
 

 

 

令和２年度 

 

 

 

日本大学歯学部付属歯科病院 

臨床研修の手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本大学歯学部付属歯科病院 
 

 



は じ め に 

 

日本大学歯学部付属歯科病院 

病院長  飯 沼 利 光 

 

現在，多くの国民から歯科医療によせられる期待や要求される内容は多岐にわたり，それに答えるために

必要とされる知識・技術習得へのハードルは年々高くなっています。ですから，歯科医師として生涯にわた

りスキル向上のため学び続ける姿勢が求められています。また，国民の口腔から全身の健康を担う歯科医師

には，最新の歯科医療技術とともに医学知識を有することで，時代にマッチした安心で安全な医療を提供す

ることも求められています。さらに，単に専門分野の疾病を治療するのみでなく，からだと心の融合，すな

わち全人的医療を理解した上で患者の健康と疾病を診るとともに，患者およびその家族との間で十分なコ

ミュニケーションをもって総合的な診療を行うことが求められています。これらを身に着けるにはかなり

の時間と努力が必要となりますが，その第一歩を学ぶ場が臨床研修になります。ですから，臨床研修を行う

ことは社会にとって必要性の高いものであり，平成 18 年度から歯科医師国家試験に合格した後，国が認め

た研修施設において，所定の資格を得た臨床研修指導歯科医師（指導医）のもとで 1 年以上研修を行うこと

が義務化されました。 

 

本歯科病院では，この制度に対応するために平成 15 年度から施設あるいは人材の充実を図り，専門の診

療科を新設するとともに歯科病院 3 階に研修歯科医（研修医）専用の診療スペースを設けています。さら

に，平成 18 年度には専任教員を配置し，充実した臨床研修を可能とするよう配慮してきました。研修プロ

グラムに関しては，随時見直しを行い，目まぐるしく変化する歯科界を取り巻く環境に適応させています。

臨床研修の場は本歯科病院に加え現在，170 を超える協力型臨床研修施設の登録があり，臨床経験豊富な指

導医が直接診療の指導を行っています。また，地域住民の健康や衛生を支える公的機関の一つである保健所

あるいは保健センターなどへの研修とともに，東京都島嶼部における診療施設を研修協力施設として登録

しており，離島診療研修にも力を入れています。 

 

臨床研修は，歯科診療全般を指導医の指導下で研修する方式で行います。担当患者について，研修医は初

診から治療終了まで指導医とともに包括的な診療ができるように配慮されています。これによって，卒業直

後の研修医においても，適切な診断ならびに診療技術の習得が可能となります。さらに，特別な疾患を有し

ている患者では，専門診療科とともに特殊診療科の指導医からの指導を受けることができます。もちろん，

身に付けるべき基礎歯科医学的知識あるいは新しい治療法や診療器材の情報なども，講義や臨床示説を通

して学ぶことができます。 

 

このように本学の臨床研修プログラムは，研修医に充実した研修の場を提供できるように企画されてい

ます。歯科医師としての第一歩を刻む，学ぶに相応しい環境の提供をさせていただきます。あとは皆さんの

目的意識とやる気にかかっています。1 年間は長いようで短い期間です。この大切な期間を有効に過ごすた

めには，常に自らを顧みて，学ぶべきこと，克服すべき課題などを把握し，積極的に指導医に助言を求める

とともに基礎実習室などの施設を活用し，課題解決に取り組むことだと思います。 

みなさんが日本大学歯学部での臨床研修を終えた時，歯科医師として社会にはばたく希望と自信を得て

くれることを期待しています。 
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Ⅰ．日本大学歯学部付属歯科病院における臨床研修の目的 

臨床研修は，歯科医師が，歯科医師としての人格をかん養し，将来専門とする分野にかかわらず，

歯科医学及び歯科医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ，一般的な診療において頻繁に関わる

負傷又は疾病に適切に対応できるよう，基本的な診療能力を身に付けることのできるものでなけれ

ばならない。とくに卒直後の臨床研修の目的は，歯科診療に関する知識・技術の修得，歯科医療に

おける人間関係の理解など，歯科医師としての資質の向上，倫理の高揚を図るとともに，将来の生

涯教育研修の基礎を得ることである。臨床研修歯科医（以下研修歯科医という）は，この目的を充

分理解して臨床研修に従事しなければならない。 

 歯科医療業務は，口腔機能を保全・回復し，苦痛を除き，以って人の健康維持と生命保全に寄与

することを目的とするものであり，歯科医師としての良心と道徳的規範とによって，社会に奉仕す

べきものである。 

 臨床研修を開始するに当たり，研修歯科医はすでに歯科医師として公認されている身分を日常の

生活規範として行動し，歯科医師としての名誉と品位を損なうことのないよう心掛けなければなら

ない。 
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Ⅱ．日本大学歯学部付属歯科病院における歯科医師臨床研修の概要 

 歯科医師の卒直後の臨床研修は，厚生労働省の委託によって昭和 62年度に開始され，平成９年か

らは歯科医師法に基づき実施されてきた。平成 18 年度からは新歯科医師臨床研修制度の必修化に

伴い，新たに研修プログラムを変更し実施している。平成 30 年度の日本大学歯学部付属歯科病院で

の歯科医師臨床研修は下記のプログラムに従って行う。 

 

1.プログラムの名称 

１） NU program - Community dental medicine ＆ Oral surgery course  

２） NU program - Community dental medicine ＆ Conservative dentistry course  

３） NU program - Community dental medicine ＆ Oral diagnosis course  

４） NU program - Community dental medicine ＆ Prosthetic dentistry course  

５） NU program - Rotation ＆ Community dental medicine course 

６） NU program - Comprehensive dentistry corse 

 

２. 募集定員並びに募集及び採用の方法 

－ 省 略 － 

 

３. 臨床研修管理委員会の名称 

日本大学歯学部付属歯科病院歯科医師臨床研修合同委員会 

 

４. 臨床研修責任者 

病院長 飯 沼 利 光 

 

５. 研修プログラム責任者 

総合診療部 部長 外 木 守 雄 

 

６. 研修副プログラム責任者 

浅野 正岳，紙本 篤，関 啓介，古地 美佳，竹内 義真 
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７. 臨床研修施設の概要 

  （１）管理型臨床研修施設：日本大学歯学部付属歯科病院 

      所在地：〒101-8310 千代田区神田駿河台一丁目８番 13 号 

      臨床研修施設長：病院長 飯 沼 利 光 

  （２）協力型臨床研修施設 

      128 施設  

（３）研修協力施設 

          10施設 

 

８. プログラムについて 

本院における歯科医師臨床研修は以下の６プログラムで実施する。 

１） NU program - Community dental medicine ＆ Oral surgery course（以後，S コース） 

２） NU program - Community dental medicine ＆ Conservative dentistry course（以後，C コース） 

３） NU program - Community dental medicine ＆ Oral diagnosis course（以後，O コース） 

４） NU program - Community dental medicine ＆ Prosthetic dentistry course（以後，P コース） 

５） NU program - Rotation ＆ Community dental medicine course（以後，R コース） 

６） NU program - Comprehensive dentistry corse（以後，CD コース） 

日本大学歯学部付属歯科病院における歯科医師臨床研修は，学部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付け，患者中心の全人的医療を実施することで，

歯科医師としての基本的診療力を身につけるとともに，将来の生涯教育研修の基礎を得ること

を目的とする。 

SCOP グループ（SCOP の４コース）は，管理型臨床研修施設（日本大学歯学部付属歯科病院）

における専門診療部研修を３ヶ月，協力型臨床研修施設における総合診療を９ヶ月行うことで，

幅広くかつ多様な研修ができる。なお，管理型研修期間中に保健所研修（半日コース）と東京

都心身障害者福祉センター研修（半日コース）の受講を選択できる。 

 R コースは，管理型臨床研修施設（日本大学歯学部付属歯科病院）における専門診療部研修

を９ヶ月（口腔外科，補綴，保存を各３ヶ月間ローテンションする），協力型臨床研修施設にお

ける総合診療を３ヶ月行うことで，幅広くかつ多様な研修が行える。なお，管理型研修期間中

に保健所研修（半日コースまたは１週間），東京都心身障害者福祉センター研修（半日コース）

および島しょ地区研修（１週間）を選択できる。 

 CD コースは，単独型臨床研修施設（日本大学歯学部付属歯科病院）における研修で，総合診

療部での総合診療研修が中心となり各診療科との連携を経験することで幅広くかつ多様な研修
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ができる。なお，管理型研修期間中に保健所研修（半日コースまたは１週間），東京都心身障害

者福祉センター研修（半日コース）および島しょ地区研修（１週間）は必須研修としている。 

＊詳細は日本大学歯学部付属歯科病院の HP を参照すること。 

 

９. 歯科医師臨床研修プログラムの概要 

 （１）Ｓ～Ｐコース（定員：86 名） 

S コース：27 名，C コース：27名，O コース：5 名，P コース：27名 

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３ヶ月間，協力型臨床研修

施設９ヶ月間で行う『複合研修方式』であり，研修期間は４月１日から翌年の３月末日まで

の１年間とする。 

臨床研修のスケジュール 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

研修 管理型研修 協力型研修 

 

管理型研修 
専門診療部研修：管理型臨床研修施設における専門診療部，および診断部での

研修，および研修協力施設への出向（保健所研修など） 

協力型研修 協力型臨床研修施設における総合診療 

 

（２）Ｒコース（定員：39名） 

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９ヶ月間，協力型臨床研修

施設３ヶ月間で行う『複合研修方式』であり，研修期間は４月１日から翌年の３月末日までの

１年間とする。 

臨床研修のスケジュール 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

研修 協力型研修 
管理型研修 

口腔外科，補綴，保存をローテーション：各３ヶ月 

 

（３）ＣＤコース（定員：15 名） 

本プログラムでは，単独型臨床研修施設（日本大学歯学部付属歯科病院）において，総合

診療部での総合診療研修を中心として専門診療部および診断部での専門診療科との連携を

通して，臨床研修の総括および修了後の進路決定の期間と位置付け，さらに先進的な歯科医

療を習得するための準備を行う。 
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臨床研修のスケジュール 

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

研修 総合診療研修 

 

＊すべてのプログラムにおける管理型臨床研修施設研修は 

 （１） 研修診療（専門診療部研修） 

 （２） 講義・セミナー，臨床症例検討 

 （３） 臨床研究 

等から構成される。 

 

10. 研修内容 

学部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付け，患者中

心の全人的医療を実施することで，歯科医師としての基本的診療能力を身につけるとともに，

将来の生涯教育研修の基礎を得ることを目的として作成されている。 

 

（１） 一般目標 

① 歯科医師として好ましい態度・習慣を身につけ，患者及び家族とのより良い人間関係を 

  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つける。 

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・ 

習慣を身につける。 

  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。 

 

（２） 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，態度及び技能を身につけ， 

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能力を身につけ 

る。 
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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。 

 

（３） オリエンテーションの概要 

オリエンテーションの目的は，学部教育で習得した歯科診療に関する総合的な知識の整理

及び基本的な態度・技能を身につけることにより，実際の歯科診療を円滑に実施するための

準備を行う。 

講義の内容は，以下のとおりである。 

① 医の倫理，医療面接 

② 医療安全・院内感染対策 

③ 保険医療の仕組み，診療録の記載，地域医療 

④ 歯科医師をとりまく法律等について 

 

（４） 研修歯科医の指導体制 

① 協力型臨床研修施設 

協力型臨床研修施設の大多数が一般の歯科診療所であることを踏まえて，一次医療機関

としての研修を行うことができる。さらに，歯科訪問診療等に参画することにより地域との

医療連携を考慮した研修を指導歯科医のもとに行える。また，協力型臨床研修施設において

も各種研究会，セミナー等への参加も可能である。 

  ② 管理型臨床研修施設 

管理型臨床研修施設研修では，講義・セミナーおよび症例検討会の時間を設けている。基

礎的なものから先端医療まで多岐にわたり，各自が行っている研修内容を補完する目的を

持つ。さらに，各専門診療科で行われる症例検討会，カンファレンス等にも参加できる。   

③ 専門診療部研修の概要 

各専門診療部および診断部において診療の基礎を修得し，研修歯科医が総合診療を行う上

で必要とされる基本的診療能力（知識，態度および技能）を身につけることを目的とする。 
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専門診療研修を行う専門診療科は，摂食機能療法科，小児歯科，歯科矯正科，口腔外科Ⅰ・

口腔外科Ⅱ，歯科麻酔科，総義歯補綴科，局部床義歯科，クラウン･ブリッジ科，保存修復

科，歯内療法科，歯周病科の１２科であり，診断部では，口腔診断科，歯科放射線科および

病理診断科の３科である。 
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④ 専門診療科における研修歯科医の診療についての申し合わせ 

 

平成 30 年 1 月 16日 

 

指導体制について 

・指導歯科医（手引きに掲載）が直接指導する。または指導歯科医の指導の下，別の歯科医 

が直接の指導を行う。 

・勤務状況等の生活態度を含め指導するのは各研修歯科医の担当指導歯科医が原則である。 

注意：研修歯科医は 9:00～17:00 が勤務時間であること。 

・感染対策を含め，帽子・眼鏡・グローブ・マスク等を必須とする。 

 

診療録の記載，電子カルテの入力について 

・診療録を入力する際は，診療入力画面に指導歯科医がログインし，研修歯科医が入力する。

指導歯科医が確認をする（研修歯科医に指導歯科医のパスワードを教えない）。 

・処方箋の発行や技工物の発注も指導歯科医名で行う。 

 

患者への診療における事故およびクレームについて 

・原則，研修歯科医を担当する指導歯科医が対応し，各医局における事故対応の規則に従う。 

研修歯科医と指導歯科医間の問題について 

・原則，研修歯科医を担当する指導歯科医が対応する。その結果，研修の中断や未修了と判 

断される場合に，総合診療科へ連絡する。 

・なお，総合診療科へ相談する場合は，経過を含めた詳細な内容を資料として提出する。 

 

評価について 

・各専門診療科は，毎月の臨床研修検討委員会において研修の状況を報告する。 
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 ⑤ 日本歯周病学会認定医制度研修施設 

日本歯周病学会では主に日本歯周病学会指導医が置かれる研修施設において３年以上所

属し，なおかつこの期間学会会員であるものに対して日本歯周病学会認定歯周病認定医を認

定する。当総合診療科は歯周病科と同様この研修施設にあたり，今後当院歯周病科にて研鑽

を積む予定の希望者は,研修期間である一年間をこの要件に充てることができる。（詳しい要

件に関しては日本歯周病学会ホームページ「日本歯周病学会認定医制度規則」を参照のこと） 

⑥ 公益社団法人日本補綴歯科学会認定研修機関 

当総合診療科は日本補綴歯科学会指導医が所属し，平成 28年 10 月に認定された。日本補

綴歯科学会における専門医の申請資格の一つには「認定研修機関で５年以上診療および研修

に従事すること」と規定されている。認定医についても厚生労働省の定める臨床研修の実施

機関または認定研修機関において２年以上臨床に従事していることとある。今後，当院補綴

科にて研鑽を積む予定の希望者は,研修期間である一年間をこの要件に充てることができる。

（詳しい要件に関しては公益社団法人日本補綴歯科学会ホームページ「公益社団法人日本補

綴歯科学会規程集専門医制度規則と専門医制度施行細則」を参照のこと） 

  ⑦ 日本総合歯科学会認定研修施設 

    当総合診療科は日本総合歯科学会指導医が所属し，平成 27 年 11 月に認定研修施設に認定 

された。日本総合歯科学会の認定医の申請資格の一つには「認定研修施設において 5 年以上

診療および研究に従事」と規定されている。今後，当院にて研鑽を積む予定の希望者は,研

修期間である一年間をこの要件に充てることができる。（詳しい要件に関しては日本総合歯

科学会ホームページ「日本総合歯科学会認定医制度規則」を参照のこと） 

 ⑧ 研修協力施設における研修の概要 

   ア. 地域歯科保健・医療 

       歯科医師として，島しょ地区住民の健康保持と増進のため全人的に対応するために，

ヘルスプロモーションを基盤とした地域保健，健康増進，プライマリーヘルスケア，リ

ハビリテーション，福祉サービスに至る連続した包括的保健医療を理解し実践できる能

力を身につける。 

    イ. 母子保健対策 

       歯科医師として，島しょ地区母子保健の持つ意義と，関連事業について理解をするた

めに，母子保健事業を体験し，乳幼児に対しても全人的に対応ができる知識，態度，技

術を身につける。 
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ウ. 成人・老人保健対策 

      歯科医師として，島しょ地区住民が，安心して生活するために成人・老人保健医療シス 

テムの意義を理解し，適切に活用できる能力を習得する。 

  エ. 健康づくり 

      歯科医師として，島しょ地区住民ともに健康づくりの活動をするためのヘルスプロモ

ーション『健康日本２１』を基本とした健康増進プログラム実践に寄与するための能力を

養う。 

  オ. 歯科診療所におけるチーム医療 

      歯科医師として，島しょ地区住民ニーズに基づいた，適切な歯科医療を医師，専門歯科

医コ・デンタルスタッフと共同して提供するために必要な知識，技能及び態度を習得する。 

  カ. 特別区保健所ならびに保健センターにおける研修 

東京都内保健所における公衆衛生及び健康増進活動を知り，地域歯科保健活動の重要性 

を理解する。 

 

11.研修歯科医の処遇 

（１）常勤又は非常勤の別：常勤 

（２）勤務時間及び休日に関する事項 

   ① 勤務時間：９時から１７時 

   ② 休日：土曜日，日曜日，祝日（病院の規定に基づき変更の可能性あり），年末年始 

日本大学創立記念日（１０月４日） 

  ③ 当直：選択制（上限有り） 

 （３）手当に関する事項 

  ① 研修手当：月額 143,000円（賞与なし） 

  ② 通勤手当：有り 

   ③ 当直手当：有り 

 （４）福利厚生に関する事項 

   ① 研修歯科医の宿舎：なし 

  ② 研修歯科医のための施設内の室：有り（17 室） 

 （５）社会保険等に関する事項 

   ① 日本私立学校振興・共済事業団（長期：年金，短期：健康保険）：有り 

   ② 労働者災害補償保険法の適用：有り 

   ③ 雇用保険：有り  
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   ④ 国家・地方公務員災害補償法の適用：なし 

 （６）健康管理に関する事項 

   ① 健康診断：年１回 

 （７）歯科医師賠償責任保険に関する事項 

   ① 歯科医師賠償責任保険の扱い：病院において加入する 

   ② 個人加入：任意による 

 （８）外部の研修活動に関する事項 

   ①学会，研究会等への参加：可 

   ②学会，研究会等への参加費用支給：なし 

 

12.臨床研修の評価と修了認定 

臨床研修修了時の総括的評価は，各履修期間の教育プログラム参加記録，研修歯科医が作成 

  したポートフォリオ，自己評価および指導歯科医による評価を総合して行う。 

臨床研修修了の認定は，総括的評価をもって卒後教育委員会及び歯科医師臨床研修合同委員

会が行い，承認の後，臨床研修運営委員会に報告し，病院長が修了証を交付する。 

臨床研修修了証の交付には，臨床研修をとどこおりなく修了することが必要で，以下の要件

を満たさなければならない。 

 （１） 教育プログラム（見学・講義・セミナー及び臨床症例検討）に参加しなくてはならない。 

欠席の場合は，理由書を総合診療科へ提出し，補完プログラムを実施する。 

協力型施設への研修期間中は対象とならない。 

 （２） 研修における必要書類（講義後のふり返り・毎日のふり返り・総括的な自己評価・勤務 

状況報告書等）がすべて提出されていること。 

 （３） 日本大学歯学部研修歯科医に関する内規に従い，研修を完了しなければならない。 

 （４） 臨床研修の修了，未修了，中断の判定は，厚生労働省の規定により判断される。 
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13.歯科医師臨床研修指導歯科医一覧（管理型臨床研修施設） 

 所  属 氏  名 講習会受講歴 

1  口腔外科Ⅰ 外木 守雄 SD（第 7 回-財）他 

2    田中 孝佳 SD（H17-日大） 

3    佐藤 貴子 SD（H30-日大） 

4    西久保 周一 SD（H21-東歯大） 

5    篠塚 啓二 SD（H27-全国医学部附属病院） 

6    荻澤 翔平   

7    植木 皓介   

8    草野 明美 SD（H29-日大） 

9    隈部 貴子   

10    小池 亮   

11    藤﨑 量子   

12  口腔外科Ⅱ 米原 啓之 医師臨床研修指導医講習会（H19-東大）  

13    金子  忠良 SD（H23-日歯大）  

14    清水  治 SD（H16-日大）  

15    生木  俊輔 SD（H20-日大）  

16    古川  明彦 SD（H24-日大）  

17    白土  博司 SD（H26-日大）  

18    玉川  崇皓 SD（H28-日大）  

19  歯科麻酔科 岡 俊一 SD（H18-日大） 

20    小柳 裕子 SD（H25-日大） 

21    関野 麗子 SD（H24-日大） 

22    北山 稔恭   

23    里見 ひとみ   

24    岩田 茉里奈   

25    清水 律子   

26    新渡 未樹   

27    岡村 祐香   

28    千喜良 緑   

29  歯科矯正科 本吉 満 SD（H16-第 1回 日大） 

30    田村 隆彦 SD（H16-第 1回 日大） 

31   中嶋 昭 SD（H21-日大） 
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32  歯科矯正科  納村 泰弘 SD（H19-日大） 

33    馬谷原 琴枝 SD（H21-日大） 

34    内田 靖紀 SD（H24-日大） 

35    稲葉 瑞希 SD（R1-日大） 

36    深山 和香子   

37    今井 はるな   

38    松生 理恵子   

39    遠藤 千登世   

40    佐田 英理   

41    野間 大地   

42  小児歯科 白川 哲夫   

43    髙森 一乗 SD（H21-日大） 

44    武井 浩樹 SD（H25-日大） 

45    伊藤 寿典 SD（H31-日大） 

46    楠田 理奈   

47    長井 春香   

48    相馬 久実   

49  歯科放射線科 本田 和也 SD（H17-第 1回 日大） 

50    新井 嘉則   

51    松本 邦史 SD（H20-日大） 

52    江島 堅一郎 SD（H18-第 1回 日大） 

53    澤田 久仁彦 SD（H21-日大） 

54    雨宮 俊彦 SD（H25-日大） 

55    出澤 幸   

56    林 悠介   

57    佐藤 有華   

58    小橋 龍太郎   

59  保存修復科 宮崎 真至   

60    陸田 明智 SD（R1-財） 

61    黒川 弘康 SD（H20-日大）,WS（H30-財） 

62    高見澤 俊樹 SD（H16-日大） 

63    辻本 暁正 SD（H28-日大） 

64   石井 亮 SD（H29-日大） 



 

14 

 

65  保存修復科 白圡 康司 SD （H28-日大） 

66    野尻 貴絵 SD （H29-日大） 

67    鈴木 崇之 SD （R1-日大） 

68    寺井 里沙   

69    柴崎 翔   

70    大内 元   

71    大島 美紀   

72    関東 英貴   

73    須田 駿一   

74    矢吹 千晶   

75  歯内療法科 武市 収 SD（第 2 回-財） 

76    林  誠 SD（H16-日大） 

77    清水 康平 SD（H20-日大） 

78    勝呂 尚 SD（H17-日大） 

79    羽鳥 啓介 SD（H26-日大） 

80    鈴木 裕介 SD（H30-日大） 

81    安川 拓也 SD（H30-日大） 

82    大原 絹代 SD（H28-日大） 

83    岡村 貞之介 SD（R1-日大） 

84    氷見 一馬   

85  歯周病科 佐藤 秀一 SD（H19 日大） 

86    菅野 直之 SD（H26 日大） 

87    吉沼 直人 第 7回 SD，第 3 回 ZK（財） 

88    髙山 忠裕 SD（H19 日大） 

89    西田 哲也 SD（H27 日大） 

90    蓮池 聡 SD（H28 日大） 

91    間中 総一郎 SD（R1 日大） 

92    佐藤 暢亮 SD（H27 日大） 

93    長嶋 秀和   

94    山本 崇申   

95    小澤 康正   

96    築根 直哉 SD（H26 日大） 

97  総義歯補綴科 飯沼 利光 SD（第 11 回-財） 
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98  総義歯補綴科 高津 匡樹 SD（H19-日大） 

99    伊藤 智加 SD（H22-日大） 

100    池田 貴之 SD（H17-第 2回 日大） 

101    浦田 健太郎   

102    西尾 健介   

103    伊藤 玲央   

104    丸野 充   

105    岡田  真治   

106    伊東  慧   

107    大木 和己   

108    中澤  祐美   

109  局部床義歯科 月村 直樹 SD（H21-日大） 

110    大谷 賢二 SD（第 2 回-財） 

111    大山 哲生 SD（H16-2 日大） 

112    秋田 大輔 SD（R1-日大） 

113    安田 裕康   

114    大久保 貴久   

115    佐伯 悦司   

116    須田 賢司   

117    金澤 孝憲   

118    齋藤 五月   

119    加瀬 武士   

120  ｸﾗｳﾝ･ﾌﾞﾘｯｼﾞ科 松村 英雄   

121    萩原 芳幸   

122    小峰 太 SD（H26-日大） 

123    野川 博史 SD（R1-日大） 

124    本田 順一 SD（H29-日大） 

125    平場 晴斗   

126    小平 晃久   

127    窪地 慶 SD（H29-日大） 

128    高田 宏起   

129    木村 文晃   

130   草場 公亮 SD（R1-日大） 
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131  ｸﾗｳﾝ･ﾌﾞﾘｯｼﾞ科  赤羽 俊亮   

132    守屋 雄太   

133  口腔診断科 今村 佳樹 SD（第 1 回-財） 

134    岡田 明子 SD（H18-日大） 

135    野間 昇 SD（H23-日大） 

136    篠崎 貴弘 SD（H16-日大） 

137    高根沢 大樹   

138  摂食機能療法科 植田 耕一郎 2004年新潟大学 

139    阿部 仁子 SD（H21 日大） 

140    中山 渕利 SD（H23 日大） 

141    佐藤 光保 SD（H28 日大） 

142    大野 慎也   

143    昔農 淳平   

144    續 英高   

145    加藤 駿一郎   

146  病理診断科 浅野 正岳 SD（R1-日大） 

147    角田 麻里子   

148    福井 怜 SD（R1-日大） 

149  総合診療科 紙本 篤 SD（H17-財），SD（H19-財） 

150    古地 美佳 SD（H19-日大），SD（H24-財） 

151    関 啓介 SD（H17-日大），SD（H23-財） 

152    竹内 義真 SD（H25-財） 

153    升谷 滋行 第 5 回 SD, 第 1 回 ZK, 第 7 回 WS （財） 

154    行田 克則   

155    原田 大輔 SD（H16-日大） 

156    三宅 悠介   
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14. 協力型臨床研修施設一覧 

   ホームページ「協力型臨床研修施設一覧」参照 

 

15. 研修協力施設 

  （施設番号：施設名称） 

051739：日本大学病院 

055087：江東区保健所 

070023：新宿区保健所 

070027：葛飾区保健所 

080163：練馬区保健所 

060237：新島村国民健康保険診療所 

060238：利島村国民健康保険診療所 

060239：新島村国民健康保険式根島診療所 

080162：新島村さわやか健康センター 

    160107：日本大学歯学部三島歯科医療センター
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Ⅲ．日本大学歯学部研修歯科医に関する内規 

 

  平成 18 年 ２月 ２日制定 

平成 17 年 ７月 １日施行 

平成 27 年 ４月 ２日改正 

平成 27 年 ４月 １日施行 

平成 28 年 12月 ２日改正 

平成 29 年 ４月 １日施行 

令和元年 ９月 11 日改正 

令和元年 10月 １日施行 

令和２年  月  日改正 
令和２年 ４月 １日施行 

（趣 旨） 

第１条 この内規は，日本大学における研修医等に関する内規第 11 条に基づき，必要な事項を

定める。 

（目 的） 

第２条 日本大学歯学部に研修歯科医（以下「研修医」という）を置き，歯科診療に関する知識・

技術の修得，歯科医療における人間関係の理解など，歯科医師としての資質の向上，倫理の高

揚を図るとともに，将来の生涯研修の基礎を得ることを目的とする。 

（定 義） 

第３条 研修医とは，歯科医師免許を有し，患者中心の全人的医療を理解し，すべての歯科医師

に求められる基本的診療能力（態度，技能及び知識）を身に付け，生涯研修の第一歩とする者

をいう。 

（採用等） 

第４条 研修医の受入れ人数は，150 名以内とする。 

２ 研修医の研修期間は，各年度の４月１日から１年間とする。 

３ 研修医の募集は，臨床研修医募集要項により行う。 

４ 前項における選考は，日本大学歯学部卒後教育委員会において行う。 

５ 研修医の採用は，教授会の審議を経て，学部長が決定する。 

（待 遇） 

第５条 研修医の手当は，月額１４３,０００円とする。 

２ 大学は，常時一定の交通機関により通勤している研修医に対し，交通費を，次の各号により

支給する。 

①   交通費は，各交通機関が定める通勤定期券代相当額を基に１か月分を算定し， その額を

給与支給日に併せて支給する。ただし，支給限度額は JR 東日本の幹線 100 キロメートルの

１か月通勤定期券代相当額とする。 

②  利用する交通機関の通勤距離が片道 100 キロメートルを超える場合は，別の定めにより

新幹線通勤定期券代を含め，前項を限度として，支給することができる。 

③  交通費は，運賃，通勤時間及び距離等諸般の事情からみて最も経済的かつ合理的と認め

られる通常の通勤経路に従って算定する。ただし，１キロメートル未満については支給し

ない。 
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④  交通費の支給等については，日本大学教職員給与規程第３８条から４１条の各号を準用

する。 

３ 研修医は，日本私立学校振興・共済事業団へ加入するものとする。 

４ 研修医には，賞与，退職金は支給しない。 

（就 業） 

第６条 研修医に対しては，日本大学歯学部付属歯科病院教職員就業規則を準用する。 

（研修医等の遵守義務） 

第７条 研修医は，諸規則・諸規定を遵守しなければならない。 

２ 研修医は，前項の遵守義務を誓約する旨の所定の誓約書を，学部長及び病院長あてに提出す

るものとする。 

（研修プログラム） 

第８条 研修医は，本学部臨床研修プログラムに定められた研修を受けなればならない。 

２ 研修医は，臨床研修指導歯科医の指導に従わなければならない。 

 

附    則 

 この内規は，令和２年４月１日から施行する。 
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Ⅳ．臨床研修にあたっての基本姿勢 

 １．すでに学生としての身分は終了していることに鑑み，研修診療，講義・セミナー，臨床症例

検討及び臨床研究などにおいては，積極的に自学自習する態度が要求される。 

 ２．常に環境を管理し，患者間，患者術者間の感染防止に留意する。 

 ３．頭髪，手指，爪など身体の清潔に留意する。 

 ４．指導歯科医の指示を十分に理解し，それに基づき的確に行動する。 

 ５．患者に対しては親切に対応し，信頼を得るように努める。 

 ６．コ・デンタルスタッフと協調を保ち，臨床研修に支障のないよう努める。 

 

Ⅴ．臨床研修上の心得 

 １．臨床研修は，歯科診療全般にわたる内容を総合的に研修するものとする。 

２．診療に際しては，歯科医師法及びそれに関連する事項を守らなければならない。 

（資料参照） 

 ３．健康保険法による診療に際しては，その規定を遵守する。 

 ４．研修診療の実施にあたっては，指導歯科医の指示に従い，特に，診療上の疑問や不明確な事 

柄については，指導歯科医と協議し，その指示を受ける。 

 ５．欠席する場合は，連絡先を定めて診療に支障をきたさないよう万全の措置をとらなければな 

らない。 

６．診療内容や診療記録などは全て守秘事項であることを銘記して行動しなければならない。 

 

Ⅵ．管理型臨床研修における臨床研修歯科医ガイドライン 

 １．原則として，診療は指導歯科医のもとで行う。 

 ２．研修診療は，大学診療の原則に反したものであってはならない。 

 ３．研修歯科医は，担当した初診患者の主訴に対する診断及び処置方針が適切であるか否かを 

指導歯科医に申告し，必要な指示を仰ぐ。 

 ４．全顎的（多角的）な診療の患者は，指導歯科医の指導のもとに治療計画書を作成する。 

また，作成した治療計画書は診療記録として各自が患者情報の漏洩がないように，厳重に 

管理する。 

 ５．研修歯科医は，毎回診療開始前に診療内容を指導歯科医に申告し，了承を求め，適切な指 

示を仰ぐ。また，診療後は，指導歯科医の評価，指示を受ける。また，診療歯科医の助手 

が必要な場合には要請する。 
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 ６．診療終了後は，指導歯科医の監督のもとに，電子カルテシステムに診療内容および次回アポ  

   イントを入力する。 

 ７．臨床研修修了後，症例ポートフォリオ作成のために，診療記録用紙（各自作成）に症状，処

置内容，保険点数及び診療上の注意事項等を記載し，指導歯科医の指導を受ける。 

 ８．診療は，受付，消毒，介補等制約のある環境で行うので，研修歯科医はお互いに積極的に協

力し合い，それらの仕事を補うように努める。  

 ９．その他，必要事項に対しては，随時，指導歯科医の指示を仰ぐ。 

 10．臨床研修時間は，原則として午前９時より午後５時とする。 

11．技工室を使用する場合は，常に清潔，整理，整頓を心掛け，他人の迷惑とならぬようまた 

同室人及び自己の健康に留意する。 
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令和２年４月１日 

医療従事者 各位 

日本大学歯学部付属歯科病院 

病    院   長 

 

本歯科病院の診療時における服装及び履物等の見解について 

 

 診療時の服装等は，原則的に患者ニーズ及び地域社会に対する配慮や感染防止への対応と対策の

観点から，以下のように清潔であり，医療従事者として常識的な配慮を伴ったものとすること。 

 

１ 常に清潔な白衣を着用すること。 

２ 白衣の下は地味・薄色のものを着用し，白衣の第一ボタンを留めること。 

３ 診療時には，防護用メガネ又はゴーグル，帽子，マスクを着用すること。 

４ 歯科医師の場合 

  「ズボン・スカートについて」地味で清潔なものを着用する。スカートの場合は，極端に長く 

も短くもないものが望ましい。 

  「靴下・ストッキングについて」色・柄が地味なものを着用する。靴下の場合は，裾から肌が 

見えない長さのものを着用する。 

  「履物について」つま先の隠れる靴とする。また，基本的に地味で機能性のある靴（スニーカ 

ー等）でも良い。 

  「その他（装飾品）について」指輪・時計・イヤリング及びピアス等も禁止する。 

５ 頭髪（色・髪の長さ等）及びひげ等の身なりも含め各医療従事者が自覚を持って自己責任で判 

断する。また，問題等がある場合，各責任者の指導に委ねる。 

 

以  上 
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平成３０年２月２６日 

 

各 位 

 

病 院 長 

 

Ｘ線画像データが入った記録媒体や印刷されたＸ線写真などについて（通知） 

 

標記のことについて，平成３０年２月２１日開催の「個人情報保護の周知徹底にかかる

緊急集会」において説明のありましたように，Ｘ線画像データが入った記録媒体（ＣＤ，

ＤＶＤ，ＳＤカードなど）や印刷されたＸ線写真などは，重要な個人情報です。 

それらを各講座研究室，各医局あるいは各診療室などに放置してしまうと重大な事故に

つながります。 

不要となったＣＤ，ＵＳＢメモリ，ＳＤカードなどの外付け記録媒体内にある画像デー

タ及び印刷されたＸ線写真については，復元又は判読が不可能な方法による消去又はシュ

レッダー等による破棄をお願いいたします。 

重要な症例等については，担当者を決めて保管（鍵のかかる場所）をお願いいたしま

す。各部署での御周知のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

根拠規程等について 

日本大学情報管理宣言 

日本大学における個人情報の取扱いに関するガイドライン 

日本大学個人情報取扱規程 

日本大学歯学部付属歯科病院の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する 

要項 

 

以  上 
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患者の個人情報が記録された外部記録媒体の管理に関する要項 

 

平成３０年 ４月 ９日制定 

平成３０年 ４月 １日施行 

 

（趣  旨） 

第１条 日本大学歯学部付属歯科病院における患者の個人情報の管理について，日本大学歯学部付

属歯科病院における個人情報取扱いに関する内規に基づき，特に外部記録媒体に記録された個人

データ・画像等の紛失や流出などの事故を防止する目的で以下を定める。 

（患者撮影に使用するカメラ本体の管理） 

第２条 日本大学歯学部付属歯科病院内で患者の撮影に使用するカメラは，カメラごとに管理者を

定め，遅滞なく管理課あてに報告し，病院内にある施錠可能な保管場所に保管することとし，診

療時間以外の時間帯は施錠する。 

（患者の個人情報が記録された外部記録媒体の管理） 

第３条 カメラの記録媒体として使用する SD カード等の患者個人情報が記録された外部記録媒体

は，各診療科，各事務部署において管理者を定め管理課あてに別紙「外部記録媒体使用申請書」

を用いて報告し，一括管理する。 

２ 各外部記録媒体には通し番号を付与し，「外部記録媒体管理記録簿」（以下，「記録簿」という）

を作成して使用状況を記載する。 

３ １台のカメラには外部記録媒体１枚のみを使用し，管理者以外は外部記録媒体の操作を行わな

い。また，原則として外部記録媒体はカメラから取り外さずに操作を行う。 

４ 診療科内に外部記録媒体ならびに記録簿の保管場所を設け，使用のたびごとに，管理者が保管

状況を確認して記録簿に捺印をする。 

５ 保管捺印状況については，１月に一度個人情報取扱責任者が確認を行い記録簿に捺印をする。 

６ 個人情報取扱責任者が確認を行った記録簿は，管理課に提出し，個人情報取扱統括責任者によ

る確認を行う。 

（患者の個人情報の管理） 

第４条 外部記録媒体に記録された患者の個人情報は，患者情報管理用コンピュータのハードディ

スクに転送したのち消去する。 

２ コンピュータは施錠可能な個人情報保護区域内に設置することとし，管理者を定めて管理する。 

３ デスクトップコンピュータにはパスワードを設定し，利用者制限を設ける。またデスクトップ

コンピュータはソフトウエアの更新などやむを得ない場合を除きインターネット回線と物理的

に切り離しておく。 

 

附    則 

 この要項は，平成３０年４月１日から施行する。 
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Ⅶ．ＰＯＳ型医療の治療計画立案ガイドライン 

 

POS 型医療の治療計画は原則的に以下の順序で行う 

（１）基礎データ（data base）の収集 

１）医療面接 ①主 訴 ②現病歴 ③既往歴 ④家族歴 ⑤生活歴 ⑥現 症 

２）診査   （必要に応じて応急処置） 

３）仮診断 

４）検査   ①Ｘ線検査 ②顎模型検査 ③臨床検査 ④生理学的検査 

５）医療データ（医師への照会―他の医療機関との連携） 

（２）データの分析 

１）問題の抽出：患者のプロフィール,疾患と他の問題点を見つける 

２）問題のグループ化 

３）問題リスト （problem list）の作成 

①歯科的問題 ②医学的問題 ③社会的問題 ④心理的問題 

４）問題リストの考察：問題リストを作成した考え方 

（３）考察（assessment） データの総合的評価 

（４）初期治療計画（initial plan）の立案 

１）診断計画（diagnostic plan）: 確定診断,鑑別診断のために必要な診査,検査の計画の 

列記 

２）治療計画（therapeutic plan）: 問題点ごとに必要な処置,薬物療法,外科的治療などの 

計画の列記 

３）教育的計画（educational plan）: 患者（その家族）へ情報の説明し,インフォームド・ 

コンセントを確立する 

    ①症状,病因の説明 ②各処置の方法 ③処置の利点,欠点 ④予後の推測 

（５）経過記録 再診時の診療記録は SOAP 方式で書く 

１）主観的データ（subjective data, S）：患者の訴えていること,自覚症状 

２）客観的データ（objective data, O）：他覚的所 

検査（視診,触診,打診など）,検査データ,経過 

３）評価（assessment, A）: 病状や治療効果の評価 

４）計画（plan, P）: 今後の検査や治療計画 
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（６）監査（audit） 

１）基礎データ収集が適切か 

２）問題リストが基礎データに関連して適切に作成されているか 

３）経過記録の SOAP が論理的に適切に記載されているか 

 

 

日本 POS 医療学会のホームページ 

                      http://www.pos.gr.jp/pdf/2008/posiwai.pdf
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Ⅷ．受傷事故（針刺し等）の対応について 

 

 

 

＊日本大学歯学部付属歯科病院 医療安全マニュアル「院内受傷事故報告ルート」を参照 
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Ⅸ.協力型研修中の提出書類 

 

提 出 物 名 対 象 提出先 提出方法 提出期限 

毎日のふりかえり 

研修歯科医 

 

担当指導歯科医 

 

メール 

 

 

毎週月曜日 

総括的自己評価 

研修事務室 

郵  送 

又は 

持 参 

翌月の 10日必着 勤務状況報告書 

症例数実態調査表 

研修歯科医への 

中間評価 

（ＳＣＯＰのみ）  
協力型施設の 

研修実施責任者 
研修事務室 

 

メール 

 

11月 10 日 

研修歯科医への 

総括的評価 
協力型研修終了時 

＊ 勤務状況報告書，症例数実態調査表：原本を提出すること。 

＊ 総括的自己評価：郵送の場合は，原本を必ずポートフォリオに保存し, コピーを提出すること。 
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（１）毎日のふりかえり 

 

 

 

研修医氏名：

自分の成長したこと，考え方，気づきの変化などをどんどん書いてください。

　日　付 内　　　　容

　　／

　　／

　　／

　　／

　　／

　　／

　　／

　　／

　　／

　　／

　　／

　　／

　　／

　　／

　　／

＊提出期限：毎週月曜日
＊提出方法：担当指導歯科医へメール（週に１枚提出）

研修歯科医番号： コース：

毎日のふりかえり
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（２）総括的自己評価 

 

研修医氏名：

研 修 場 所
（施設・科）

指導歯科医名

研  修  期  間

提   出   日： 月 日

研 修 実 施
責任者氏名：

総括的評価自己評価

研修歯科医番号： コース：

研修の成果

自己評価

令和　　　年　　　月　　　日　～　令和　　　年　　　月　　　日

指導歯科医からの
フィードバック

＊提出期限：翌月１０日（月１回提出）
＊提出方法：郵送又は持参
＊提 出 先：管理課

㊞　　
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（３）研修歯科医への中間評価【進捗状況】：協力型施設対象 

 

研修医氏名：

協力型施設名

実施責任者名

研  修  期  間

提   出   日： 月 日

研 修 実 施
責任者氏名：

令和２年７月１日　～　令和２年１０月３１日

研修歯科医番号：

研修歯科医への中間評価【進捗状況】
（対象プログラム：Ｓ・Ｃ・Ｏ・Ｐ）

コース：

研修歯科医の
研修態度について

研修歯科医の
中間評価

＊提出期限：１１月１０日（火）
＊提出方法：メール（arakawa.tomoko@nihon-u.ac.jp）
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（４）研修歯科医への総括的評価：協力型施設対象 

   

  

研修医氏名：

協力型施設名

実施責任者名

研  修  期  間

提   出   日： 月 日

研 修 実 施
責任者氏名：

令和　　　年　　　月　　　日　～　令和　　　年　　　月　　　日

研修歯科医番号：

研修歯科医への総括的評価

コース：

＊提出期限：協力型研修修了時

＊提出方法：メール（arakawa.tomoko@nihon-u.ac.jp）

研修歯科医の
研修態度について

研修歯科医の
総合評価

 協力型施設の研修
 が未修了と判断し
 た場合、未修了内
 容とその対応課題
 について
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Ⅹ. 参考資料 

 

参考資料―１－ 

歯科医師法抜粋 

 

第一章 総  則 

 

（歯科医師の任務） 

第一条 歯科医師は，歯科医療及び保健指導を掌ることによって，公衆衛生の向上及び増進に寄与

し，もって国民の健康な生活を確保するものとする。 

 

第二章 免  許 

 

（免許） 

第二条 歯科医師になろうとする者は，歯科医師国家試験に合格し，厚生労働大臣の免許を受けな

ければならない。 

 

（絶対的欠格事由） 

第三条 未成年者，成年被後見人又は被保佐人には，免許を与えない。 

 

（相対的欠格事由） 

第四条 次の各号のいずれかに該当する者には，免許を与えないことがある。 

一 心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定

めるもの 

 二 麻薬，大麻又はあへんの中毒者 

 三 罰金以上の刑に処せられた者 

 四 前号に該当する者を除くほか，医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者 

 

（歯科医籍） 

第五条 厚生労働省に歯科医籍を備え，登録年月日，第７条第１項又は第２項の規定による処分に 

    関する事項その他の歯科医師免許に関する事項を登録する。 
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（登録，免許証の交付及び届出） 

第六条 免許は，歯科医師国家試験に合格した者の申請により歯科医籍に登録することによって行 

う。 

２ 厚生労働大臣は，免許を与えたときは，歯科医師免許証を交付する。 

３ 歯科医師は，厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名，住所（歯

科医業に従事する者については，更にその場所）その他厚生労働省令で定める事項を，当該年の翌

年一月十五日までに，その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出さなければなら

ない。 

 

（意見の聴取） 

第六条の二 厚生労働大臣は，歯科医師免許を申請した者について，第四条第一号に掲げる者に該

当すると認め，同条の規定により免許を与えないこととするときは，あらかじめ，当該申請者にそ

の旨を通知し，その求めがあったときは，厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなけ

ればならない。 

 

（免許の取消，業務停止および再免許） 

第七条 歯科医師が，第三条に該当するときは，厚生労働大臣は，その免許を取り消す。 

２ 歯科医師が第四条各号のいずれかに該当し，又は歯科医師としての品位を損するような行為の

あったときは，厚生労働大臣は，次に掲げる処分をすることができる。 

 １．戒告 

 ２．３年以内の歯科医業の停止 

 ３．免許の取消し 

３ 前２項の規定による取消処分を受けた者（第四条第三号若しくは第四号に該当し，又は歯科医

師としての品位を損するような行為のあった者として前項の規定による取消処分を受けた者にあっ

ては，その処分の日から起算して５年を経過しない者を除く。）であっても，その者がその取消しの

理由となった事項に該当しなくなったとき，その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当

であると認められるに至ったときは，再免許を与えることができる。この場合においては，第六条

第一項及び第二項の規定を準用する。 

４ 厚生労働大臣は，前三項に規定する処分をなすに当っては，あらかじめ医道審議会の意見を聴

かなければならない。 
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第七条の二 厚生労働大臣は，前条第二項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた歯科医師又 

 は同条第三項の規定により再免許を受けようとする者に対し，歯科医師としての倫理の保持又は 

 歯科医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの（以下「 

 再教育研修」という。）を受けるよう命ずることができる。 

２ 厚生労働大臣は，前項の規定による再教育研修を修了した者について，その申請により，再教 

育研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。 

３ 厚生労働大臣は，前項の登録をしたときは，再教育研修修了登録証を交付する。 

４ 前二項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けよう 

とする者は，実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 

５ 前条第十一項から第十八項まで（第十三項を除く。）の規定は，第一項の規定による命令をしよ 

うとする場合について準用する。この場合において，必要な技術的読替は，政令で定める。 

 

第七条の三 厚生労働大臣は，歯科医師について第七条第二項の規定による処分をすべきか否かを 

 調査する必要があると認めるときは，当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報 

 告を徴し，診療録その他の物件の所有者に対し，当該物件の提出を命じ，又は当該職員をして当 

 該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り，診療録その他の物件を検査させることができ 

 る。 

２ 前項の規定により立入検査をしようとする職員は，その身分を示す証明書を携帯し，関係人の 

 請求があったときは，これを提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は，犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

 （政令への委任） 

第八条 この章に規定するもののほか，免許の申請，歯科医籍の登録，訂正及び抹消，免許証の交

付，書換交付，再交付，返納及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で，第七条の二 

第一項の再教育研修の実施，同条第二項の歯科医籍の登録並びに同条第三項の再教育研修修了登録

証の交付，書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 

第三章の二 臨床研修 

 

（臨床研修） 

第十六条の二 診療に従事しようとする歯科医師は，一年以上，歯学若しくは医学を履修する課程

を置く大学に附属する病院（歯科医業を行わないものを除く）又は厚生労働大臣の指定する病院若

しくは診療所において，臨床研修を受けなければならない。 
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２ 厚生労働大臣は，前項の規定により指定した病院又は診療所が臨床研修を行うについて不適当

であると認めるに至つたときは，その指定を取り消すことができる。 

３ 厚生労働大臣は，第一項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは，あらかじめ，

医道審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 第一項の規定の適用については，外国の病院又は診療所で，厚生労働大臣が適当と認めたもの

は，同項の厚生労働大臣の指定する病院又は診療所とみなす。 

 

（研修歯科医の義務） 

第十六条の三 臨床研修を受けている歯科医師は，臨床研修に専念し，その資質の向上を図るよう

に努めなければならない。 

 

（臨床研修修了者の登録） 

第十六条の四 厚生労働大臣は，第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について，

その申請により，臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。 

２ 厚生労働大臣は，前項の登録をしたときは，臨床研修修了登録証を交付する。 

 

（登録手数料） 

第十六条の五 前条第一項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交

付を受けようとする者は，実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 

 

（厚生労働省令の委任） 

第十六条の六 この章に規定するもののほか，第十六条の二第一項の指定，第十六条の四第一項の

歯科医籍の登録並びに同条第二項の臨床研修修了登録証の交付，書換交付及び再交付に関して必要

な事項は，厚生労働省令で定める。 

 

第四章 業  務 

 （歯科医師でない者の歯科医業の禁止） 

第十七条 歯科医師でなければ，歯科医業をなしてはならない。 

 

（名称の使用制限） 

第十八条 歯科医師でなければ，歯科医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 
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（応招義務等） 

第十九条 診療に従事する歯科医師は，治療の求があった場合には，正当な事由がなければ，これ

を拒んではならない。 

２ 診療をなした歯科医師は，診断書の交付の求があった場合は，正当な事由がなければ，これを

拒んではならない。 

 

（無診察治療等の禁止） 

第二十条 歯科医師は，自ら診察しないで治療をし，又は診断書若しくは処方せんを交付してはな

らない。 

 

（処方せんの交付義務） 

第二十一条 歯科医師は，患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には，

患者又は現にその看護に当っている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし，患者

又は現にその看護に当っている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号

の一に該当する場合においては，その限りでない。 

一 暗示的効果を期待する場合において，処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそ

れがある場合 

二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え，その疾病の治療を

困難にするおそれがある場合 

三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合 

四 診断又は治療方法の決定していない場合 

五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合 

六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合 

七 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において，薬剤を投与する場合 

 

（保健指導を行う義務） 

第二十二条 歯科医師は，診療をしたときは，本人又はその保護者に対し，療養の方法その他保健

の向上に必要な事項の指導をしなければならない。 

 

（診療録の記載及び保存） 

第二十三条 歯科医師は，診療をしたときは，遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなけれ

ばならない。 
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二 前項の診療録であって，病院又は診療所に勤務する歯科医師のした診療に関するものは，その

病院又は診療所の管理者において，その他の診療に関するものは，その歯科医師において，五年間

これを保存しなければならない。 

 

（歯科医療等に関する指示） 

第二十三条の二 厚生労働大臣は，公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において，その危

害を防止するため特に必要があると認めるときは，歯科医師に対して，歯科医療又は保健指導に関

し必要な指示をすることができる。 

２ 厚生労働大臣は，前項の規定による指示をするに当っては，あらかじめ医道審議会の意見を聴

かなければならない。
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歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令（抜粋） 

 

歯科医師法（昭和二十三年法律第二百二号）第十六条の四の規定に基づき，及び同法を実施するた

め，歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令を次のように定める。 

 

（趣旨） 

第一条 歯科医師法（以下「法」という）第十六条の二第一項に規定する臨床研修（以下「臨床研

修」という）に関しては，この省令の定めるところによる。 

 

（臨床研修の基本理念） 

第二条 臨床研修は，歯科医師が，歯科医師としての人格をかん養し，将来専門とする分野にかか

わらず，歯科医学及び歯科医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ，一般的な診療において頻繁

に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう，基本的な診療能力を身に付けることのできるもの

でなければならない。 

 

（臨床研修の中断及び再開） 

第十六条 研修管理委員会は，研修歯科医が臨床研修を継続することが困難であると認める場合に

は，当該研修歯科医がそれまでに受けた臨床研修に係る当該研修歯科医の評価を行い，単独型臨床

研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者に対し，当該研修歯科医の臨床研修を中断することを勧

告することができる。 

２ 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は，前項の勧告又は研修歯科医の申出を

受けて，当該研修歯科医の臨床研修を中断することができる。 

３ 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は，研修歯科医の臨床研修を中断した場

合には，当該研修歯科医の求めに応じて，速やかに，当該研修歯科医に対して，当該研修歯科医に

関する次に掲げる事項を記載した臨床研修中断証を交付しなければならない。 

一 氏名，歯科医籍の登録番号及び生年月日 

二 中断した臨床研修に係る研修プログラムの名称 

三 臨床研修を行った臨床研修施設（研修協力施設と共同して臨床研修を行った場合にあっては，

臨床研修施設及び研修協力施設）の名称 

四 臨床研修を開始し，及び中断した年月日 

五 臨床研修を中断した理由 
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六 臨床研修を中断した時までの臨床研修の内容及び研修歯科医の評価 

４ 臨床研修を中断した者は，臨床研修施設に，臨床研修中断証を添えて，臨床研修の再開を申し

込むことができる。この場合において，臨床研修中断証の提出を受けた臨床研修施設が臨床研修を

行うときは，当該臨床研修中断証の内容を考慮した臨床研修を行わなければならない。 

 

（臨床研修の修了） 

第十七条 研修管理委員会は，研修歯科医の研修期間の終了に際し，臨床研修に関する当該研修歯

科医の評価を行い，単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者に対し，当該研修歯科医

の評価を報告しなければならない。この場合において，研修管理委員会は，臨床研修中断証を提出

し臨床研修を再開した研修歯科医については，当該臨床研修中断証に記載された当該研修歯科医の

評価を考慮するものとする。 

２ 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は，前項の評価に基づき，研修歯科医が

臨床研修を修了したと認めるときは，速やかに，当該研修歯科医に対して，当該研修歯科医に関す

る次に掲げる事項を記載した臨床研修修了証を交付しなければならない。 

一 氏名，歯科医籍の登録番号及び生年月日 

二 修了した臨床研修に係る研修プログラムの名称 

三 臨床研修を開始し，及び修了した年月日 

四 臨床研修を行った臨床研修施設（研修協力施設と共同して臨床研修を行った場合にあっては，

臨床研修施設及び研修協力施設）の名称 

３ 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は，前項の規定により臨床研修修了証を 

交付したときは，当該交付の日から起算して一月以内に，臨床研修修了証を交付した研修歯科医の 

氏名及び生年月日を記載した臨床研修修了者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。 

４ 単独型臨床研修施設又は管理型臨床研修施設の管理者は，前項の評価に基づき，研修歯科医が

臨床研修を修了していないと認めるときは，速やかに，当該研修歯科医に対して，理由を付して，

その旨を文書で通知しなければならない。 
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参考資料－２－ 

健康保険法規定抜粋（１） 

 

保険医療の治療方針 

 

１．健康保険法による規定 

 健保法第 43 条ノ６に「保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局においては

調剤に従事する保険薬剤師は，命令の定める所により，健康保険の診療又は調剤に当たるべし」

と規定され，この治療方針を定めたものとして保険医療機関保険医養療担当規則（昭和 32年，厚

生省令第 15 号）が定められている。また，保険医として登録された医師又は歯科医師が社会保険

各法（船保，国公共済，公企体共済，地方共済）に基づく診療又は調剤を行う場合にも，それぞ

れ療養担当規則に定められた方針に従って診療又は調剤に従事しなければならない。これに違反

する場合には健保法第 43 条ノ 13 に基いて登録の取消しが行われることがある 

 

２．国民健康保険法による規定 

 国保法によれば，同法第 40 条に「療養取扱機関において行われる療養の給付に関する準則につ

いては厚生省令で定めるもののほか，健康保険法第 43 条ノ４第１項及び第 43 条ノ６第１項の規

定による命令の例による」と規定され，この条文に基づく省令として特別の定めがないから，国

民健康保険医が国保法に基づく診療又調剤を行う場合にも，保険医療養機関保険医療養担当規則

に定められた治療方針に従って，保険診療を行わなければならない。これに違反する場合には国

保法第 49条に基づいて国民健康保険医の登録を取消されることがある 

 

３．老人保険法による規定 

 老人保険法によれば同法第 26 条に「療養取扱い及び担当に関する基準に従い，医療を取扱いま

たは担当しなければならない」と規定され，この基準を定めたものとして老人保険法の規定によ

る医療の取扱い及び担当に関する基準（昭和 52 年１月 20 日厚生省公示第 14 号）が定められて

いる。保険医が老人保険法に基づく診療又は調剤を行う場合には医療の取扱い及び担当に関する

基準に従って，保険診療を行なわなければならない。これに違反する場合には健保法第 43 条ノ

13号第３号ならびに国保法第 49 条第３号に基づいて登録の取消が行われることがある 
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４．診療の一般的方針 

  保険医療養機関保険医医療担当規則第 12条より第 19 条及び老人保健法の規定による医療の取

扱い及び担当に関する基準第 12 条より第 19 条の保険医としての診療の一般的方針が規定されて

いる 

 

  ○的確な診断 

    「保険医の診療は，一般に医師又は歯科医師として診療の必要があると認められる疾病又は

負傷に対して，的確な診断をもととし，患者の健康の保持増進上妥当適切に行われなければな

らない」（担当規則第 12 条） 

 「保険医の診療，老人の心身の特性に照らし，一般に医師又は歯科医師として診療の必要が認

められる疾病又は負傷に対して，的確な診断をもととし，患者の健康の保持増進上妥当適切に

行われなければならない。この場合において，主として老人慢性疾患の患者を収容する保険医

療機関その他の保険医療機関の長期収容患者に対する診療は，特に漫然かつ画一的なものと

ならないよう配慮して行わなければならない」（担当に関する基準第 12 条） 

  

 ○療養指導 

    「保険医は，診療に当たっては，懇切丁寧を旨とし，療養上必要な事項は理解し易いように

指導しなければならない」（担当規則 13条）（担当に関する基準第 13 条） 

    「保険医は，診療にあたっては，常に医学の立場を堅持して，患者の心身の状態を観察し，

老人の心理が健康に及ぼす影響を十分配慮して，心理的な効果をもあげることができるよう

適切な指導を行わなければならない」（担当に関する基準第 14 条） 

    「保険医は，患者に対し予防衛生及び環境衛生の思想のかん養に努め，適切な指導をしなけ

ればならない」（担当規則 15 条） 

    「保険医は，患者に対し，健康に対する自己責任の意識の養ならびにその者の日常生活及び

家庭環境の的確な把握に努め，本人又は必要に応じその家族等に対し，病状に応じた適切な指

導を行わなければならない」（担当に関する基準第 15 条） 

 

  ○転医及び対診 

    「保険医は，患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるとき，又はその診療に

ついて疑義があるときは，他の保険医療機関へ転医させ，又は他の保険医の対診を求める等診 
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療について適切な措置を講じなければならない」（担当規則第 16条）（担当に関する基準第 16条） 

 

  ○施術の同意 

    「保険医は，患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によって，

みだりに，施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない」（担当規則第 17 条）

（担当に関する基準第 17 条） 

 

  ○特殊療法等の禁止 

   「保険医は，特殊な療法又は新しい療法等については，厚生大臣の定めるもののほか行なっ

てはならない」（担当規則第 18 条）（担当に関する基準第 18条） 

 

  ○使用医薬品及び歯科材料 

  （１）「保険医は，厚生大臣の定める医薬品以外の医薬品を患者に施用し，又は処方してはなら

ない」 

  （２）歯科医師である保険医は，厚生大臣の定める歯科材料以外の歯科材料を歯冠修復及び欠

損補綴において使用してはならない。ただし，別に厚生大臣が定める場合においては，

この限りではない。（別に厚生大臣が定める場合：前歯部の鋳造歯冠修復又は歯冠継続歯

に金合金又は白金加金を使用する場合） 

  （３）保険医が特定承認保険医療機関において行う第５条の２第２項に規定する厚生大臣の承

認を受けた療養については，第２項の規定は適用しない。（担当規則 19 条）（担当に関す

る基準第 19 条） 

 

５．歯科診療の具体的方針 

 歯科診療の具体的方針については保険医療機関担当規則第 21条ノ１から 10 及び老人保健法の

規定による医療の取扱い及び担当に関する基準第 21条ノ１から 10に規定されている。この規定

については診療行為に対する具体的方針であるため，後述の基本診療料及び特掲診料でそれぞれ

の項に規定している。 
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健康保険法規定抜粋（２） 

 

療養の給付の対象となる疾病の範囲 

 

１．保険給付 

   保険給付の対象となるものは，被保険者および被保険者であった者の業務外の事由に因る疾病，

負傷，死亡，分娩であり，併せてその被扶養者の疾病，負傷，死亡，分娩に関しても保険給付が

行われる（健保法第１条） 

 国民健康保険は，被保険者の疾病，負傷，出産または死亡に関して必要な保険給付が行われる

（国保法第２条） 

 老人医療は，70歳以上の者，65 歳以上 70 歳末満の者であって，厚生省令で定めるところによ

り，政令で定める程度の傷害の状態にある旨の当該市町村長の認定を受けた者の疾病または負傷

に関して必要な医療の給付が行われる（老健法第 17条，第 25 条） 

 

２．給付の制限 

 保険者は療養給付の対象たるべき疾病，負傷について， 

 （１）闘争，泥酔または著しい不行跡によって事故を起こしたと認められるとき（健保法第 61

条国保法 61 条，船保法 52条） 

（２）正当な理由がなくて療養に関する指揮に従わないとき（健保法第 63 条，国保法 62 条，船

保法 52 条） 

 （３）詐欺その他不正行為により療養の給付を受けまたは受けようとしたとき（健保法第 64条，

船保法 55条） 

（４）自己の故意の犯罪行為により事故を生じせしめるとき（健保法第 60 条，国保法 60 条，船

保法 51 条）は，保険給付の全部または一部を為さざることを得る規定があり，療養担当者

がこれ等の該当する傷病を取扱った場合には，前記１より３までについて保険者に届け出

ることとなっている（担当規則第 10 条） 
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   〇老人健康法による医療の制限 

  （１）監獄，労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者についてはその期間（老健法

第 36 条） 

    （２）自己の故意の犯罪行為により，又は故意の疾病にかかり，又は負傷した者については

当該疾病又は負傷に関して（老健法第 37 条） 

    （３）闘争，泥酔または著しい不行跡によって疾病にかかり，又は負傷した者については，

当該疾病又は負傷に関し，その全部又は一部（老健法第 38条） 

  （４）正当な理由がなしに医療に関する指揮に従わないときは，医療の一部（老健法第 39 条） 

    （５）正当な理由なしに,第 43条の規定（文書の提出等）による求めるに応ぜず，又は答弁

を拒んだときは医療の全部又は一部（老健法第 40 条）は医療を行わない規定があり，

また保険医療機関は，患者が次の各号のいずれかに該当する場合には，患者居住地を

管轄市町村長に通知することとなっている（担当に関する基準第 10 条） 

     ① 家庭事情等のため退院が困難であると認められたとき 

     ② 闘争,泥酔又は著しい不行跡によって疾病にかかり,又は負傷したと認められたとき 

     ③ 正当な理由なしに医療に関する指示に従わないとき 

     ④ 偽りその他不正の行為によって医療を受け，又は受けようとしたとき 

 

３．第三者行為等による傷害等 

 第三者とは，健康保険の保険者および被害者である被保険者以外の者をいい，その第三者が故

意または過失によって，被保険者の権利を侵害することを第三者行為という。 

 

  〇第三者行為による傷病に対する保険診療 

    第三者行為による傷病については，あくまで加害者が損害賠償責任の度合に応じて医療費を

負担することを原則としているが，これは保険者の給付義務を免除したものではなく，保険者

は，被保険者から損害賠償を受けていないかぎり保険給付を行い，民法上の損害賠償で支払い

できない医療費については負担しなければならないとされているので，保険証の提出があれば

国保やその他の社会保険による診察を行うこと 

 被保険者が第三者から損害賠償を受け，さらに保険給付を受ければ二重の利益を得ることに

なってしまうので，この不合理をなくすために，患者が各保険者に対して「第三者行為届」を

速やかに提出するよう指導する。 
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   〇自賠法との関係 

 第三者行為の大半を占めるのが交通事故である 

この制度は，自動車事故等による負傷の場合は加害者がこの自賠法などによって治療費その

他を支払う制度であるが，これも国保やその他の社会保険による治療すなわち保険証の提出

を求めて診療し「第三者行為届」を各保険者宛に提出するよう指導する。 
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参考資料－３－ 

厚生労働省の歯科医師の卒後臨床研修目標と一般目標 

 歯科医師臨床研修の到達目標について 

（１）歯科医師臨床研修の概要 

歯科医師臨床研修の目標は,患者中心の全人的医療を理解し,すべての歯科医師に求められ

る基本的診療能力（態度,技能及び知識）を身につけ,生涯研修の第一歩とすることである。 

なお，この目標については，施行後５年以内にその施行状況等を踏まえて検討し,見直しを図る。 

 

（２）歯科医師臨床研修のねらい 

① 歯科医師として好ましい態度・習慣を身につけ，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つける。 

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

身につける。 

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。 

 

（３）到達目標 

「基本習熟コース」については,研修歯科医自らが確実に実践できることが基本であり,臨床 

研修臨床研修修了後に習熟すべき「基本習得コース」については頻度高く臨床において経験 

することが望ましいものである。 

 

１ 歯科医師臨床研修 「基本習熟コース」 

一般目標 

個々の歯科医師が患者の立場に立った歯科医療を実践できるようになるために，基本的な歯科診療

に必要な臨床能力を身につける。 
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（１）医療面接 

【一般目標】 

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，態度及び技能を身につけ,実践す

る。 

【行動目標】 

コミュニケーションスキルを実践する。 

病歴（主訴，現病歴，既往歴及び家族歴）聴取を的確に行う。 

病歴を正確に記録する。 

患者の心理・社会的背景に配慮する。 

患者・家族に必要な情報を十分に提供する。 

患者の自己決定を尊重する。（インフォームド・コンセントの構築） 

患者のプライバシーを守る。 

患者の心身における QOL（Quality of Life）に配慮する。 

患者教育と治療への動機付けを行う。 

 

（２）総合診療計画 

【一般目標】 

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能力を身につける。 

【行動目標】 

適切で十分な医療情報を収集する。 

基本的な診察・検査を実践する。 

基本的な診察・検査の所見を判断する。 

得られた情報から診断する。 

適切と思われる治療法及び別の選択肢を提示する。 

十分な説明による患者の自己決定を確認する。 

一口腔単位の治療計画を作成する。 

 

（３）予防・治療基本技術 

【一般目標】 

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。 
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【行動目標】 

① 基本的な予防法の手技を実施する。 

② 基本的な治療法の手技を実施する。 

③ 医療記録を適切に作成する。 

④ 医療記録を適切に管理する。 

 

（４）応急処置 

【一般目標】 

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。 

【行動目標】 

① 疼痛に対する基本的な治療を実践する。 

② 歯，口腔及び顎顔面の外傷に対する基本的な治療を実践する。 

③ 修復物，補綴装置等の脱離と破損及び不適合に対する適切な処置を実践する。 

 

（５）高頻度治療 

【一般目標】 

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。 

【行動目標】 

① 齲蝕の基本的な治療を実践する。 

② 歯髄疾患の基本的な治療を実践する。 

③ 歯周疾患の基本的な治療を実践する。 

④ 抜歯の基本的な処置を実践する。 

⑤ 咬合・咀嚼障害の基本的な治療を実践する。 

 

（６）医療管理・地域医療 

【一般目標】 

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。 
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【行動目標】 

① 保険診療を実践する。 

② チーム医療を実践する。 

③ 地域医療に参画する。 

 

２ 歯科医師臨床研修 「基本習得コース」 

一般目標 

生涯にわたる研修を行うために，より広範囲の歯科医療について知識，態度及び技能を習得する態

度を養う。 

 

（１）救急処置 

【一般目標】 

歯科診療を安全に行うために，必要な救急処置に関する知識，態度及び技能を習得する。 

【行動目標】 

① バイタルサインを観察し，異常を評価する。 

② 服用薬剤の歯科診療に関連する副作用を説明する。 

③ 全身疾患の歯科診療上のリスクを説明する。 

④ 歯科診療時の全身的合併症への対処法を説明する。 

⑤ 一次救命処置を実践する。 

⑥ 二次救命処置の対処法を説明する。 

 

（２）医療安全・感染予防 

【一般目標】 

円滑な歯科診療を実施するために，必要な医療安全・感染予防に関する知識，態度及び技能を習得

する。 

【行動目標】 

医療安全対策を説明する。 

アクシデント及びインシデントを説明する。 

医療過誤について説明する。 

院内感染対策（Standard Precautions を含む。）を説明する。 

院内感染対策を実践する。 
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（３）経過評価管理 

【一般目標】 

自ら行った治療の経過を観察評価するために，診断及び治療に対するフィードバックに必要な知識，

態度及び技能を習得する。 

【行動目標】 

① リコールシステムの重要性を説明する。 

② 治療の結果を評価する。 

③ 予後を推測する。 

 

（４）予防・治療技術 

【一般目標】 

生涯研修のために必要な専門的知識や高度先進的技術を理解する。 

【行動目標】 

① 専門的な分野の情報を収集する。 

② 専門的な分野を体験する。 

③ POS（Problem Oriented System）に基づいた医療を説明する。 

④ EBM（Evidence Based Medicine）に基づいた医療を説明する。 

 

（５）医療管理 

【一般目標】 

適切な歯科診療を行うために，必要となるより広範囲な歯科医師の社会的役割を理解する。 

【行動目標】 

① 歯科医療機関の経営管理を説明する。 

② 常に，必要に応じた医療情報の収集を行う。 

③ 適切な放射線管理を実践する。 

④ 医療廃棄物を適切に処理する。 

 

（６）地域医療 

【一般目標】 

歯科診療を適切に行うために，地域医療についての知識，態度及び技能を習得する。 
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【行動目標】 

① 地域歯科保健活動を説明する。 

② 歯科訪問診療を説明する。 

③ 歯科訪問診療を体験する。 

④ 医療連携を説明する。 


