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1965   松浦⻭科医院�開院（船宮）

1971   松浦⻭科医院�移転（⽶屋町）

1991   松浦明⻭科医院�開院

1998   松浦明⻭科医院より、

     �

医療法⼈まつうら⻭科クリニック（伊万⾥）開院

まつうら⻭科クリニック（武雄）を法⼈化

まつうら⻭科クリニック�訪問診療部設⽴

事務局設⽴

開業100周年

医療法⼈�松栄会�まつうら⻭科へ名称変更

太宰府医院�開院

The�History�of�Matsuura�Dental�Clinic

松浦⻭科医院を⻄唐津にて開院1921

松浦⻭科医院より、

医療法⼈まつうら⻭科クリニック（唐津）へ

名称変更・移転

2004

2013

2020

2021

まつうら⻭科クリニック（武雄）へ名称変更・移転

2022



メンバーへ�
定期的なカウンセリングと
専⾨的なアドバイスで
⼈⽣の再設計を⼿伝う

�
�

�

100年続くまつうら⻭科だからできること

⻭科医師になるための学⽣⽣活は⼤変なことがたくさんあったと思います。臨床実習や、国家試験勉強など、
本当にお疲れ様でした。そして、⻭科医師という道を選んでくださってありがとうございます。どのような
⻭科医師になりたいか、まだ明確でない⽅は多いと思います。興味を持っている分野でも、実際に働いてみると
「こんなはずじゃなかった…」と思うこともあるかもしれません。最新の機器を揃えた診療環境で、⾃分の好き
なこと、もっと学びたい事を⾒つけ、いろんな⻭科医師の業務を楽しんでもらえたらと思っています。
100年続く当院で、学術・経営・教育などたくさんのシステムを吸収し、
⾃分たちの明るい未来をつくってください。皆さんと⼀緒に診療できることを楽しみにしています。

医療法⼈松栄会�まつうら⻭科�理事⻑

松�浦��明

【経歴】
1989�年�福岡⻭科⼤学�卒業
1991�年�松浦明⻭科医院�開院
�

【⻭科医師会・資格・役職】
⽇本⻭科医師会会員、佐賀県⻭科医師会会員、武雄・杵島地区⻭科医師会
会員�厚⽣労働省認定研修指導医

【所属学会・研究所】
⽇本⼝腔インプラント学会会員、ICOI(国際⼝腔インプラント学会)会員
ICOI�Fellowship認定医
⽇本臨床⻭科学会（SJCD）福岡⽀部⻑、⽇本顎咬合学会会員、⽇本臨床
⻭科CAD/CAM学会（JSCAD）会員

医療法⼈松栄会 理念

2020�年�医療法⼈松栄会 理事⻑�就任

患者様へ
予知性の⾼い治療をする

�
メンバーへ

予知性の⾼い⼈⽣を設計する

�
�

患者様へ
患者様とその家族を
⼼⾝ともに満たす

�

メンバーへ�
メンバーとその家族を
物⼼ともに満たす

患者様へ
定期的なメンテナンスと
プロフェッショナルケアで

患者様の⼝腔内を再治療から守る

治す
Cure

満たす
Satisfy

守る
Protect



私は、患者さんのため、病院のためになることは、�
まわりまわって⾃分のためになることを知っています

私は、業務について、イヤイヤ取り組むよりも、
⾃発的に進んでやった⽅が軽やかで楽しいことを知っています

私は、誰かに訂正して欲しいことがあった時は、うわさ話に
せず、本⼈、あるいは責任者に直接しっかり伝えます

私は、何らかのトラブルが発⽣した時に、「誰のせいか」
ではなく「どうやって防ぐか」を仲間と考えます

私は、⾃分が獲得してきた、役⽴つ知識やテクニックを隠さず
に後輩や、他職種の⽅にも伝授し、貢献していきます

⼀⼈で抱え込んでいることに気付いた時は、遠慮せずに
パートナーシップのもと、先輩・同僚に相談します

「こうであるはず、こうに決まってる」と感じてしまった時
は、「本当にそうかな？」「違うこともあるかも？」と考察し
ます

私は、明⽇以降の業務がスムーズに⾏えるように、今⽇できる
ことがあれば、残業にならない範囲で、選択して取り組みます

医療法⼈松栄会の道徳



医療法⼈松栄会まつうら⻭科�各医院紹介

唐津医院

伊万⾥医院

武雄医院

佐賀県唐津市町⽥1809

佐賀県伊万⾥市新天町464-5

佐賀県武雄市⼭内町⼤野7285-1

☎ 0955-72-6200

☎ 0955-20-4300

☎ 0954-45-5000

⽼若男⼥問わず来院されており、保険点数・⾃費の契約件数が
⼀番多いのが唐津医院です。メンバーの数も⼀番多く、
お互いをフォローしあってとても雰囲気の良いクリニックです。

３つのクリニックの中で⼀番新しく、とても清潔感があります。
保険診療・メンテナンス・⾃費診療のバランスがとれており、
成⻑できるクリニックとなっています。

メンテナンスの割合が⾼いクリニックですが、インプラントや
インビザライン矯正にも⼒を⼊れています。スタッフが協⼒
しあい、新しいことにも挑戦しているクリニックです。

太宰府医院新規オープン 福岡県太宰府市向佐野３丁⽬1-18
☎ 092-408-2929



診療環境の紹介
まつうら⻭科では、⾃分や家族にも受けさせたい治療をコンセプトに
常に最⾼の診療環境をスタッフにも患者様にも提供しております

医院・技⼯設備

最新機器も積極的に導⼊
まつうら⻭科では、IT化が進む⻭科業界において、常に患者様に
対しベストな診療ができるよう、最新の設備や診療ツールの導⼊も
積極的に⾏っています。

 ＣＴ
正確な⾻の形態を把握し、安
全で確実性のある治療が⾏え
ます。�インビザラインの診
断にも活躍しています。

  ＣＡＤ�/�ＣＡＭ
コンピュータを使って詰め物や被せ
物といった修復物を作製します。セ
ラミックを使うため、⾦属アレルギ
ーの⼼配もありません。

�

ミリングマシーン
MC�X5(sirona)

あらゆるシチュエーションでの
使⽤を想定した5軸加⼯とウェ
ット＆ドライ加⼯により、マテ
リアル特性を無理なく修復物に
反映させることが可能です。

�

スキャナー
inEoS�X5(sirona)

⾼い読み取り能⼒と５軸連結式アーム
で、模型をあらゆる⾓度からスキャンす
ることができるので、精度の⾼いクラウ
ン・インレーのスピーディなスキャニン
グが可能です。

�iTero�5D
Invisalign�Japan

被ばくゼロでのう蝕検査、クラウ
ンの印象や、インビザラインのス
キャン等これ⼀台で不可能だった
ことが可能に。当院での診療に⽋
かせない⼤切な機器です。

ピエゾサージェリー
インプラテックス

3次元超⾳波振動により、ボーンサージェリー、
⻭周外科、⻭内療法、および⽀台⻭マージンの形
成における硬組織の切削に使⽤するシステム。
軟組織を傷つけない特性と、⾻切りの設計におけ
る⾃由度が⾼いことが特徴です。

Erwin�AdvErL�EVO
MORITA

カリエス治療や⻭周ポケット内の
掻把など、⽣体組織の⽔分に反応
し、発熱がほとんどなく、周囲の
組織を傷つけずに処置をすること
が可能です。

複合ソフトウェア“DTXスタジオデザイン”を利⽤した
装置で、⻭科修復物のコンピュータ⽀援設計・製造
（CAD/CAM）に⽤いる機器であり、コンピュータに接
続して各種の⻭科修復物の模型及び技⼯フレームを光学
的にスキャニングする機器です。

KaVo�LS3スキャナー



当院が誇る技⼯部⾨

頼もしい技⼯チーム

当院には常勤３名⾮常勤１名の技⼯⼠が
在籍しています。常に診療チームとZOOMで
繋がっていますので、形成チェックや
細かい指⺬、注意点についても密に連絡を
取り合い、精度の⾼い技⼯物を作ることが
可能となっております。

インプラントOpe時に使⽤する
サージカルガイドも当院で作製しています

当院でのインプラントOpeは
全てガイドを使⽤しており、

その設計・作製もすべて院内で⾏います。

訪問診療部

⻭科チーム

⻭科治療

提携施設⼊居者の⽅に
⻭科検診を⾏っています

ひとり⼀⼈に合った必要な⻭科治療を
⾏うことで、咬合状態の改善に務めています

⼝腔ケア

お⼝の中を清潔に保つ為に、専⾨的な教育を
受けた衛⽣⼠が⼝腔ケアを⾏います
⼝腔内の細菌数を減らすことによって
誤嚥性肺炎・⼼臓病・糖尿病などの

リスクを減らします

保健師

介護チーム

ご家族の⽅との連携だけでなく、
医師・看護師・ケアマネジャー
など専⾨性の⾼い⽅々と話し合い
ながら、その⽅に合った形の
ケアを⾏うことで「⾷べる⼒」

をサポートしています



マニュアルとスター制度
⽅針をスタッフ全員で共有できるよう、全国２位を受賞したマニュアルを完備。
スター制度は年功序列評価ではなく、頑張るスタッフを評価するシステムです。

診療業務マニュアル

スタッフ全員で共有できるマニュアル
昔ながらの、先輩から「⾒て学ぶ」姿勢も⼤事ですが、 
教える⼈間によって指導⽅法が違っていたり、教えられる
側の解釈が間違ったままの状態でいたりすると、思わぬト
ラブルになりかねません。基本的な事柄は全てマニュアル
にわかりやすく書いてありますので、わからなくなった時
や迷った時にも、⽴ち⽌まり⾒返すことで、⾃信を持って
対応できるようになります。医院間やスタッフ間での意志
を統⼀し、それぞれの業務をスムーズに⾏うことにより、
働きやすい環境づくりにも役⽴っています。

マニュアルは電⼦化して
いますのでスマホやPCで
⾒ることが可能です

診療業務マニュアル⼀覧

試⽤期間マニュアル

就業規則マニュアル

⻭科医師マニュアル

⻭科衛⽣⼠マニュアル

⻭科助⼿マニュアル

⻭科受付マニュアル

正社員になる前段階として、
医院での過ごし⽅や専⾨⽤語
などの知識の定着を図るマニュアル

就業規則や福利厚⽣など
働く上での基本を確認する
マニュアル

治療⽅針や治療の流れなど、�
⻭科医師としての基本をおさえた
マニュアル。

オペの機械準備の⽅法や、
治療⽅法など⻭科衛⽣⼠に必要な
事項をまとめたマニュアル

専⾨⽤語、準備や補充、⽚付け、滅菌、
消毒、アシスト⽅法など、⻭科助⼿に
とって実践的な内容をまとめたマニュアル

接遇やお会計、アポイントの埋め⽅、
カルテ発⾏など、患者様対応に重点を
おいたマニュアル。

当院のマニュアルは「MID-G�マニュアル
作成コース2020」において第2位を受賞し、
MVPに選ばれました。引き続きアップデート
をしてシステムづくりにも⼒をいれてまいります。

※スター制度はエムズ⻭科クリニックと同じシステム



セミナー・資格取得⽀援制度
�

様々なセミナー参加、資格取得でスキルアップ！
�「もっと、⾃分を磨きたい！」

まつうら⻭科では、そんなあなたを精⼀杯バックアップするために、
セミナー参加・資格取得のための⽀援制度があります。
これは、セミナー参加や資格取得にかかる参加費や受験費⽤などの
⼀部または全額を法⼈が負担するという⽀援制度です。
まつうら⻭科に⼊ったら、ぜひこの制度を利⽤し
将来のキャリアパスにお役⽴てください！

�
医療法⼈ならではの豊富な症例数を活かし、全員が持ち
回りで症例発表も⾏っています。外部の学会やセミナー
で発表する際の練習の場というだけでなく、�ディスカ
ッションを通じて、頼りになる先輩ドクター達からも症
例や患者様に対する様々なアプローチの⽅法や⼿段が学
べるのも、⼤きな魅⼒の１つです。

ドクター勉強会で情報共有

⽉１回、ドクターが集まり理事⻑主催の勉強会を開催

めまぐるしく変化する⻭科業界においてどんな優れた素質を持っていても、
それを錬磨する努⼒や環境がなければ真価は発揮できません。
まつうら⻭科では、⻭科業界の最新情報や動向をいち早く学べるよう、外部の著名
な講師や⼤⼿⻭科メーカーの担当者を招いた講習会や、ドクター
勉強会を⽉に1度⾏っています。与えられた環境に満⾜するだけではなく、
更なる⾼みを⽬指し、「技術」「知識」「経験」をたくさん学んでください！

万全のキャリアサポート
勉強会や実習、資格⽀援に⾄るまで様々な⽅向から
ドクターをバックアップします。

デンタルシフティングコース
⽩⿃コース
茂野コース
⼩濱コース

セミナー実績（⼀部）

⽇本臨床⻭科学会（福岡SJCD）
⽇本⼝腔インプラント学会
厚⽣労働省認定研修指導医講習

その他多数

症例発表�&�ディスカッション



独⾃のステップアッププログラム

理事⻑である松浦明は、⽇本臨床⻭科学会（SJCD）福岡⽀部⻑
をしておりますので、独⾃のルートで各セミナーやコースなど
学べる環境がたくさんあります。

⽩⿃コース（当院オリジナルのコースです）

オッセオインテグレーションによるインプラント治療が開発されて
約50年、現在まで機械技術の進歩と共に多種多様なインプラント
が開発され、それに付随するようにインプラント周囲炎を含むイン
プラント治療によるトラブルが世間でも取りざたされるようになり
ました。インプラント治療を成功に導くためのアプローチとして、
硬組織、軟組織のマネージメントは必要不可⽋であり、そのことに
よって受ける恩恵は、⻑期安定という点において
患者側と術者側にとっても⼤きなメリットがあると考えられます。
��
本コースでは⽩⿃清⼈先⽣をお招きして、ライブオペを交え
ながら、インプラント治療における硬組織のマネージメントを
メインに、最先端の技術や使⽤材料などを織り交ぜたセミナーを
開催しています。BasicからAdvanceなことまで、
全10回で伝えて頂く予定となっております。
意図は参加者全員が確実に技術を⾝につけることとします。

講師：⽩⿃�清⼈�先⽣
�

1985年�東京⻭科⼤学卒業
1988年�⽩⿃⻭科医院�開業
2003年�⽩⿃⻭科インプラントセンター開業
2004年�東京⻭科⼤学⼤学院⻭学研究科(病理学)修了
現在 ⽩⿃⻭科インプラントセンター所⻑

昭和⼤学⻭学部顎⼝腔疾患制御外科学兼任講師
九州⼤学⼤学院⼝腔機能修復学講座クラウンブリッジ
補綴学分野⾮常勤講師
⽇本⼝腔インプラント学会専⾨医
静岡⼝腔インプラント研究会副会⻑
OJ(Osseointegration�study�club�of�Japan)常任
理事
国際先進学際⻭科学会理事
IPA(International�Piezosurgery�Academy)アクティ
ブメンバー、AOアクティブメンバー
クラブ22、九州インプラント研究会、デンタルコンセ
プト21、東京SJCD各スタディークラブ所属



先輩ドクターの紹介
まつうら⻭科で働く先輩⻭科医師からの熱いメッセ―ジです。
⼀緒に働けることを⼼からお待ちしています。

2014年�4⽉⼊社 權藤�亮⼆�先⽣
ごんどう りょうじ

まつうら⻭科 唐津院⻑

広島⼤学�卒

まつうら⻭科に⼊ったきっかけは？

私は⻭科医師としてのキャリアを考えたとき、いずれ⾃らのクリニック
を持つことを１つの⽬標に掲げました。地域の患者様に医療を提供しな
がら診療技術を学べ、社会⼈としても広く⾒識を深められる当院は
そのための修⾏環境として最適であると考えました。

まつうら⻭科に⼊ってよかったことは？

当クリニックには⾃分が求めていたものはもちろん、それ以上に学ぶ
ものが多いと感じています。知識、技術を学ぶ機会が⼗分に与えられ、
バランスよく成⻑できる環境に満⾜しています。

2022年�4⽉⼊社 中嶋�真理⼦�先⽣
なかしま �まりこ

まつうら⻭科 太宰府医院勤務

神奈川⻭科⼤学�卒

まつうら⻭科に⼊ったきっかけは？

まつうら⻭科に⼊ってよかったことは？

⼤学の教授からの勧めで紹介してもらいました。
理事⻑の⼈脈が広く、いろんな先⽣と繋がれるのも
⼤きな魅⼒のひとつです！

プライベートでも仲が良く、仕事とのオン・オフを切り替えて
フォローし合いながら成⻑できること。また、症例検討会で様々なドクター
の意⾒を聞けることは、とても役に⽴っています！



2020年�4⽉⼊社 吉武�憲⼦�先⽣
よしたけ�のりこ

まつうら⻭科 太宰府院⻑

九州⻭科⼤学�卒

まつうら⻭科に⼊ったきっかけは？

基本的な保険治療から⾃費治療に⾄るまでの臨床的技術について、
模型実習や⽉１回の勉強会で学べることです。インプラントや矯正など、
これまで携わっていない分野を学べることも魅⼒です。

まつうら⻭科に⼊ってよかったことは？

分院があり⾊々な先⽣から意⾒を聞けることや、セミナーや勉強会が
あるので、悩みを1⼈で抱え込まず⼀緒に考えることができること！
⼈間関係もよく、とても楽しいです。

2020年�4⽉⼊社 森脇�悠太�先⽣
もりわき� ゆうた

まつうら⻭科 伊万⾥ 院⻑

福岡⻭科⼤学�卒

まつうら⻭科に⼊ったきっかけは？

私は将来開業したいと考えているため、診療に関することはもちろん、
経営に関しても学びたいと考えていました。⼤学⽣時代にデンタルシフ
ティングというまつうら⻭科オリジナルの勉強会に参加していたことも
あって、学びの環境が揃っている当院を選びました。

まつうら⻭科に⼊ってよかったことは？

まだ診療に関して不安がありますが、まつうら⻭科では、スタッフ
全員がフォローしあえる関係性なので、わからないことや
困ったことがあればなんでも相談できます。



まつうら⻭科出⾝の先⽣⽅の紹介
まつうら⻭科で勤務後、⾃らの⻭科医院を開業された
先輩⽅からのメッセージです。

開業まで最短プランで
学ぶならまつうら⻭科01

福岡⻭科⼤学

2010年∼2015年
まつうら⻭科�在籍

村上 弘 

2018年�開業

先⽣

むらかみ

2018年 開業

むらかみひろし⻭科医院

福岡県福岡市早良区飯倉3-40-24

まつうら⻭科に勤務してよかったことは？

勤務当初から学術と経営を学ばせてもらい、スピード感のある勤務⽣活を5年間送れました。
開業したいと以前より決めていたので最短でその⽬標にたどり着けたと思います。

まつうら⻭科で学んだこと

レントゲンや⼝腔内写真の資料どりを⾏い、診査・診断をして、治療計画・メンテナンスプログラムを⽴案すると
いう⼀連の流れを徹底されており、現在の開業した医院でも同じように⾏っています。
その重要性についても学び、実践することができているので、とても役に⽴っています。

ひろし

卒
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2020年 開業

吉⽥�祥⼦ 先⽣
よしだ  さちこ

よしだ⻭科⼩児⻭科
福岡県太宰府市⻘⼭2丁⽬25-1

福岡⻭科⼤学�卒

まつうら⻭科�在籍

2008年∼2020年

2020年�開業

まつうら⻭科に勤務してよかったことは？

来院患者が多くたくさんの患者様の配当を受けることができ、
基本的な治療からインプラントなどの⾼度な治療まで幅広く
経験が積めました。理事⻑より様々な症例に特化した治療計画
のアドバイスをもらい、治療計画の⽴案の幅が広がりました。

まつうら⻭科で学んだこと

診療に関してはもちろん、開業にあたり、マネージメント等に
ついても学ぶことができ、開業当初から来院患者50⼈/⽇を
達成しました。診療と医院経営の能⼒を両⽅備えることが⼤切
ということを学び、それを現在のクリニックでも実践すること
ができてとても役⽴っています。
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2021年 開業

中冨�裕⼀郎 先⽣
なかとみ  ゆういちろう

福岡⻭科⼤学�卒

2011年∼2021年
まつうら⻭科�在籍

2021年�開業福岡市中央区平和5丁⽬5-23

なかとみ⻭科医院

まつうら⻭科に勤務してよかったことは？

⾃分の⻭科医院を開業する前に、まつうら⻭科伊万⾥医院の
院⻑として、⼟地選びから携わることが出来ました。
これらの経験は本当に役⽴っているので感謝しています。

まつうら⻭科で学んだこと
メタルフリー治療や、スタッフや家族にも受けさせたい治療を
患者様へも⾏うなど、医院の⽅向性がしっかり揃っていたこと
が素晴らしく、⾃分の医院へも継承しています。



⻭科医師 募集要項

経験に関わらず⽬標のある⻭科医師（⻭科医師免許取得者）

正社員・⾮常勤

⻭科医師業務およびそれに付随する⼀切の業務

唐津・伊万⾥・武雄・太宰府 

8:45∼18:15（昼休憩90分）

週休2⽇(⽔/⽇)・祝⽇・夏季休暇・年末年始休暇 （年間休⽇数110⽇）

 労災保険・雇⽤保険・健康保険・厚⽣年⾦保険

・有給休暇・特別休暇（冠婚葬祭などの慶弔休暇）・社員割引（治療）・健康診断
・セミナー参加⽀援制度・資格サポート制度・交通費⽀給（上限あり）・社宅制度
・育児休暇（男性⻭科医師の育児休暇取得実績あり）

【新卒の場合の流れ】

（現在研修医も募集しています）
研修医終了後１年⽬ 固定給35万円（6ヶ⽉後に⾒直し�35∼40万円）
研修医終了後２年⽬ 固定給30万円＋歩合給 
（※固定給も可能 その場合固定給40万円∼）

【既卒の場合の流れ】
試⽤期間（6ヶ⽉）�固定給40万円∼
試⽤期間終了後、歩合給または固定給（最低保証40万円）
＊経験年数による歩合給の考慮あり

詳しくは⾒学時などにご相談ください

対象者

雇⽤形態

業務内容

勤務地

就業時間

休⽇

福利厚⽣

給与

問い合わせ先

医療法⼈松栄会まつうら⻭科 事務局

〒847-0821
佐賀県唐津市町⽥1809

採⽤担当：内⽥

☎：0955-72-6200 ✉：info@matsuura-shika.net

※診療時間 9:00∼18:00

8:15∼17:45（昼休憩90分） ※診療時間 8:30∼17:30

唐津・伊万⾥・武雄 

太宰府

求⼈専⽤Instagramです♪
クリニックの雰囲気がわかるかも？

まつうら⻭科
Instagram更新中♪
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