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【臨床研修プログラムの名称及び研修病院の型】 

１． 青森県立中央病院歯科医師臨床研修プログラム 

 ２．管理型臨床研修施設であり、地域医療研修は協力型（Ⅱ）臨床研修施設で行われる。 

   なお、本院は（公社）日本口腔外科学会の認定研修施設である。 

 

【施設の概要】 

  管理型臨床研修施設 

    施設名                  青森県立中央病院 

    所在地                  青森県青森市東造道二丁目１－１ 

    臨床研修施設長          院長 藤野 安弘 

    研修プログラム責任者    歯科口腔外科部長 星名 秀行 

               

【研修管理委員会の名称】     

青森県立中央病院研修管理委員会（歯科） 

※プログラムの管理運営をする機関として、プログラムの内容検討、教育機器の整備、研修記録の検討・

評価など臨床研修及び歯科臨床研修全般に関する事項を管理、統括している。 

 

【研修歯科医師の募集定員と勤務時間】 

 １）募集定員   ２名 

  ２）勤務時間      午前８時１５分から午後４時４５分まで 

 

【研修プログラムの目的】 

 歯科医師の卒後臨床研修を通じて、到達目標としての知識、態度、技能、および研鑽を積み、さらに、患

者に信頼される歯科医師の育成を目指す。 

 

【研修プログラムの特徴】 

県の基幹病院の特徴を生かした研修プログラムである。 

1年次 一般歯科診療、口腔外科ベーシックコース など 

2年次 口腔外科アドバンスコース、インプラント治療、骨増生、麻酔科研修 など 
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【研修方法、内容】  

  １ 基本方針 

      臨床研修歯科医師は当院の日常診療業務において、漸進的な責任を課され、勤務を通じて研修、研鑽

する。臨床研修歯科医師は歯科口腔外科及び院内の各種講習会等に参加して研修する。 

 ２ 研修期間、内容 

   １年次：初期研修（一般歯科治療、口腔外科外来、入院治療） 

２年次：後期研修（全身管理を主体とした口腔外科治療、インプラント治療、手術管理、麻酔科研修） 

 ３ 教育、研修に関する行事 

     手術カンファレンス（週１回）、入院患者カンファレンス（週１回） 

 院内症例報告会参加、発表（年２回）、学会発表 

 ４ 評価と記録 

    １）個別的目標への到達度合を臨床研修歯科医師および指導歯科医師が評価する。 

    ２）研修症例のうち２症例の詳細な症例報告を作成し、院内または学会発表する。 

  ３）研修報告書を作成する。 

  ４）手術記録を作成する。 

   

【プログラム修了の認定】 

   研修管理委員会において評価表、研修記録などからの評価、研修到達度を確認して総括的に評価する。

病院長は、その評価に基づいて当該研修医に対して研修修了の認定を行い、研修修了証を交付する。 

   

【研修修了後の資格】 

本院の歯科医師臨床研修プログラムの研修修了者は、（公社）日本口腔外科学会の認定医、専門医育成

期間としての研修認定の資格を有する。 

 

【研修医の処遇】 

１）身  分  ： 県職員（有期の常勤職員） 

２）給  与  ： （令和３年度現在） 

１年次（９月まで） 月額３５４，７００円 

（10月から）  月額３８６，５００円 

            ２年次       月額３９２，５００円 

３）手   当  ：（２年次以降支給） 期末勤勉手当、扶養手当、住居手当 等 

４）宿 日 直  ：無 

５）時間外勤務 ：有 

６）研修医室  ：無（歯科医局内）          

７）休   暇  ：週休２日 有給休暇１５日（初年度） 夏季休暇・年末年始休暇等 

  ８）社会保険  ：地方職員共済組合加入 
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９）賠償責任保険：病院加入、個人加入任意 

 １０）宿  舎  ：公舎及び独身寮有り 

  １１）健康管理  ：健康診断 年１回 

１２）研修活動  ：学会参加可、出張旅費を支給（上限あり） 

 

  【出願手続】 

    １）応募資格：来春歯科医師免許取得見込の者 

  ２）出願締切：当院 HPをご参照ください。 

  ３）出願書類：研修申込書（募集要項巻末綴じ込み）、履歴書（募集要項巻末綴じ込み）、      

    大学卒業（見込）証明書１通、大学の成績証明書１通、健康診断書１通 

    ４）選考方法：書類審査及び面接 

  ５）選考時期：当院 HPをご参照ください。 

  ６）内定者への連絡方法：マッチングの結果で内定が決定次第文書にて通知する。 

  ７）令和 4年度採用人数：２名 

  ８）研修開始月日：令和４年４月 

  ９）応募・連絡先： 〒030-8553 青森市東造道二丁目 1 番 1 号 

                      青森県立中央病院  総務課 （電話 017-726-8315） 

                 E-mail：kenbyo@pref.aomori.lg.jp 

                 URL: http://aomori-kenbyo.jp/ 

 

 

http://aomori-kenbyo.jp/
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【到達目標】 

A. 歯科 医師としての基本的 価値観（プロフェッショナリズム） 

１．社会的使命と公衆衛生への寄与 

２．利他的な態度 

３．人間性の尊重 

４．自らを高める姿勢 

 

 

B. 資質・能力 

１．医学・医療における倫理性 

２．歯科医療の質と安全の管理 

３．医学知識と問題対応能力 

４．診療技能と患者ケア 

５．コミュニケーション能力 

６．チーム医療の実践 

７．社会における歯科医療の実践 

８．科学的探究 

９．生涯にわたって共に学ぶ姿勢 

 

 

C. 基本的診療業務 

   A、Bの到達目標を踏まえて、以下のように、到達目標、研修内容、方法、目標症例数を示す。 

C.基本的診療業務 研修内容、方法 目標症例数など 

 1.基本的診療能力等     

(1)基本的診察･検査･診断･診療計画     

①  患者の心理的・社会的背景を考慮した上で、

適切に医療面接を実施する。 

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付け実践す

る。 初診患者の医療面接を行い、

カルテに記載する。治療方針を説

明し、患者へのインフォームドコ

ンセントを行う。 上級歯科医・指

導歯科医が研修医に患者を配当

し、研修医は上級歯科医・指導歯

科医の指導の下、実際に新患患者

目標達成の基準とし

て合計 10 例以上経験

していることが必要。 

②  全身状態を考慮した上で、顎顔面及び口腔内

の基本的な診察を実施し、診察所見を解釈す

る。 

  

③  診察所見に応じた適切な検査を選択、実施し、

検査結果を解釈する。 

  

④  病歴聴取、診察所見及び検査結果に基づいて

歯科疾患の診断を行う。 
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⑤  診断結果に基づき、患者の状況・状態を総合

的に考慮した上で、考え得る様々な一口腔単位

の 診療計画を検討し、立案する。 

の医療面談を行う。   

⑥  必要な情報を整理した上で、わかりやすい言

葉で十分な説明を行い、患者及び家族の意思決

定 を確認する。 

  

      

（２） 基本的臨床技能等     

①  歯科疾患を予防するための口腔衛生指導、基

本的な手技を実践する。 

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。上級歯

科医・指導歯科医が研修医に患者

を配当し、研修医は医療面接から

必要な検査を実施し、診断と治療

法を計画し、患者に説明し口腔衛

生指導、基本的な手技を実践する。 

  

②  一般的な歯科疾患に対応するために必要とな

る基本的な治療及び管理を実践する。 a.歯の

硬組織疾患 b.歯髄疾患 c.歯周病 d.口腔外科

疾患 e.歯質と歯の欠損 f.口腔機能の発達不

全、口腔機能の低下など、以下のカリキュラム

を行う。 

研修医は上級歯科医・指導歯科医

の指導の下、治療を行う。      

また、指導歯科医は研修医の進捗

状況を把握し、不足している症例

がある場合には、指導歯科医等の

患者の症例を配当する。 

目標達成の基準とし

て合計 15症例以上経

験していることが必

要。ただし、ⅰ）から

ⅴ）まで最低２例以上

経験していることが

必要。 

ⅰ）う蝕の基本的な治療を実践する。 修復処置（レジン・インレー）   

ⅱ）歯髄疾患の基本的な治療を実践する。 抜髄処置・感染根管治療   

ⅲ）歯周疾患の基本的な治療を実践する。 １）歯科保健指導   

２）歯周検査   

３）スケーリング､ルートプレーニング   

ⅳ）抜歯の基本的な処置を実践する。 １）乳歯抜歯   

２）永久歯抜歯   

３）埋伏智歯抜歯   

ⅴ)咬合･咀嚼障害の基本的な治療を実践する。 １）歯冠補綴   

２）部分床義歯   

３）全部床義歯   
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③  基本的な応急処置を実践する。 一般的な歯科疾患の応急処置に対

応するため、疼痛への対応方法、

歯、口腔、顔面外傷に対する簡単

な処置および縫合、歯科疾患とし

て修復物脱離や補綴物破損に対す

る処置を実践する。 

目標達成の基準とし

て合計 10例以上経験

していることが必要。 

 
 

④  歯科診療を安全に行うために必要なバイタル

サインを観察し、全身状態を評価する。 

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  診療に関する記録や文書（診療録、処方せん、

歯科技工指示書等）を作成する。 

医療記録を適切に作成・管理する。   

⑥ 医療事故の予防に関する基本的な対策につい

て理解し、実践する。 

医療安全・感染予防セミナーへの

参加、文献検索、レポート作成、

通常診療業務での学習 上級歯科

医・指導歯科医が研修医に、医療

安全・感染予防の学習機会を与え

るとともに、通常診療業務を通じ、

医療安全・感染予防に関する指導

を行う。 

 

      

（３） 患者管理     

①  歯科治療上問題となる全身的な疾患、服用薬

剤等について説明する。 

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。患者の全身状態

を把握し安全な歯科治療を行

う。また、歯科治療上の問題点

を説明し、偶発症の発症時には

適切な対応を行う。上級歯科医

目標達成の基準とし

て合計１0例以上経験

していることが必要。 ②  患者の医療情報等について、必要に応じて主

治の医師等と診療情報を共有する。 

③  全身状態に配慮が必要な患者に対し、歯科治

療中にバイタルサインのモニタリングを行う。 

④ 歯科診療時の主な併発症や偶発症への基本的

な対応法を実践する。 
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・指導歯科医が研修医に患者を

配当し、研修医は上級歯科医・

指導歯科医の指導の下、患者管

理を行う。 

⑦  入院患者に対し、患者の状態に応じた基本的

な術前・術後管理及び療養上の管理を実践す

る。  (選択項目 A） 

上級歯科医・指導歯科医が研修医

に患者を配当し、研修医は上級歯

科医・指導歯科医の指導の下、患

者管理を行う。 

(選択項目A,B,C)の中

から必ず 1項目以上

選択すること 

 
   

（４） 患者の状態に応じた歯科医療の提供     

①  妊娠期、乳幼児期、学齢期、成人期、高齢期

の患者に対し、各ライフステージに応じた歯科

疾 患の基本的な予防管理、口腔機能管理につ

いて理解し、実践する。 

各年齢層の患者の状態の情報を収

集する。担当患者に沿った、治療

法の立案を行い、必要に応じ、他

の歯科医にコンサルテーションを

行う。上級歯科医・指導歯科医が

研修医に患者を配当し、研修医は

上級歯科医・指導歯科医の指導の

下、患者管理を行う。 

  
②  各ライフステージ及び全身状態に応じた歯科

医療を実践する。 

③  在宅療養患者等に対する訪問歯科診療を経験

する。（選択項目 B） 

歯科訪問診療を体験する。 
  

④  障害を有する患者への対応を実践する。  

（選択項目 C） 

上級歯科医・指導歯科医が研修医

に患者を配当し、研修医は上級歯

科医・指導歯科医の指導の下、患

者管理を行う 

 

C.基本的診療業務       

２．歯科医療に関連する連携と制度の理解等     

(1) 歯科専門職の連携     

① 歯科衛生士の役割を理解し、予防処置や口腔衛

生管理等の際に連携を図る。 

チーム医療を実施する。歯科衛生

士、看護師、歯科技工士、医療補

助者とコミュニケーションを密に

して診療を行う。上級歯科医・指

導歯科医が研修医に患者を配当

し、研修医は上級歯科医・指導歯

科医の指導の下、保健診療・チー

ム医療を行う。 

  

② 歯科技工士の役割を理解し、適切に歯科技工指

示書を作成するとともに、必要に応じて連携を

図る。 

  

③ 多職種によるチーム医療について、その目的、

各職種の役割を理解した上で、歯科専門職の役

割を理解し、説明する。 
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(2) 多職種連携、地域医療     

① 地域包括ケアシステムについて理解し、説明す

る。 

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。研修

歯科医師は上級歯科医・指導歯科

医の指導の下、保健診療・チーム

医療を行う。地域診療を経験する。 

  

② 地域包括ケアシステムにおける歯科医療の役

割を説明する。 
  

③ 在宅療養患者や介護施設等の入所者に対する

介護関係職種が関わる多職種チームについて、

チームの目的を理解し、参加する。（選択項目

D） 

多職種チームと連携の連携を図

り、参加する 

「歯科医療に関連す

る連携と制度の理解

等」のうち（選択項目

D-N）から 2項目以上

選択し、少なくとも

(2)多職種連携、地域

医療の項目を含むも

のとする。 

④ 訪問歯科診療の実施にあたり、患者に関わる医

療・介護関係職種の役割を理解し、連携する。  

（選択項目 E） 

歯科訪問診療を体験する。 

  

⑤ 離島やへき地における地域医療を経験する。 

（選択項目 F） 

地域医療に関しては地域研修協力

施設において僻地医療を経験す

る。 

  

⑥ がん患者等の周術期等口腔機能管理において、

その目的及び各専門職の役割を理解した上で、

多職種によるチーム医療に参加し、基本的な口

腔機能管理を経験する。（選択項目 G） 

チーム医療を実施する。歯科衛生

士、看護師、歯科技工士、医療補

助者に加えて、他職種とのコミュ

ニケーションを密にして診療を行

う。 

 

⑦ 歯科専門職が関与する多職種チーム(例えば栄

養サポートチーム、摂食嚥下リハビリテーショ

ンチーム、口腔ケアチーム等)について、その

目的及び各専門職の役割を理解した上で、チー

ム医療に参加し、関係者と連携する。    

（選択項目 H） 

 

⑧ 入院患者の入退院時における多職種支援につ

いて理解し、参加する。（選択項目 I） 
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(3) 地域保健 

① 地域の保健・福祉の関係機関、関係職種を理解

し、説明する。 

地域歯科保健活動を学習し、理解

する 
  

② 保健所等における地域歯科保健活動を理解し、

説明する。 

③ 保健所等における地域歯科保健活動を経験す

る。（選択項目 J） 

地域歯科保健活動を経験する。 （選択項目 J,K） 

④ 歯科健診を経験し地域住民に対する健康教育

を経験する。（選択項目 K） 

  

(4) 歯科医療提供に関連する制度の理解   

① 医療法や歯科医師法をはじめとする医療に関

する法規及び関連する制度の目的と仕組みを

理解し、説明する。（選択項目 L） 

医療に関する法規及び関連する制

度の目的と仕組みを理解し、遵守

・実践する。 

（選択項目 L,M,N） 

② 医療保険制度を理解し、適切な保険診療を実践

する。（選択項目 M） 

医療保険制度を理解し、適切な保

険診療を実践する。 
  

③ 介護保険制度の目的と仕組みを理解し、説明す

る。（選択項目 N） 

護保険制度の目的と仕組みを理解

する。 
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【具体的な研修カリキュラム】 

Ⅰ 期間割と臨床研修歯科医師配置 

 １）期間割、内容 

    1 年次：一般歯科治療、口腔外科外来、入院管理、有病者歯科治療、障害児者治療、救急患者治療

を主体とする。 

2 年次：1 年次プログラム内容に加え、口腔外科アドバンスコース、インプラント治療、骨増生、隣

接医学各科の手術見学、麻酔科での全身麻酔研修など、多方面における研修が可能である。 

 

  ２）配   置 

      歯科口腔外科外来、病棟、中央手術室及び協力型（Ⅱ）臨床研修施設で研修を行う 

 

Ⅱ 到達目標と研修内容（1年次プログラム） 

  １）診断学 

      ①POS、EBM に基づいた病歴のとりかた（患者の訴えから正確な情報をつかみ詳細に記録する）       

②診断に必要な検査項目の選択 

   ③主訴に対する正確な診断と全身状態の把握 

   ④検査データの読み方考え方 

 ２）歯科補綴学 

      ①補綴部位の解剖学的、生理学的状況の診断 

   ②義歯作製（各段階）の習得 

   ③歯冠補綴・ブリッジ作製の習得 

 ３）歯科保存学 

      ①充填処置の習得 

   ②歯内療法処置の熟練 

 ４）歯周病学 

      ①歯周組織の検査と歯周病の診断 

   ②歯周病の治療計画の作成 

   ③歯周病治療の習得 

 ５）小児歯科学 

   ①小児に対する歯科治療の習熟 

 ６）予防歯科学 

    ①刷掃指導の習熟 

   ②フッ素塗布、予防填塞の習得 

７） 口腔外科学 

①抜歯術、縫合術の習得 

②口腔内消炎手術の習得 
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③口腔外科疾患の見学と治療体系の習得 

   ④口腔腫瘍の病理組織学検索の研修 

 ８）歯科インプラント学 

   ①インプラント治療の見学研修 

   ②骨増生手術の見学研修 

 ９）歯科薬物学 

   ①症状、病態にあわせた投薬の習熟 

 10）歯科麻酔学 

   ①局所麻酔、伝達麻酔の習熟 

   ②全身麻酔の見学、研修 

 11）有病者歯科治療の研修 

 12）歯科健康診断の研修 

 13）救急医療の研修 

 14）地域歯科医療の研修（協力型（Ⅱ）臨床研修施設での研修） 

   ①地域歯科保健の研修 

   ②訪問歯科治療の研修 

   ③小児に対する歯科治療の研修 

 15）その他 

      ①診療録、診療情報提供用紙、診断書等の作成 

   ②診療態度の確立（歯科医師としての診療姿勢、患者への配慮、インフｵームド・コンセント、同意

書の取得） 
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Ⅲ 到達目標と研修内容（2年次プログラム） 

 １）各種検査の指示及びデータの分析 

   ①Ｘ線検査（ＣＴ、ＭＲＩ、PET-CT含む） 

      ②血液検査 

   ③細菌検査 

   ④病理組織検査 

   ⑤生理学的検査 など 

 ２）研修内容 

   ①伝達麻酔法 

   ②有病者歯科治療における対応（バイタルサインの観察と評価、検査所見の評価、服用薬剤の評価と

対処、リスクの説明、主治医との連携） 

      ③歯周病の系統的治療 

   ④口腔内消炎手術（膿瘍切開、歯肉弁切除） 

⑤口腔内小手術（歯槽骨整形術、小帯整形手術、縫合術他）の計画的実施 

   ⑥埋状歯抜歯および嚢胞摘出術の執刀 

   ⑦インプラント、骨増生のコンピューターシミュレーション 

   ⑧インプラント埋入、補綴のハンズオン 

   ⑨顎関節症の系統的治療 

   ⑩咬合誘導 

   ⑪口腔外科手術の前準備、執刀、入院周術期管理 

   ⑫ショックの救急処置（一次救命処置の実践） 

 ３）その他 

① 全身状態の把握と関連他科との連携 

② 他の医療従事者との連携 

③ リスクマネージメントの実践  

④隣接医学各科の手術見学研修 

   ⑤麻酔科に配属して全身麻酔研修、実践 

 

Ⅳ 評価と記録 

 １）研修評価（自己評価、指導医評価、多職種パラメディカル評価） 

 ２）歯科臨床研修報告書（学会参加発表の記録、研修医症例報告会の発表記録、 

研修会の参加記録、投稿論文等を記載） 

 ３）手術記録（自ら行った手術の一覧表） 

  


