
求む、院長の右腕
オフィスマネージャー（COO候補）募集



CONCEPT
なりたい自分になるために
もっと成長したい

もっと誰かのために力を発揮したい
一度、社会人として働いて、本当になりたい自分が見つかった

でも理想の自分には、まだなれていない

だからもっと学びたい、もっと成長したい



そしていつかは経営にチャレンジしたい

そんなあなたに私たちは成長チャンスを提供します

思う存分、挑戦してください

思う存分、羽ばたいてください

そして私たちと一緒に地域一番を目指していきましょう

私たちの経営にはあなたが必要です

あなたのチャレンジをお待ちしています



CEO
Massage
人生を幸せに

生きるための

スキルアップを



こんにちは。はかたの森歯科こども歯科の院長の長です。 

 
あなたはどのような毎日を過ごしているでしょうか？

ただ毎日を過ごしていては、繰り返しの作業になり、 
最高の仕事・人生にはなりません。 

 
単調な繰り返しの毎日は

つまらない時間を過ごすだけになってしまいます。 



それよりも

「今日はこんなことができるようになった！」

と成長を実感したり

 
「次はこれができるようになりたい！」と
新たな目標を見つけることができた方が

楽しいと思いませんか？ 

 
私は、勤務医時代に、非常に良い歯科医院で働くことが
できたため、本当に成長することができました。 



そして当院では全てのスタッフが目標や夢を持ち 
楽しみながら仕事をすることを心掛けています。  

是非あなたにも同じように、良い職場で働き、
 

成長する経験をして欲しいという想いで、
チームのメンバーを募集しています。 

 
私たちと一緒に、成長や毎日の仕事を楽しみ、 

人生を幸せに生きるためのスキルアップをしましょう！

はかたの森歯科こども歯科　院長　長 繁生



身に付く10のスキル

経営の最先端で活躍できる
ビジネスパーソンに



01  課題設定スキル
院長はどのようなことに困っているのか、
その問題を原因から解消するためにはどの
ようにしていけば良いのか？と本質的に考
えるスキルは、全ての経営戦略の土台とな
ります。

02  企画立案～業務遂行スキル
課題に対してどのように打ち手を講じる
のか。課題突破のための戦略立案と、実行
策を成果に繋げる遂行スキル。この過程で
身に付く力は組織の成長を加速させます。



03  マーケティングスキル
実行に移すにあたり、経営の基盤を作る
マーケティング能力は必須。経営者の理想
を実現するために、どのようなマーケティ
ング戦略を実行するかがカギとなります。

04  マネジメントスキル
医院を成長させるためにもスタッフのマネ
ジメントは欠かせません。スタッフとの関
係性を構築し、医院をより良く導くことが
できれば、組織活性化に繋がります。



05 プレゼンテーションスキル
経営者である院長への提案、お取引先に対
する提案、採用候補者に対しての説明な
ど、
様々シーンでプレゼンスキルが生かされま
す。相手の心を掴むための発信を行うこと
により、医院経営の向上につながります。

06  チームワーク
何と言っても医院経営にチームワークは欠
かせません。各セクションに対して包括的
に関わるポジションだからこそ、全体の協
調性を高めチーム力の向上につながるはた
らきかけが重要です。



07 チャレンジ精神
主体的に物事を考え、自分自身のアクショ
ンを起こすことによって成果を生み出すこ
とができるようになります。変化をおそれ
ず積極的にチャレンジするマインドが養わ
れていきます。

08  論理的思考
何事もただ実行するだけでなく、論理的に
現状を俯瞰しながら推進していくことが求
められます。医院経営の課題を埋めるため
には何が必要なのか、論理的に考察しなが
ら物事の本質を正しく見極めていきます。



09 柔軟性・探求心
時に発生するトラブルにおいても、臨機応
変に対応することが求められます。クオリ
ティを高めるためにはどのようにしていけ
ば良いのか、という探求心も鍛えられま
す。

10 経営者視点
院長の右腕として常に経営に携わることに
より、経営者視点が身に付きます。経営数
値の分析や戦略の策定・実行、採用や資金
調達など、経営における全般を担いますの
で、圧倒的なビジネス力が身に付きます。



入社後の成長イメージ

Career Step



YEAR１

新人（入社～半年）
経営企画のイロハとなる知識を集中的に学び、
歯科医院経営のフレームワークを吸収。

ビジネスパーソンとしての基礎を身に付け
経営企画の基本を身に付けていきます。



新人としての基礎を学ぶ時期。配属されたら「新人一人前パッ
ク」という、経営企画職として一人立ちするために必要なスキ
ルを学ぶためのパッケージで、上司や先輩によるOJTを行って
いきます。

また、同時並行で医院研修も実施。基本的なビジネスマナー研
修からはじまり、歯科業界の現状や医院理解を深めるための研
修、マーケティングの基礎を学ぶための研修など、充実した研
修を通して、基礎的な知識を増やします。

▪成長ポイント
・医院の顔として、挨拶・身だしなみ・適切な話し方ができる
・自らの目標達成に向け、日々意識的に行動することができる
・院長や医院のスタッフとコミュニケーションを円滑に取ることができる
・担当業務の流れを覚え、一通りの仕事を進めることができる



半年～1年
医院や担当領域への理解が深まり、一人前のビジネスパー
ソンになるために本格的にスタート。マーケット情報や先
進的な経営手法に触れながら、実践の舞台で成長していき
ます。

成長ポイント
・ヒアリング力と対応力を磨き、関係者との信頼関係を構築できる
・必要なマーケット情報、経営事例などの知識が身についている
・チーム内での役割を果たしながら、自身の目標に対しても計画・遂行できる



YEAR２
担当セクションや業界についての見識と
専門性を深めることで、医院の課題に対
して効果的な解決策を提案できるように
なります。

自分の仕事だけでなく、周りへのサポー
トなどもこなし、リーディングプレイ
ヤーを目指していきます。



医院課題に対して適切な解決策の提案・実行、推進さ
せているプロジェクトの管理、チーム内での連携な
ど、様々な場面で力を発揮していきます。

自分自身の目標達成に加え、チーム全体の目標達成を
するために、各セクションのリーダー達とミーティン
グやディスカッションを行いながら、生産性が高まる
仕組作りを行っていきます。

成長ポイント
・どのような課題に対しても適切で生産性の高い提案ができる
・チーム内での自分の役割を拡大し、育成や成功事例の創出に貢献できる
・全体へのフォローを行うことで、組織の成長を加速することができる



YEAR３

より高い視点で、患者様や後輩社員を牽引する存在として
マーケットやグループに対して介在価値を発揮。

当院の対外的な価値を高めていくためのブランディングに
も取り組みながら、経営の中核を担っていきます。



院長・副院長・チーフマネージャーと連携しながら、
医院経営の年間戦略を策定。

販管費のコントロール、スタッフモチベーションUP
の仕組作りや、採用・集患マーケティングなど、様々
なプロジェクトの責任者として実行プロセスの管理を
行います。

ビジネスにおける突破力を身に付け、経営者である
院長の右腕として内外で幅広く活躍していきます。

成長ポイント
・経営理念の浸透のために、献身的にベストを尽くすことができる
・経営利益など全体の予算管理を行い、業績を向上させることができる
・TOPビジネスパーソンとして影響力を持ち、他社に貢献できる



1日の流れ

オフィスマネージャーの仕事



8:30　出勤
出勤したらチーム全体で朝礼を実施。
1日の流れを確認しつつ、優先順位を　
つけていきます。事前準備により何事
もスムーズに進むため、朝の時間は重
要です。

9:00　業務スタート
書類やメールのチェックを行いつつ、優先
順位の高い仕事から着手していきます。
業者の見積もり確認・広告出稿・現場のリー
ダーとの面談など多岐に渡ります。



12:30　ランチ休憩
ランチ休憩は２時間。ゆっくりランチを食
べてもリフレッシュ。余った時間で自分の
ビジネススキルを磨くための勉強をして
も、仮眠を取ってもOK。有意義に休憩時
間を過ごすことができます。

14：30　午後の仕事
プロジェクトの状況により、ミーティング
や業者の方との打ち合わせが入ることも。
双方の提案をしっかりと見極めながら、最
適な対応策を決定して、実行プロセスに移
します。



19:30　終了
スピーディーにプロジェクトを遂行するた
めにも院長への提案書・報告書をまとめ
て、提出します。 1日の仕事をまとめつ
つ、明日の準備を行い、１日の業務を終了
します。

19：45　終礼
本日の仕事を振り返りながら、全体の改善
点を共有し合います。常に成長・向上を意
識しながら仕事に取り組むことで、より良
い成果を出せるようになります。



募集要項



募集職種
仕事内容
求人数
給与

賞与・昇給
勤務時間
休日

その他休日
福利厚生
交通費

求めるスキル
求める経験

求める人物像

オフィスマネージャー（COO候補）正社員
経営に関する業務全般
１～２名予定
30万～実績評価による
賞与：年２回　昇給：年１回
9:00～19:30（休憩13:00～15:00）
日・祝／４週８休制
年末年始・お盆休み・有給休暇 年10日～
歯科医師国保・厚生年金・雇用保険・労災保険
月額上限１万円
ワード・エクセル・パワポ
スタッフマネジメント経験、渉外交渉、人事関連
何事も主体的に考え動ける方、正確に業務をこなせる
方、社会人マナーを備えている方、ポジティブで何事
にも挑戦できる方、責任感のある方、他人のために貢
献できる方、決まりやルールを守ることができる方等



社会保険完備
歯科医師国保・厚生年金・雇用保険・
労災保険も完備しており、安心して
働くことができます。

賞与・昇給
賞与は年２回、昇給は年１回の実績があり
ます。また、明確な人事評価制度も整って
おり、何をどれくらい頑張ればランクアッ
プできるかも明確です。



講習会補助費
ビジネスパーソンとしてレベルアップして
くためにも、学びを続けることは必須。当
院ではやる気がある人には、講習会・勉強
会費の補助を行っております。

報奨金制度
しっかりと実績を出し、目標達成していく
と、医院が発展するもの。医院の発展に貢
献する向上心のあるスタッフには頑張った
分はしっかりと還元！



社内旅行
ビジネスの現場で頑張ることも、ゆっくり
休んでリフレッシュすることも、充実した
人生のためにはどちらも必要です。当院で
は、チームワークを深めるためにも、毎年
社内旅行（海外）に行っております。

家賃補助制度
社内規定により該当する方には家賃補助も
行っております。スタッフが安心して働け
る環境作りにも積極的に取り組んでいま
す。



Company
Information



診療時間 月 火 水 木 金 土

9:00～12:30 ● ● ● ● ● ●
14:30～19:30 ● ● ● ● ● ●
休診日 日・祝


