望ましいが他大学でも構いません
30、求人情報 No78 きたしろ歯科診療所

H26.5.22 受付

新潟県上越市
職種：歯科医師若干名・歯科衛生士若干名 正規職員
資格：歯科医師免許・歯科衛生士免許
給与：歯科医師 30 万円～・歯科衛生士 18 万円～
通勤費：要相談
勤務時間：平日 8：30～18：00 土曜 8：30～17：00
休日:日曜＋1 日（ローテーションによる休日）
備考：他大学出身者で構わない。
31、求人情報 No79 医療法人恵仁会 関根歯科医院

H26.6.16 受付

埼玉県北本市
職種：歯科医師 1～2 名 正規職員
資格：歯科医師免許
給与：基本給 30 万円～応相談
勤務時間：平日 8:30～18:00 土曜 8:30～18:00
休日:木・日・祝日
備考：他大学出身者で構わない。歯周治療、インプラント治療、
小児、予防等幅広く取り組んでいます。希望者の経験、
力量に応じて給与形態を決定します。ご連絡お待ちしています。
32、求人情報 No59 わがた歯科医院

H26.6.18 受付

新潟県南魚沼市
職種：歯科医師 1 名 正規職員・常勤職員
資格：歯科医師免許
給与：55 万円～107 万円
勤務時間：平日 8:50～19:10 土曜 8:50～18:10
休日:完全週休２日制・日・祝日・有給休暇あり
備考：他大学出身者で構わない。臨床経験 2 年以上の先生を優遇いたします。
勤続 3 年以上で退職金支給対象となります。
33、求人情報 No65 （医）

有松歯科医院

H26.6.30 訂正

新潟県胎内市
職種：歯科医師１名 正規職員・非常勤、パート
資格：歯科医師免許
給与：正規社員 40 万～ 非常勤 2～3 万円/日
通勤費：上限あり 30,000 円まで

勤務時間：平日 9：00～12：30 14：00～18：30
休日:土・日・祝祭日
備考：他大学出身者で構わない。胎内市移住の場合住居手当あり。
34、求人情報 No81 医療法人宇野会 しなの歯科クリニック

H26.7.14 受付

長野県長野市
職種：歯科医師 1 名 正規職員
資格：歯科医師免許
給与：基本給 40～50 万円
勤務時間：平日 9:00～18:00 土曜 9:00～18:00
休日:週休２日・日・祝日・祝日のない週は水曜日
備考：他大学出身で構わない。
35、求人情報 No45 野田歯科医院

H24.3.23 受付 H27.4.21 更新

群馬県沼田市
職種：歯科医師 1 名
資格：歯科医師免許
給与：200,000 円～
勤務時間：平日 9:00～19:30 土曜 9：00～18：30
休日:日曜・祝日・水曜午後
備考：他大学出身者で構わない。若手歯科医師で将来独立を考えている方
支援します。
36、求人情報 No92 かえで歯科

H27.4.30 受付

千葉県富津市
職種：歯科医師 1 名 正規職員
資格：歯科医師免許
給与：委細面談
勤務時間：平日 9:00～19：00 土曜 9：00～17：00
休日:水曜・日曜・祝日
備考：他大学出身者で構わない。
37、求人情報 No93 医療法人 春光会

H27.5.7 受付

東京都中央区
職種：歯科医師若干名 歯科衛生士若干名 正規職員
資格：歯科医師免許・歯科衛生士免許
給与：歯科医師 30 万円～ 歯科衛生士 24 万円～
勤務時間：Ｄｒ 平日 9:00～19：00 土曜 9：30～17：00
休日:日曜・祝日・（木曜日）週 2 回
備考：他大学出身者で構わない。セミナー、講習会費用支援あり。
マイクロ 5 台ＣＴ保有。最先端設備を用いてスキルアップ可。

38、求人情報 No95 佐藤歯科医院

H27.10.6 受付

新潟県新潟市
職種：歯科医師 1 名 非常勤・パート職員
資格：歯科医師免許
給与：日給 15,000～20,000 円
勤務時間：土曜 9：00～18：00
備考：他大学出身者で構わない。土曜日のみの勤務。１日ｏｒ半日。小児歯科
教室在籍３年以上。
39、求人情報 No97

おおさわ歯科クリニック

H27.11.9 受付

埼玉県大里郡
職種：歯科医師 2 名 正規職員
資格：歯科医師免許
給与：研修医終了直後 30 万円～ （歩合制も可）
勤務時間：平日 9:00～18:30

土曜 9：00～18：30

休日:木曜・日曜・祝日（祝日のある週の木曜は診療）
備考：他大学出身者で構わない。院長を含め在職中の医師（常勤 2 名、非常勤 2 名）は
新潟大学出身です。給与は経験年数・能力に応じて決定致します。勤務形態も相談可能です。
40、求人情報 No98 いぶき歯科クリニック

H28.1.25

受付群馬県高崎市
職種：歯科医師 1 名 正規職員
資格：研修医終了
給与：280,000 円～（経験に応じて相談）
勤務時間：平日 8：15～18：30 土曜 8：15～18：00
休日:完全週休 2 日制（基本

日曜・金曜）

備考：他大学出身者で構わない。歯科医療を通して、輝ける自分自身の魅力に気づいて下さい。
そして、一緒にそれを社会貢献につなげて行きましょう。全力でサポートします。
41、求人情報 No99 医）恵誠会 さわた歯科医院

H28.2.4 受付

新潟県南魚沼市職種：歯科医師 1 名 正規職員
資格：歯科医師免許 臨床経験 2 年以上
給与：40 万円
勤務時間：平日 9:00～18：30 土曜 9:00～18：30
休日:日・木・祝日
備考：他大学出身者で構わない。
42、求人情報 No100 あやこ歯科医院
山形県山形市
職種：歯科医師 1 名

正規職員

資格：歯科医師免許
給与：要相談

経験に応じて

H28.4.25 受付

勤務時間：平日 9:00～18:45

土曜 9：00～17：00

休日:木・日・祝日
備考：国立大学出身なら構わない。
43、求人情報 No101

医療法人社団

当院の職場は院長始め全てが女性のスタッフです。

山鹿歯科医院

＜急募＞

H28.6.20 受付

群馬県太田市
職種：歯科医師 1 名

正規職員・常勤職員・非常勤、パート

資格：歯科医師免許
給与：正規職員、常勤職員
非常勤

350,000 円～

1 日/25,000 円～

（経験により優遇。要相談）

（経験により優遇。要相談）

勤務時間：平日 9:00～18:45

土曜 9：00～17：45

休日:木・日・祝祭日
備考：他大学出身者で構わない。これまでたくさんの新潟大学出身の先生に勤務して
いただき(10 人以上）皆さん、開業後盛業しております。3 年目からは、インプラント
講習会全額補助致します。

44、求人情報 No102

すずき歯科

H28.7.4 受付 H28.7.12 更新

宮城県栗原市
職種：歯科医師 1 名 正規職員
資格：歯科医師免許
給与：60 万円
勤務時間：平日 8：45～17：15 土曜 8：45～13：15
休日:日曜・土曜午後・祝日・週休 2 日可
備考：他大学出身者で構わない。5・6 年後に医院承継も考えています。給与、条件等は相談。
45、求人情報 No.103

かねこ歯科医院

H28.7.7 受付

新潟県阿賀野市
職種：歯科医師 1 名 正規職員
資格：歯科医師免許
給与：300,000 円～
勤務時間：平日 9:00～18:30 土曜 9：00～18：00
休日:日・木・祝日
備考：他大学出身者で構わない。
46、求人情報 No104

岡田歯科医院

H28.8.4 受付

新潟県新潟市
職種：正規職員

歯科医師 1 名

パート職員 歯科医師 1 名
資格：歯科医師免許
給与：正規職員

30～35 万円

パート職員 時給 3,000 円～5,000 円
勤務時間：平日 9:00～12：30 15：00～17：00

木曜 9：00～12:00
休日 土・日・祝日
備考：他大学出身者で構わない。
47、求人情報 No105 ファミリア歯科

H28.8.12 受付 H28.8.18 更新

福島県福島市
職種：歯科医師 1 名

正規職員

資格：歯科医師免許
給与：正規職員（１年以上） 33 万円～
勤務時間：平日 8：45～19：45

（２年以上） 38 万円～

（３年以上）40 万円～

土曜 8：45～18：15

休日:水・日・祝日（祝日のある週の水曜日は診療）
備考：他大学出身者で構わない。
（国立大学出身者あるいは大学院・研修医等で国立大学在籍経験者が望ましい）
所属歯科医師 4 名全員が新潟大学出身です。各歯科医師の特色を
活かしたチーム診療を行っており、基本に忠実な診療を身につけたい方の期待に応じられる環境
であると思います。まずはお気軽に見学にいらしてください。
48、求人情報 No106

H28.8.12 受付

ファミリア歯科

H28.8.18 更新

福島県福島市
1 名 正規職員

職種：歯科衛生士

資格：歯科衛生士免許
給与：正規職員 205,000 円～
勤務時間：平日 8：45～19：45

土曜 8：45～18：15

休日:水・日・祝日（祝日のある週の水曜日は診療）
備考：他大学出身者で構わない。所属歯科医師 4 名全員が新潟大学出身です。各歯科医師の特色を
活かしたチーム診療を行っており、基本に忠実な診療を身につけたい方の期待に応じられる環境
であると思います。まずはお気軽に見学にいらしてください。

49、求人情報 No93

医療法人 春光会

①ＹＩＣデンタルクリニック
所在地：①神奈川県横浜市
職種：歯科医師

Ｈ27 年 5 月 7 日受付 Ｈ28.8.29 更新

②ＴＨＥ ＩＭＰＬＡＮＴ

ＴＯＫＹＯ

②東京都中央区

若干名 正規職員

歯科衛生士 正規職員

若干名

資格：歯科医師免許証、歯科衛生士免許証
給与：新入Ｄｒ300,000 円

既卒Ｄｒ，400,000 円以上

※既卒Ｄｒは前職、経験を配慮します。但し、１、２ケ月給料は 80～90％です。
衛生士

3 年未満 24 万円

3 年以上 27 万円

※但し入社 3 ケ月は月給料の 90%です。
勤務時間：平日 Dr8:50～19:20
平日衛生士 8：40～19：30

土曜 Dr9：20～17：00

土曜日衛生士 9：20～17：20

休日:①木・日・祝日 ②水・日・祝日

その他夏期、冬期休暇

備考：他大学出身者で構わない。セミナー、講習会費用支援あり。マイクロ 5 台。
ＣＴ保有。最先端設備を用いてスキルアップ可。

50、求人情報 No76 おざわ歯科医院

H26.3.18 受付

Ｈ28.9.1 更新

富山県富山市
職種：歯科医師 1 名

正規職員

資格：歯科医師免許
給与：35 万円以上税込（県外の方住宅手当支給）
勤務時間：平日 8：30～18：30 土曜 8：30～13：00

平日休憩 1 時間 15 分有

休日:日曜・祝日・土曜午後・希望日平日 1 日（週休 2・5 日）
備考：他大学出身者で構わない。現在女性医師だけでやっていますが、男性医師でも可。
26 年 6 月新築しました。有給、産休、育休バッチリ取れ、長く働ける職場です。
セレック導入、訪問治療、インプラントやってます。矯正できる方大歓迎。パートも可です。
院長 48 歳。後継ぎ募集、また開業をお考えの若手歯科医師、子育て歯科医師、丁寧に指導
します。夜間診療やってます。夜間診療やってくださる方給料アップします。県外の方、住居手当出ま
す。

51、求人情報 No107

医療法人社団

湘仁会

ひらの歯科医院

Ｈ28.9.20 受付

神奈川県藤沢市
職種：歯科医師若干名

正規職員・非常勤

資格：歯科医師免許
給与：正規職員
非常勤

300,000 円～
20,000 円/日～

勤務時間：平日 8：40～19：00 土曜 8：40～13：30
休日:日・祝・土曜午後・その他平日 1 日
備考：他大学出身者で構わない。給与：卒後臨床研修終了 1 年目 30 万円、2 年目 40 万円
3 年目 50 万円、以降歩合給か固定給に移行。経験者はスキル考慮します。詳しくはＨＰで。

52、求人情報 No108

富田歯科

H28.10.24 受付

静岡県袋井市
職種：歯科医師 1 名

正規職員

資格：歯科医師免許
給与：50 万円
勤務時間：平日 8：45～19：15 土曜 8：45～17：15
休日:水・日・祝祭日
備考：他大学出身者で構いません。お気軽にお問合せ下さい。

53、求人情報 No109

医療法人社団

泉生会

H28.10.18 受付

東京都港区
職種：歯科医師 2 名

正規職員

資格：歯科医師免許
給与：250,000 円
勤務時間：平日 9:00～19：00

土曜 9：00～19：00

休日:日曜・祝日・完全週休 2 日制
備考：他大学出身者で構わない。

54、求人情報 No91 医療法人社団

雅会

かめだデンタルクリニック

H27.4.23 受付

H28.12.12 更新

新潟県新潟市
職種：正規歯科医師 2 名

非常勤歯科医師 1 名

資格：歯科医師免許
給与：正規職員
非常勤職員

40 万円～60 万円（保険診療点数により歩合制）
日給

勤務時間：平日 9:00～19：00

20,000 円
土曜 9：00～18：00

休日:木曜・祝日
備考：新潟大学出身者をできるだけ希望しますが、他大学出身者でも構いません。
長く勤務していただける方を希望します。勤務曜日や時間については応募者の
希望にできるだけ沿った形態になるよう調整可能です。

55、求人情報 No.112 公益社団法人 山梨勤労者医療協会 共立歯科センター

H29.1.17 受付

山梨県甲府市
職種：歯科医師 1 名 正規職員
資格：歯科医師免許
給与：協会規定による
勤務時間：平日 9:00～19:30 土曜 9：00～19：30
休日:日曜祝祭日・夏期・年末年始・5/1 等
備考：他大学出身者で構わない。総支給額の目安（卒後 2 年目 330,000 円卒後 5 年目 460,000 円）です。現
在、新潟大学歯学部卒業 4 年目歯科医師が在籍しています。
56、 求人情報 No113 （医）ブライトティース ハートデンタルクリニック

H29.1.30 受付

神奈川県川崎市
職種：歯科医師 2 名 歯科衛生士 2 名 正規職員・常勤職員・非常勤・パート職員
給与：歯科医師正規職員 32 万円 、歯科衛生士正規職員 25 万円
勤務時間：平日 10:00～20:00 土曜 10：00～18：00
休日:金曜日、日曜日
備考：他大学出身者で構わない。歯科医師は歩合制あり。歯科衛生士は 8 時間勤務。
経験者優遇。
57、求人情報 No114 なかの歯科クリニック

H29.1.31 受付

東京都江戸川区
職種：歯科医師 1 名

常勤職員・非常勤・パート職員

給与：40 万円
勤務時間：平日 10:00～20:00 土曜 10：00～17：00
休日:木曜、日曜、祝日
備考：他大学出身者で構わない。
応募締切日：平成 29 年 4 月 30 日（日）
58、求人情報 No75 医療法人社団 創世会 ＩＴＯ ＤＥＮＴＡＬ ＯＦＦＩＣＥH26.2.13 受付 H29.2.9 更新
千葉県浦安市

職種：歯科医師 1 名・歯科衛生士 1 名 正規職員
給与：歯科医師 最低保障 25 万円～35 万円（120 万円の実績あり）
歯科衛生士（新卒） 24 万円 （経験者） 35 万円の実績あり
勤務時間：平日 9:15～19:30 土曜 8：15～18：30
休日:日・月・祝日
備考：他大学出身者で構わない。研修費用は当院が全て出します。マイクロスコープ、ルーペが使用
できる環境です。学びたい方お待ちしております。
59、求人情報 No88 ひがた歯科医院

H27.1.22 受付 H29.2.2 更新

千葉県匝瑳市
雇用形態：正規職員・常勤職員・非常勤、パート職員
資格：歯科医師免許
給与：正規職員（新卒） 35 万円～ 常勤職員 35 万円～ 非常勤・パート職員 日給 18,000 円～40,000 円
勤務時間：平日 9:30～19:30 土曜 9：00～18：30 休憩：13：00～15：00
休日:木曜・祝日・希望に応じて柔軟に対応
備考：他大学出身者で構わない。開業予定のない先生を男女問わず募集。特に女医さん、子育て中の方、
育児などでブランクあるがもう一度復帰したい先生。週,1,2 日からＯＫ。成田、神栖、千葉市から
車で通えます。ＪＲ干潟駅徒歩 5 分。HP もご覧ください。新大卒過去 2 名勤務。見学の交通費、宿泊等
負担します
60 、 求 人情報 No93

医療法人

春 光会

①岩 本 歯 科医 院

② ＴＨＥ

Ｉ ＭＰ Ｌ ＡＮ Ｔ

Ｔ Ｏ Ｋ ＹＯ

H27.5.7 受付 H29.2.2 更新
①神奈川県横浜市 ②東京都中央区
雇用形態：正規職員
資格：歯科医師免許・歯科衛生士免許
給与：歯科医師 正規職員（新入Ｄｒ） 30 万円 （既卒Ｄｒ）40 万円以上
※既卒Ｄｒは、前職、経験を配慮します。但し、1.2 ケ月は給料は 80%、90%です。
歯科衛生士 （3 年未満）24 万円

（3 年以上）27 万円

※但し、入社 3 ケ月間は月給料の 90%です。
勤務時間：歯科医師 平日 8:50～19:20 土曜 9：30～17：00
衛生士

平日 8：40～19：30 土曜 9：20～17：20

休日:①木・日・祝日

②水・日・祝日 その他夏期、冬期休暇

備考：他大学出身者で構わない。セミナー、講習会費用支援あり。マイクロ 5 台。ＣＴ保有。最先端施設を
用いてスキルアップ可。
61、
医療法人社団 雅会 かめだデンタルクリニック
・求人情報 No115
新潟県新潟市江南区東船場
職種：歯科衛生士 正規職員１名・非常勤 2 名（午前・午後パート）
資格：歯科衛生士免許
給与：正規職員 21 万円 パート職員 時給 1,100 円
勤務時間：平日 9:00～18:30 土曜 9：00～18：30
>

パート職員 9：00～13：00 1 名 14：30～19：00 1 名

H29.2.13 受付

休日:木・祝日 ※パート職員の勤務曜日は応相談。
備考：他大学出身で構わない。
62、求人情報 No117 歯科クリニック･スズキ

H29.3.10 受付

群馬県前橋市
歯科医師
職種：歯科医師 1 名 正規職員・常勤職員
資格：歯科医師免許
給与：歯科医師 （2 年以上） 30 万円～ （4 年以上） 40 万円～
勤務時間：平日 9:00～19:30 土曜 9：00～17：30
休日:火曜・日曜・祝日（祝日のある週の火曜は診療）
備考：他大学出身者で構わない。丁寧な治療を心がけており、診療技術やコミュニケーション力を
習得したい先生歓迎します。希望者には、きれいな住居用マンション（4ＬＤＫ）の用意があります。
歯科衛生士
職種：歯科衛生士 1 名 常勤職員・非常勤・パート職員
資格：歯科衛生士免許
給与：歯科衛生士 時給 1,250 円～1,600 円
勤務時間：平日 9:00～19:30 土曜 9：00～17：30
休日:火曜・日曜・祝日（祝日のある週の火曜は診療）
備考：他大学出身者で構わない。患者さんとのコミュニケーションを大切にし、丁寧な治療を心がけて
います。群馬県外から引越される方は引越手当支給致します。
63、求人情報 No115 医療法人社団 わがた歯科医院

H29.2.27 受付 H29.3.13 更新 H29.3.21 更新

新潟県南魚沼市六日町
職種：歯科医師 1 名 正規職員・常勤職員
資格：歯科医師免許
給与：臨床経験 2 年以上

55.5～102 万円 （勤務成績に応じて）

臨床経験 1～2 年未満 47.5～60.5 万円 （勤務成績に応じて）
臨床経験 1 年未満

42～47.5 万円

（勤務成績に応じて）

勤務時間：平日 8：50～19：15 土曜 8：50～18：15
休日:完全週休 2 日制、日、祝 有給休暇あり
備考：他大学出身者で構わない。 臨床経験 2 年以上の先生を優遇いたします。
勤続 3 年以上で退職金支給対象となります。
64、求人情報 No119 医療法人 谷屋 谷家歯科

H29.3.30 受付

山形県鶴岡市日吉町
職種：歯科医師 1 名 正規職員・非常勤、パート職員
資格：歯科医師免許
給与：正規職員 50～80 万円 非常勤 30 万円～40 万円
勤務時間：平日 8：30～18:30
休日:土曜・日曜・祝日
備考：他大学出身者で構わない。

65、求人情報 No51 まもる歯科

H24.6.26 受付

H29.5.2 更新

新潟県佐渡市相川羽田町
職種：正社員歯科衛生士 1 名 パート衛生士 1 名
資格：歯科衛生士免許
給与：正規職員 18 万円～

パート 時給 1,300 円～

勤務時間：平日 8：30～18:00 土曜 8：30～16：30
休日:日・祝・その他 1 日（完全週休 2 日制）
備考：他大学出身者で構わない。教育カリキュラム整備し、しっかり成長できます。
メンテナンス、訪問診療、口腔ケアなど、地域医療に貢献できます。仲の良い職場です。
66、求人情報 No68 まもる歯科

H25.4.24 受付

H29.5.2 更新

新潟県佐渡市相川羽田町
職種：常勤歯科医師、非常勤医師 1 名
資格：歯科医師免許
給与：30 万円～
勤務時間：平日 8：30～18:00 土曜 8：30～16：30
休日:勤務日はフレキシブルに相談に応じます。
備考：他大学出身者で構わない。勤務日、勤務時間など、短時間からフレキシブルに相談に
応じます。来島交通費支給します。およそ卒後 10 年目までの若手の先生を希望しています。
一般的な歯科診療だけでなく、訪問診療やインプラントなどに幅広く取り組んでいます。
>
67、求人情報 No98

いぶき歯科クリニック

H28.1.25 受付

H29.5.8 更新

群馬県高崎市柴崎町
職種：正社員 歯科医師 1 名
資格：歯科医師免許
給与：30 万円～（経験に応じで相談）
勤務時間：平日 8：25～18:30 土曜 8：25～18：00
休日:完全週休二日制（基本

日曜・金曜）

備考：他大学出身者で構わない。歯科医療を通じて、輝ける自分自身の魅力に気づいて
ください。そして一緒にそれを社会貢献につなげて行きましょう。全力でサポートします。
68、求人情報 No111 医療法人 英成会 神谷ファミリー歯科

H28.11.7 受付 H29.5.10 更新

愛知県岡崎市伊賀町
職種：正規職員歯科医師 若干名
資格：歯科医師免許
給与：35 万円以上
勤務時間：平日 8：30～18:15 土曜 8：30～17：00
休日:木・日・祝日（土曜休みの時は、木曜診療）
備考：他大学出身者で構わない。日本インプラント協会専門医取得可能。引越しの場合、住宅手当
30,000 円支給。

69、求人情報 No113 （医）ブライトティース ハートデンタルクリニック

H28.1.30 受付

H29.5.15 更新

神奈川県川崎市
職種：正規職員 常勤職員 非常勤職員
歯科医師 2 名 歯科衛生士

2名

資格：歯科医師免許、歯科衛生士免許
給与：歯科医師 32 万円 歯科衛生士 25 万円
勤務時間：平日 10：00～20：00 土曜 9：00～18：30
休日:日曜・金曜
備考：他大学出身者で構わない。歯科医師は歩合制あり。歯科衛生士は 8 時間勤務。経験者優遇。
70、求人情報 No114 なかの歯科クリニック

H28.1.31 受付

H29.5.2 更新

東京都江戸川区西葛西
職種：常勤職員 非常勤職員

歯科医師 1 名

資格：歯科医師免許
給与：歯科医師 40 万円
勤務時間：平日 10：00～20：00 土曜 10：00～17：00
休日:木・日・祝
備考：他大学出身者で構わない。
71、求人情報 No122 医療法人社団 吉田歯科医院 よしだファミリー歯科

H29.7.28 受付

新潟市江南区天野
職種：歯科医師 1 名 正規職員
資格：歯科医師免許
給与：基本給 300,000 円～（要相談。経験に応じて優遇します。）
勤務時間：平日 8:00～18:30 水曜 8：00～18：00
休日:木・日・祝日（祝日のある週は木曜も診療します）
備考：他大学出身者で構わない。Ｈ30.1 月からは、毎日 18 時終了予定。
ＣＴ、セレック、エルビウムＹＡＧレーザー完備。セミナー講習会
費用負担あり。是非ＨＰをご覧いただきお気軽にご連絡ください。
72、求人情報 No113 （医）ブライトティース ハートデンタルクリニック

H28.1.30 受付 H28.1.30 更新

H29.8.3 更新
神奈川県川崎市高津区下作延
職種：歯科医師 2 名 歯科衛生士 2 名 正規職員・常勤職員・非常勤
資格：歯科医師免許、歯科衛生士免許
給与：歯科医師 35 万円（歩合給あり） 歯科衛生士 25 万円
勤務時間：平日 10:00～20:00 土曜 9：00～18：30
休日:金曜日・日曜日
備考：他大学出身者で構わない。歯科医師は歩合制あり。歯科衛生士は 8 時間勤務。経験者優遇。
73、求人情報 No90 野田歯科医院
群馬県沼田市白沢町

H24.3.23 受付 H29.7.28 更新

職種：歯科医師 1 名 非常勤パート
資格：歯科医師免許
給与：日給 3 万～5 万円（交通費含む）
勤務時間：平日 9:00～19:30 土曜 9：00～18：30 （週 1 回水曜日のみ勤務）
備考：他大学出身者で構わない。若手歯科医師で将来独立を考えている方、支援します。
74、求人情報 No45 野田歯科医院

H24.3.23 受付 H29.7.28 更新

群馬県沼田市白沢町
職種：歯科医師 1 名 正規職員
資格：歯科医師免許
給与：30 万円～
勤務時間：平日 9:00～19:30 土曜 9：00～18：30
休日:水曜午後・日・祝日
備考：他大学出身者で構わない。若手歯科医師で将来独立を考えている方、支援します。
75、求人情報 No26 松井歯科医院

H22.10.13 受付 H29.8.1.更新

愛知県豊橋市野依台
職種：歯科医師 1 名 正規職員・常勤職員
資格：歯科医師免許
勤務時間：平日 8：40～19:30 土曜 8：40～17：30
休日:木・日・祝日
備考：他大学出身者で構わない。当院は患者様の歯の健康を管理する予防を
重視した医院です。詳しくはＨＰをご参照ください。予防歯科、矯正歯科、
口腔外科など得意なものをお持ちの先生は歓迎します。女性歯科医師も歓迎します。
76、求人情報 No123 医療法人 なかじま歯科クリニック

H29.11.13 受付

群馬県前橋市荒牧町
職種：歯科医師 1 名 正規職員
資格：歯科医師免許
給与：基本給 400,000 円（臨床経験 1 年以上）
勤務時間：平日 8：40～19：00 土曜 8：40～17：15
休日:日曜・祝日・木曜日
備考：他大学出身者で構わない。やる気があり、医院のビジョンに賛同できる方を望みます。
小児歯科・矯正に興味がある（できれば）女性歯科医師が希望です。
審美歯科・ホワイトニングに関心があればなお良いです。
77、求人情報 No124 みるく歯科クリニック

H29.11.13 受付

新潟県新潟市東区有楽
職種：歯科医師 1 名 非常勤・パート職員
資格：歯科医師免許
給与：基本給 時給 3,000 円～5,000 円
勤務時間：平日 9：30～12：30/14：30～19：30 土曜 14：00～17：00

（上記平日・土曜の各時間帯のうち、半日を週 2～3 回程度）
休日:日曜・祝日
備考：できれは新潟大学出身者を希望。週に半日を２～３回代診できる方。曜日は相談に応じます。
78、求人情報 No125 医療法人社団 山田歯科クリニック

H29.11.17 受付

新潟県長岡市土合
職種：歯科医師 1 名 正規職員
資格：歯科医師免許
給与：40 万円
勤務時間：平日 9:00～19：00 土曜 9：00～13：00
休日:日曜・祝日・月に 1 日土曜日・夏季・正月各 5 日
備考：他大学出身者で構わない。オールセラミック（セレック）治療をメインに
予防歯科にも力を入れています。若手本学卒業生も勤務しています。
実績に応じて年収 1,000 万円以上可能です。非喫煙者を希望します。
女性医師も歓迎します。
79、求人情報 No59 医療法人社団 わがた歯科医院

H27.11.16 受付 平成 29 年 11 月 16 日更新

新潟県南魚沼市六日町
職種：歯科医師 1 名 正規職員・常勤職員
資格：歯科医師免許
給与：臨床経験 3 年以上 65～96 万円

1 年～3 年以下 55～65 万円 1 年以下

46～51.5 万円

勤務時間：平日 8：50～19：15 土曜 8：50～18：15
休日:完全週休 2 日制・日曜・祝日 有給休暇あり
備考：他大学出身者で構わない。臨床経験 2 年以上の先生を優遇致します。勤続 3 年以上で
退職金支給対象となります。
80、求人情報 No69 医療法人社団 わがた歯科医院

H27.11.16 受付

平成 29 年 11 月 16 日更新

新潟県南魚沼市六日町
職種：歯科医師 1 名 非常勤・パート職員
資格：歯科医師免許
給与：臨床経験 1 年以上 時給 2,800 円～ 3 年以上時給 3,100 円～ 5 年以上時給 3,400 円～
勤務時間：平日 8：50～18：50 土曜 8：50～17：50
休日:完全週休 2 日制・日曜・祝日
備考：他大学出身者で構わない。
新潟大学歯学部同窓会からの求職情報
１、求職情報17(新着）
職種：歯科医師
勤務希望地：新潟県・群馬県
臨床経験：有 臨床経験2年以上
新潟大学歯学部同窓会からの歯科診療所賃貸情報

１、

歯科医院賃貸情報

所在地：新潟県村上市
賃貸条件：賃料 30 万円/月、敷金 150 万円
備考：他大学出身者でも構いません。
２、

歯科医院賃貸情報

所在地：新潟県小千谷市
賃貸条件：賃料 36 万円/月、管理費 1 万円、権利金 100 万円、保証金 100 万円
備考：他大学出身者でも構いません。
３、

歯科医院賃貸情報

所在地：新潟県新潟市
賃貸条件：賃料 20 万円/月、敷金 40 万円、町内費 200 円
備考：他大学出身者でも構いません。
４、

歯科医院賃貸情報

所在地：新潟市
賃貸条件：賃料２５万円/月

保証金２５０万円

備考：他大学出身者でもかまいません。
味方小学校・中学校前
５、

歯科医院承継（賃貸）情報№10 Ｈ26.3.11 受付
所在地：新発田市
土地面積：120 坪
ユニット 3 台、パノラマレントゲン１台
院長 64 歳急病の為、本年 3 月から休業。

６、歯科医院承継（賃貸）情報

NO.12 マリナイースト歯科医院 H28.1.28 受付

所在地：千葉県浦安市
床面積：101.31 ㎡
建物：コンクリート 2 階建
賃料:40～45 万円
その他：他大学出身者で構わない。ユニット 3 台、駐車場１台、近くに大型駐車場有。
賃貸条件につきましては相談の上。
＜急募＞
7、歯科医院承継（賃貸）情報№14

平成 28 年 8 月 29 日受付

名称：佐藤歯科医院
所在地：新潟県胎内市
床面積：59 坪
建物：鉄骨作り

木造/セメント瓦・亜鉛メッキ鋼板

賃料：1 階 15 万円

2階

5 万円

葺

設備：駐車場 5 台、ユニット 3 台(2 台は新品）
、オートクレーブ、自動練和機、
電気メス、デンタルレントゲン、パノラマレントゲン、飲用水は築地簡易水道を
使用していますので、月 5,000 円程度で済みます。
その他：他大学出身者で構わない。1 階診療所と 2 階住居と上下一緒に借りてくだされば
一番いいです。
8、歯科医院承継（賃貸）情報№15 かわべ歯科医院

Ｈ28.12.8 受付

所在地：新潟市西区
床面積：133.15 ㎡
建物：木造/亜鉛メッキ鋼板葺

2 階建

賃料：270,000 円、敷金 750,000 円、管理費 13,500 円
設備：駐車場 6 台、ユニット 4 台、パノラマレントゲンあり。
その他：什器設備等一式希望譲渡額 200 万円
9、歯科医院承継（売却）情報№9

H29.10.25 受付

所在：新潟県長岡市
土地面積：202.44 平方メートル（61.2 坪）
建物：鉄筋コンクリート 2 階建
歯科設備：ユニット 5 台、パノラマレントゲン 1 台。
希望条件：他大学出身でも構わない。詳細は相談にて。
新潟大学歯学部同窓会からの医院継承（売却）情報
１、歯科医院承継（売却）情報№４

Ｈ25.9.12 受付

所在地：新潟市
土地面積：571.42 平方メートル
建物：木造２階建
ユニット 2 台、パノラマレントゲン１台
２、歯科医院承継（売却）情報№5

Ｈ25.9.12 受付

所在地：新潟市
土地面積：261.0 平方メートル
建物：木造 1 階建
ユニット 2 台、パノラマレントゲン１台、開設後８年、
レントゲンはデジタル方式。味方小・中学校前。
３、歯科医院承継（売却）情報№6

Ｈ25.9.12 受付

所在地：村上市
土地面積：485.32 平方メートル
建物：木造２階建
ユニット 3 台、レントゲン等設置可能。診療所は築後 9 年程
４、歯科医院承継（売却）情報Ｎ.6 Ｈ26.2.6 受付

所在地：新潟県村上市
土地面積：485.32 平方メートル
建物：木造２階建
5、 歯科医院承継（売却）情報№7 Ｈ26.3.11 受付
所在地：新発田市
土地面積：120 坪
ユニット 3 台、パノラマレントゲン１台
院長 64 歳急病の為、本年 3 月から休業。
6、歯科医院承継（売却）情報№8

H27.8.17 受付

所在地：新潟市中央区
土地面積：89.25 平方メートル
建物：鉄筋コンクリート 4 階建
ユニット 4 台、パノラマレントゲ 1 台。行形亭近く。解体更地渡し可。

7、歯科医院承継（賃貸）情報№11

Ｈ27.9.10 受付

Ｈ27.10.1 更新

所在地：新潟県小千谷市
ユニット 4 台、パノラマレントゲン１台、レントゲン１台
コンプレッサー、バキューム、オートクレーブ、ⓟ７台
備考：他大学出身者でも構わない。条件応談
土地面積：134 ㎡
8、歯科医院承継（賃貸）情報№12
所在地：千葉県浦安市

Ｈ28.1.27 受付

Ｈ28.5.23 更新

マリナイースト歯科医院

床面積：101.31 ㎡
建物：鉄筋コンクリート 2 階建て
賃料 30～35 万円
その他：他大学出身者で構わない。ユニット 3 台、駐車場 1 台有。近くに大型駐車場あり。
賃貸条件につきましては相談の上。
9、歯科医院承継（賃貸）情報ＮＯ, 13

Ｈ28.6.2 受付

所在地：新潟県村上市
賃料：１８．５万円(応相談）

敷金２ケ月

建物：木造２階建
その他：他大学出身者でも構わない。歯科機械等は買収、賃貸両方可。
条件、応談です。

10、歯科医院承継（賃貸）情報

№16

所在地：新潟県新潟市 豊栄駅前
土地面積：103 ㎡
賃料：28 万円 保証金：100 万円

平成 29 年 5 月 26 日受付

建物：木造 2 階建 医院は 1 階全面部分
ユニット 3 台、パノラマ 1 台

レントゲン 1 台、技工室有、コンプレッサー有、バキューム有

その他：レントゲンがデジタル式である。診察室 2007 年大改装。設備 2007 年全更新。

鹿児島大学歯学部同窓会からの求人情報
１、住所 宮崎市高岡町 代理院長募集
詳細は 木田歯科医院 ＴＥＬ 0985-47-3414
鹿児島大学歯学部同窓会からの歯科医院継承（賃貸）情報
１、所在地：大分県大分市中央町（JR大分駅近く）
床面積： 143.16

㎡ （４３．３坪）

建物：4階建の2階部分
賃料 :

２８ 万円

その他：他大学出身者で構わない。ユニット 4 台、近くに大型駐車場有。
院長（理事長）が総合病院口腔外科に赴任するため、継承を希望。条件等は相談の上。
電話番号：097-536-1166
長崎大学歯学部同窓会からの求人情報
１、福岡県福岡市早良区高取２－１８－６－２F
DENTAL TANAKA
歯科医師、男性に限る
連絡先 dousoukai@ml.nagasaki-u.ac.jp

広島大学歯学部同窓会からの歯科診療所賃貸情報
１、所在地 滋賀県東近江市
敷地１５０坪 １階診療室４０坪、駐車場有、築１７年
詳細は広島大学歯学部同窓会事務局 寺田まで
tel/fax:(082)257-5799
e-mail:shigakubudousoukai@hiroshima-u.ac.jp
九州歯科大学同窓会からの求人情報
１、桑原歯科医院

（ 九州歯科大学 協力型臨床研修施設 ）

桑原孝史 （ 九州歯科大学 1981 年卒業 ）
TEL

0544-23-7377

メール・アドレス ta-kuwan@uv.tnc.ne.jp
住所 〒418-0005 静岡県富士宮市宮原 385-1
職種：歯科医師(1 名)
（平成 25 年 1 月 8 日）
２、パール歯科（平成２５年７月２９日更新）
住所 〒697-0024 島根県浜田市黒川町４２２９－３
院長 佐々木良二（九州歯科大学卒業）

TEL 0855-25-8241
人事担当者氏名 川原直哉
職種：歯科医師（１名）
基本給：３０万円
賞与 年２回 年額９０万円
九州大学歯学部同窓会からの求人情報
１．医療法人 熊本幸良会 けやき通り歯科・矯正歯科
科

目：歯科 矯正歯科 小児歯科

職

種：歯科医師 正規職員 １名 アルバイト１名

（平成２７年４月より入社予定 勤務開始時期は応相談）
資

格：歯科医師免許

特

徴：小児の患者が多く、予防中心の家族単位での来院が多いにぎやかな歯科医院。矯正認定医によ

る呼吸を大事にした早期からの矯正に力を入れている。
設

備：CT、セファロ、パノラマ、デジタルレントゲン、カウンセリングルーム３

部屋、歯科用ユニット１１台
給

与：経験や実績に応じて応相談

通勤費：１５，０００円まで
※研修費用半額まで負担
勤務時間：平日９：００～１８：３０（日、祝祭日木曜休診）
土曜９：００～１７：３０
住

所：熊本市南区田迎 2-18-12

電

話：096-379-9295 担当 高本奈美 見学随時（見学時旅費支給制度あり）

２．医院名：くぼ歯科医院
勤務先住所：熊本県球磨郡湯前町字下牧原 977 番地
勤務時間：９：００～１８：００（土曜日９：００～１３：００）
休日：日祭日
給与：月給 70 万円
備考：２～３ヶ月勤務できる方
東北大学歯学部同窓会からの求人情報
１、 昭和村国民健康保険診療所
募集理由；現職歯科医師が、新規開業に伴い来年 3 月をもって退職するため
場所：福島県大沼郡昭和村大字小中津川
職種：歯科医師 雇用形態：嘱託医
資格：歯科医師免許
年齢制限：年齢不問
給与：業務委託料 年額 12,000,000 円
勤務時間：9：00～17：15（休息 60 分）
休日：週休 2 日制 土・日・祝 年末年始
夏季休暇(3 日) 年休 20 日

診療所設備：診察台 3 台、歯科用レントゲン 1 台、パノラマレントゲン 1 台
備考：
他大学出身で構わない。
住宅は無償貸与(診療所から徒歩 1 分、光熱水費・燃料代・通信費は自己負担、但し基本料は
村が負担)。
村営で村唯一の診療所であり、僻地診療を支援する意味でも極めて公共性、社会性の高い求
人です。
歯科医師会に加入（入会金、年会費は診療所負担）

