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令和２年 2 月 4 日  

 

 

広島大学歯学部歯科衛生士教育研修センター  

キックオフシンポジウムを 2 月８日（土）に開催します  

 

広島大学歯学部は、本年度厚生労働省受託事業（歯科衛生士技術修練部門初度

整備・運営による検証事業一式）の実施団体に採択されたことを機に、歯科衛生

士の臨床能力向上と復職に関する支援及び離職防止の推進を図ることを目的に、

2019 年７月に本学部の附属施設として「歯科衛生士教育研修センター」を設

置しました。  

このたび、センター開設を記念して、歯科衛生士の復職支援と離職予防に関す

るシンポジウムを開催します。シンポジウム終了後には、センターの見学ツアー

も予定しています。再就職を希望する歯科衛生士の方、スキルアップしたい新人

歯科衛生士の方、子育て中で歯科衛生士のお仕事から離れている方などのご参加

をお待ちしております。  

 

 

 

【日時】令和２年２月８日（土）  

 

 

【場所】広島大学歯学部（霞キャンパス）  

    研究棟 B １階  第６講義室  

    （〒734-8553 広島市南区霞１－２－３）  

 

 

●シンポジウム  １３：００～１６：００  

基調講演  

「歯科保健医療の動向と歯科衛生士を取り巻く状況」  

     厚生労働省医政局歯科保健課  課長補佐  小嶺  祐子  

 

講演１  

「歯科衛生士は一生の仕事！～新人歯科衛生士のデビューから  

復帰まで応援します～」  

公益社団法人日本歯科衛生士会  会長  武井  典子  

 

講演２  

「歯科衛生士総合研修センターにおける研修状況と課題」  

     東京医科歯科大学歯科衛生士総合研修センター  副センター長  品田佳世子  

 

広島大学広報グループ  

〒 739-8511 東広島市鏡山 1-3-2 

TEL： 082-424-3701 FAX： 082-424-6040 

E-mail：koho@office.hiroshima-u.ac.jp 



 

  講演３  

   「大阪歯科大学歯科衛生士研修センターにおける取り組み」  

     大阪歯科大学歯科衛生士研修センター  センター長  山本  一世  

 

   「広島大学歯学部歯科衛生士教育研修センター紹介」  

     広島大学歯学部歯科衛生士教育研修センター センター長  竹本  俊伸  

 

    パネルディスカッション  

 

 

●センター見学ツアー  １６：００～１６：３０  

 

 

 

【参加費】無料  （参加申し込み不要）  

 

 

 
【お問い合わせ先】  

広島大学歯学部歯科衛生士教育研修センター  

TEL：082-257-１９５３   FAX：082-２５７-５９４５  

E-mail：dhe@hiroshima-u.ac.jp 

 

発信枚数：A４版  6 枚（本票含む）  

 

tel:082-257-
mailto:dhe@hiroshima-u.ac.jp


 

 

広島大学歯学部歯科衛生士教育研修センター 

 厚生労働省受託事業として、広島大学歯学部に歯科衛生士教育研修センターが 

開設されました。センター開設を記念して、歯科衛生士の復職支援と離職予防に関す

るシンポジウムを開催します。またセンターの見学ツアーも企画しています。 

 再就職を希望する歯科衛生士の方や、スキルアップしたい新人歯科衛生士の方、

子育て中で歯科衛生士のお仕事から離れている方などお気軽にご参加ください。 

問い合わせ先 

広島大学歯学部歯科衛生士教育研修センター 
TEL：082-257-1953 FAX：082-257-5945 

E-mail： dhe@hiroshima-u.ac. jp 
ホームページ：https://www.hiroshima-u.ac.jp/dent/about/ 

Affiliated_Institutions/Center_for_Dental_Hygienists_Education_and_Training 

日時 

会場 

参加

料 

令和２年２月８日（土） 

 

無料（申込不要） 

キックオフシンポジウム開催 

広島大学歯学部第 6 講義室 

(研究棟 B-1F) 

13：00〜16：00 シンポジウム 

16：00～16：30  センター見学ツアー 

 

厚生労働省受託事業  

歯科衛生士技術修練部門初度整備・運営による検証事業一式 

 

研究棟 B	
 

後援：公益社団法人日本歯科衛生士会 

 本シンポジウムは、日本歯科衛生士会第５次生涯研修制度における特別研修（１単位）、

認定更新生涯研修（３単位）に指定されています。 



 

 

 

日時：令和 2 年 2 月 8 日（土）  時間：13：00～16：30 

会場：広島大学歯学部第 6 講義室（研究棟 B-1F） 

厚生労働省受託事業    歯科衛生士技術修練部門初度整備・運営による検証事業一式 

広島大学歯学部歯科衛生士教育研修センター 
 

キックオフシンポジウム 

広島大学歯学部歯科衛生士教育研修センター紹介 

広島大学歯学部  
 学部長 加藤功一 

プログラム 

開会のあいさつ  

厚生労働省医政局歯科保健課  
 課長補佐 小嶺祐子 

基調講演  
歯科保健医療の動向と歯科衛生士を取り巻く状況 

公益社団法人日本歯科衛生士会  
 会長 武井典子 

講演 1   
歯科衛生士は一生の仕事！ 
～新人歯科衛生士のデビューから復帰まで 
応援します～ 

東京医科歯科大学 
歯科衛生士総合研修センター  
       副センター長 品田佳世子 

講演 2    
歯科衛生士総合研修センターにおける 
研修状況と課題 

大阪歯科大学 
歯科衛生士研修センター 

センター長 山本一世 

講演 3    
大阪歯科大学歯科衛生士研修センターにおける 
取り組み 

広島大学歯学部 
歯科衛生士教育研修センター  
     センター長 竹本俊伸 

広島大学歯学部 
歯科衛生士教育研修センター  
   副センター長 内藤真理子 

16:00～16:30  センター見学ツアー 

閉会のあいさつ 

パネルディスカッション 

13:00～16:00  シンポジウム 



本センターでは、新人歯科衛生士の臨床能力の向上と就業相談やフォローアップを行い就業の継続をサポートします。
また、再就業を希望する歯科衛生士の復職支援研修を行うことにより、
再就業に必要な技術の修得を図ることを目的としています。 

●全身疾患と口腔衛生管理
●コミュニケーション
●カウンセリングスキル（医療面接）
●感染予防対策
●医療安全管理
●救命救急処置技術
●リラクセーション技法
●口腔衛生指導

●エックス線撮影方法
●口腔内写真撮影
●プロービング ・エキスプローリング
●シャープニング
●スケーリング・ルートプレーニング
●PMTC
●インプラントメインテナンス
●口腔機能低下症

●口腔衛生管理（粘膜清掃）
●摂食嚥下リハビリテーション
●在宅訪問時の口腔健康管理
●大学病院専門歯科診療科見学
●周術期口腔機能管理見学
●歯科医院見学
●高齢者施設見学
●在宅訪問実施歯科医院見学　　他

充実したカリキュラムの中から、自分に必要な講義・実習を選択できます。
 

厚生労働省受託事業(歯科衛生士技術修練部門初度整備・運営による検証事業一式)

広島大学歯学部
歯科衛生士教育研修センター

続けよう

歯科衛
生士 復帰しよ

う

歯科衛
生士

一生の仕
事に

しよう
歯科衛

生士

講
習
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
例

新卒で勤めているけど、もう少し知識と技術を身に付けたい、
もう一度歯科衛生士として働きたいけどブランクがあって不安だ、
そんな不安や悩みがある方を、当センターはサポートします。



＊歯科衛生士の有資格者で以下を希望する方       
＊職場復帰を考えているが不安がある方       
＊専門知識と技術をもう一度学びたい方 
＊就業に関する不安や悩みのある方

＊個人の希望日時を考慮した研修プログラムを作成します。       
＊経験に応じた臨床実践能力を強化する研修を計画します。       
＊充実した技術トレーニングを設定します。      
＊就業に関する相談に応じます。 

研修対象者

修了条件を満たした方に修
了証を授与します。

修了式STEP

5研修開始STEP

4

必要書類の提出。個人の希望を考慮した個別の
研修プログラムを作成するため、希望の講義や
受講可能な日時を伺います。平日17時以降、土日
も相談により対応できます。

面談STEP

2

研修についての説明会を開催します。

オリエンテーション（研修説明会）STEP

3

申込期間中に、E-mail dhe@hiroshima-u.ac.jp にお名前と研修申し込み希望の旨をメールしてください。（申込期間中でも、
定員に達した場合は、受付を終了させていただく場合があります。）申込確認後、必要書類をお送りします。また、面談日を調
整します。

申し込みSTEP

1

［  臨床研修  ］ ［  eラーニング ］

［  基礎実習  ］

マネキンやAEDなどを用いた、実践的なトレーニング

大学病院歯科診療科や歯科医院、
高齢者施設などでの見学実習

［  講  義  ］

充実した講義科目、
少人数での講義

［  相互実習  ］

超音波スケーラーや
PMTCなど臨床手技の習得

講義によっては
ビデオ学習も可能

研修の流れ

研修の特徴

〒734-8553 広島市南区霞1-2-3  広島大学霞キャンパス研究棟 B-１階
Tel.082-257-1953（受付時間／平日 9-12 時、13-17 時） Fax.082-257-5945  E-mail:dhe@hiroshima-u.ac.jp 
https://www.hiroshima-u.ac.jp/dent/about/Affiliated_Institutions/Center_for_Dental_Hygienists_Education_and_Training

広島大学歯学部歯科衛生士教育研修センター
お問い合わせ

面接風景 オリエンテーション風景


