
 

 

2022 年度 

 

日本歯科大学附属病院 

 

複合型歯科医師臨床研修プログラム 

  



Ⅰ．歯科医師臨床研修の目的 

 卒前教育で習得した歯科診療に関する知識、技能および態度を臨床の場に結びつけ、

患者中心の全人的医療を理解し、実施することで、歯科医師に求められる基本的診療

能力（知識、技能および態度・習慣）を身に付ける。また、歯科医師としての価値観、

資質、能力を涵養し、さらに、将来の生涯教育研修の第１歩とすることを目的とする。 

 

Ⅱ．プログラムの特色 

 本プログラムによる歯科医師臨床研修は、管理型臨床研修施設と協力型（Ⅰ）臨床

研修施設において行う「複合型研修方式」であり、さらに、管理型臨床研修施設の病

棟や多目的診療科では入院患者の管理、口腔リハビリテーション科や協力型（Ⅱ）臨

床研修施設ではチーム医療、地域医療についての研修も行える。 

 

Ⅲ．各プログラムの概要 
  研修期間：4 月〜翌年 3 月までの１年間 
 
 

プログラム名 定員 
4 
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月 
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月 
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月 
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月 
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月 

1 

月 

2 

月 

3 

月 

Aプログラム  40名 管理型 管理型 協力型 

Bプログラム  40名 協力型 管理型 

Cプログラム  40名 管理型 協力型 協力型 

 

 

１．A プログラム（日本歯科大学附属病院管理型長期プログラム） 
プログラム番号：050014204 

プログラム責任者：小川智久 

副プログラム責任者：鎌田弘明、小幡 雅、元開早絵 

 

２．Bプログラム（日本歯科大学附属病院協力型長期プログラム） 

プログラム番号： 050014202 

研修プログラム責任者： 岡田智雄  

副研修プログラム責任者：河合貴俊、南こずえ、石井通勇 



 

３．Cプログラム（日本歯科大学附属病院協力型複数プログラム） 

プログラム番号： 050014203 

研修プログラム責任者：宇塚 聡、 

副プログラム責任者： 安田麻子、水谷匡佑、飯田昌志 

 

 

４．参加施設の概要 

 

１）管理型臨床研修施設 

施  設  名：    日本歯科大学附属病院 

施 設 番 号：    50014 

所  在  地：    東京都千代田区富士見２－３－１６ 

臨床研修施設長：    内川喜盛 

研修管理委員会委員長： 内川喜盛 

 

２）協力型臨床研修施設 

施設番号         施設名 

050233 医療法人コスモ歯科高田 

050236 医療法人 夏堀デンタルクリニック 

050263 医療法人社団渡部会 一箕歯科医院 

050271 医療法人 早乙女歯科医院 

050280 医療法人 入江歯科医院 

050281 医療法人慈皓会 波多野歯科医院 

050283 医療法人社団歯友会 赤羽歯科(上尾) 

050287 医療法人社団皓歯会 松丸・歯科・矯正歯科・医院 

050292 医療法人歯健長壽会 金子歯科診療所 

050298 医療法人社団誠晃会 中田歯科医院 

050309 医療法人社団歯友会 ファミリー歯科 

050310 医療法人社団歯友会 東金デンタルクリニック 

050314 医療法人社団本間歯科 新松戸総合歯科診療所 

050319 医療法人社団大伸会 三国歯科医院 



050323 医療法人社団歯友会 はすぬま歯科 

050338 医療法人社団歯友会 赤羽歯科(赤羽) 

050339 藤崎歯科医院 

050340 松尾歯科医院 

050341 医療法人社団恵洋会 えばた歯科 

050342 医療法人社団開成会 葛西南歯科医院 

050346 秋本歯科医院 

050347 医療法人社団仁岳会 西東京歯科医院 

050349 医療法人社団顎歯会 デンタルケア高松歯科 

050352 医療法人社団歯友会 赤羽歯科(新宿) 

050353 医療法人社団歯友会 赤羽歯科(池袋) 

050370 医療法人社団あすなろ会 藤見歯科医院 

050372 医療法人社団緑友会 オーラルケアハンズ府中歯科 

050381 医療法人社団学而会 永田歯科医院 

050382 医療法人社団アゼリア会 東京日本橋歯科  

050414 医療法人社団悠和会 マツザカヤデンタルクリニック 

050420 医療法人社団船洲会 船州会歯科診療所 

050423 医療法人審美会 鶴見歯科医院 

050424 橋口歯科 

050435 医療法人社団千志会 毛呂歯科医院 

050489 藤原歯科医院 

050491 関歯科医院 

050510 医療法人社団 チワタ歯科医院 

050577 医療法人 うおずみ歯科診療所 

050586 医療法人医之和 小児歯科スマイルプラザ 

050638 井上秀人歯科 

050664 医療法人八重瀬会 同仁病院 

050714 康仁歯科医院 

050732 国家公務員共済組合連合会 横浜南共済病院 

050743 沼津市立病院 

050876 医療法人社団真珠会 パール歯科医院 

050887 医療法人社団緑友会 ハンズデンタルクリニック 



050892 医療法人社団浄生会 下井草歯科医院 

050894 医療法人社団顯歯会 遊佐歯科医院 

050896 医療法人社団弘進会 宮田歯科三田診療所 

050900 医療法人社団学友会 倉沢歯科医院 

050933 医療法人社団光聖会 ゆうがお歯科医院 

050935 医療法人社団良真会 倉沢歯科医院 

050942 医療法人社団祐和会 アコルデ歯科医院 

051101 大澤歯科医院 

051523 医療法人社団衆望会 うすい歯科医院 

051569 伊東歯科医院 

051570 医療法人社団正匡会 木村歯科医院  

051572 医療法人社団開成会 葛西東歯科医院 

051573 医療法人和 かずデンタルクリニック 

051574 医療法人社団慶生会 慶生会クリニック 

051576 医療法人フェネスト歯科タケダクリニック 

051577 ファミリー歯科医院 

051578 医療法人慈皓会波多野デンタルオフィス新都心 

051584 医療法人社団高歯会 東歯科医院 

051586 医療法人社団まこと会 ひやま歯科クリニック 

051587 医療法人社団浄生会 練馬歯科医院 

060036 医療法人社団徳風会 高根病院歯科 

060098 富士市立中央病院 

060138 ささき歯科医院 

060149 医療法人社団天白会 キャナルコート歯科クリニック 

060152 医療法人バイオ会 勝沼歯科医院 

060177 医療法人社団有歯会 八重洲歯科診療所 

060181 医療法人社団三島会 ランドマーク歯科三島 

060183 医療法人社団三島会 ミシマ歯科医院 

060189 医療法人社団健医会 西砂歯科医院 

070062 医療法人社団歯友会 ファミリー歯科成東 

070248 医療法人社団歯幸会 吉野歯科医院 

070267 かしわぎ歯科医院 



070271 医療法人愛育会 やばしら歯科 

070272 医療法人社団三恵会 三宅歯科医院 

080026 医療法人社団十善会 いわせ歯科 

080083 井荻歯科医院 

080166 医療法人社団三島会 三島歯科医院 

080169 市ヶ谷歯科クリニック 

080171 柿山歯科医院 

080172 医療法人社団開成会 さくら歯科医院 

090050 米山歯科クリニック 

090106 医療法人社団落合小児歯科医院 

090107  医療法人社団開成会 押切歯科医院 

090108 医療法人カワサキ 歯科川崎医院 

090109 秋山歯科医院 

090110 医療法人社団開成会 渋谷公園通り歯科クリニック 

090155 医療法人社団緑友会 デンタルケアハンズ 

100069 医療法人社団華清会 清水歯科クリニック 

100071 医療法人社団ＯＤＣ 大津ヶ丘歯科クリニック 

100072 下山歯科医院 

100074 医療法人社団史翔会 中村歯科医院 

120035 高橋歯科医院 

120036 医療法人社団歯幸会 大宮区役所前歯科 

120037 医療法人社団夢仁会 中村歯科医院  

120034 医療法人社団泰進会 高井戸歯科 

130058 浅間台歯科医院 

130020  医療法人社団京和会 世田谷ＫＵ歯科 

130023 医療法人社団仁永会 高円寺デンタルクリニック 

130028 医療法人社団歯成会 佐久平デンタルクリニック 

130013 あめみや歯科医院 

130036  医療法人ウェルビーイング 津島歯科 

130018 医療法人社団厚良会 たねいち歯科医院 

130041 医療法人社団白翔会 赤坂歯科クリニック 

130033     医療法人社団ピースメディカル いわぶち歯科 



130109 公立阿伎留医療センター 

140059               医療法人社団智美会 プラザ若葉歯科 

140060               医療法人社団仁歯会 リョウデンタルオフィス 

150064 医療法人社団 smile blue 錦糸町スマイル歯科クリニック 

150065        医療法人社団開成会 新宿大久保歯科医院  

150066        医療法人社団泉晶会 飯田橋内科歯科クリニック  

150067        医療法人社団歯良会 河越歯科医院  

150063        医療法人樹会 いがらし歯科医院  

150068        仲町台たがみ歯科医院  

180055 トヨムラ歯科医院 

180056 医療法人 PIC ウニクスよしかわ歯科 

180057 医療法人社団恵優会 おおたモール歯科 

180058 医療法人社団 Health & Smile おくやまデンタルクリニック 

180059 医療法人社団幸誠会 たぼ歯科医院 

180060 医療法人社団三州会 三條歯科みなとみらい診療室 

180061 医療法人眞歯会 ながさき歯科 

180062 医療法人社団 Compassion 宇田川歯科医院 

180063 河野歯科医院 

180064 白楽駅前歯科 

 

研修協力施設（日本歯科大学病院臨床研修群） 

080179 アリア碑文谷 

080180 アリア二子玉川 

080174 目黒区立上目黒福祉工房 

080178 社会福祉法人台東区社会福祉事業団特別養護老人ホーム蔵前 

080177 社会福祉法人台東区社会福祉事業団特別養護老人ホーム浅草 

080175 介護老人保健施設ＮＡＣ湯村 

080176 特別養護老人ホーム笛吹荘 

080181 東京都立城北特別支援学校 

090111 社会福祉法人浴風会 南陽園 

090112 障害者支援施設 白樺園 

090113 多摩療護園 



090114 東京都立八王子東特別支援学校 

090115 特別養護老人ホーム ハピネスあだち 

090116 特別養護老人ホーム 三ノ輪 

090117 特別養護老人ホーム 新橋さくらの園 

090118 日本赤十字社医療センター附属乳児院 

090119 目黒区立油面小学校わかたけ学級 

130110 日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック 

 

Ⅳ．研修の目標と内容 

 

【一般目標】 

１）歯科医師としての好ましい態度・習慣を身に付け、患者及び家族とのよりよ

い人間関係を確立する。 

  ２）全人的な視点から得られた医療情報を理解し、それに基づいた総合治療計画

を立案する。 

  ３）歯科疾患と障害の予防及び治療における基本的技能を身に付ける。 

  ４）一般的によく遭遇する応急処置と頻度の高い歯科治療処置を確実に実施する。 

  ５）歯科診療時の全身的偶発事故に適切に対応する。 

  ６）自ら行った処置の経過を観察・評価し、診断と治療に常にフィードバックす

る態度・習慣を身に付ける。 

  ７）専門的知識や高度先進的歯科医療に目を向け、生涯研修の意欲への動機付け

をする。 

  ８）歯科医師の社会的役割を認識し、実践する。 

 

【到達目標】 

１）患者中心の歯科診療を実施するために、医療面接についての知識、態度、お

よび技能を身につけ、実践する。 

２）効果的で効率の良い歯科診療を行うために、総合治療計画の立案に必要な知

識、態度、および技能を身につける。 

３）歯科疾患と機能障害を予防・治療・管理するために、必要な基本的技術を身

につける。 

４）一般的な歯科疾患に対処するために、応急処置を要する症例に対して、必要



な臨床能力を身につける。 

５）一般的な歯科疾患に対処するために、高頻度に遭遇する症例に対して必要な

臨床能力を身につける。 

６）歯科医師の社会的役割を果たすため、必要となる医療管理・地域医療に関す 

  る能力を身につける。 

 

【目標症例数】 

外来診療：120 症例 

訪問診療： 5 症例 

 

 

１．ローテーション研修 

 総合診療科、小児歯科、矯正歯科、口腔外科、多目的診療科、インプラント診療科、

口腔リハビリテーション科および協力型（Ⅱ）臨床研修施設である口腔リハビリテー

ション多摩クリニックを、研修期間で全てローテーションする。 

 

２．選択研修 

 ローテーション研修後に、総合診療科、小児歯科、矯正歯科、口腔外科、多目的診

療科、インプラント診療科、口腔リハビリテーション科から選択し研修を行う。 

 

３．病棟研修 

 １）入院患者の術前後や療養上の管理、入退院における他職種支援について研修を

行う。 

 ２）周術期口腔機能管理について経験する。 

 

４．訪問歯科研修 

 口腔介護リハビリテーション科が行なっている訪問診療に同行し、研修を行う。 

 

５．協力型臨床研修施設での研修 

 各協力型臨床研修施設のプログラムでの研修 

 

６．セミナー、研修会 



 以下の項目に関して、月に 2回程度 17 時〜18 時の時間帯で講堂にて行う。 

①歯科治療上問題のある疾患、服用薬、②歯科専門職の役割とチーム医療、③地域包

括ケアシステム、④地域保健活動と関係機関、関係職種、⑤医療に関する法規、制度、

⑥介護保険制度、⑦医療安全・感染予防、⑧キャリアデザイン、⑨医療倫理、⑩医療

コミュニケーション 

 

７．評価 

修了判定の評価基準を終了する。 

 

Ⅴ．指導体制 

 １．管理型施設 

 日常の研修においては、各科の担当責任者（臨床研修プログラム責任者部会メンバ

ー）を中心に、臨床経験 5 年以上の教員が指導する。また、日常研修とは別に、研修

歯科医 10 名程度に 1名の指導歯科医を配属し、連絡体制を築くとともにメンターの役

割も果たす。歯科衛生士、歯科技工技も指導には協力する。 

  

 ２．協力型施設 

  指導歯科医による指導とともに、歯科衛生士、歯科技工士などからも協力を得る。 

 

Ⅵ．研修歯科医の処遇に関する事項 

１）常勤・非常勤の別 常勤   

２）研修手当  基本手当／月 173,200（予定） 

         賞与／年 0 円 

３）時間外手当  無   

４）休日手当  無   

５）基本的な勤務時間 9:00 ～ 18:00 

６）時間外勤務の有無   無 

７）休暇 

 有給休暇       6 ヶ月経過後 10 日間 

 夏期休暇       有  

 年末年始       有 

８）当直     無 



９）研修歯科医の宿舎 無 

10）住宅手当     無 

11）研修歯科医のための施設内の室 有 1 室 

12）社会保険・労働保険 

 公的医療保険    私立学校教職員共済法の適用 

 公的年金保険    私立学校教職員共済法の適用 

13）労働者災害補償保険法の適用  有 

14）国家・地方公務員災害補償法の適用 無 

15）雇用保険  有 

16）健康管理  健康診断 年 1 回 

17）歯科医師賠償責任保険の扱い 

 病院において加入する 

 個人加入 強制 

18）外部の研修活動  

 学会、研究会等への参加  可 

 学会、研究会等への参加費用支給 無 

 

Ⅶ．募集および採用方法 

１．応募資格 

  １）第114回歯科医師国家試験合格見込み者 

  ２）歯科医師臨床研修マッチング協議会が行うマッチングに参加登録予定の者 

 

２．採用試験 

   １）試験日：2021年8月29日 

   ２）会 場：日本歯科大学生命歯学部 

 

３．問合せ先 

  〒102-8158 

  東京都千代田区富士見 2−3−16 

  日本歯科大学附属病院 

  病院事務部総務課内 歯科医師臨床研修係 

  電話 03−3261−5511 



  FAX  03−3261−3924 

  メール rinken@tky.ndu.ac.jp  


