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広島大学病院の理念 

私たちは，国民の健康と福祉の向上のために， 

次の理念を掲げています。 

全人的医療の実践 

優れた医療人の育成 

新しい医療の探求 
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令和 4年度 広島大学病院歯科医師臨床研修の到達目標 

広島大学病院歯科医師臨床研修の目標は，患者中心の全人的医療及び包括的歯科医療を理解し，全ての

歯科医師に求められる基本的な臨床能力（態度，技能及び知識）を身に付け，歯科医師としてのキャリア

デザイン並びに歯科医療についての質の保証及び継続的向上を図るために，卒後及び生涯を通じて研修を

行うことにある。 

一般目標（GIO）: 

１．法に基づく歯科医師臨床研修（１年）： 

患者中心の全人的医療並びに包括的歯科医療を理解し，歯科医師のプロフェッショナリズムを涵養す

るために，キャリアデザイン（生涯研修）の第一歩として，全ての歯科医師に求められる基本的な臨

床能力（態度，技能及び知識）を習得する。 

２．専門研修 レジデントコース（４年～６年）： 

１） アカデミックレジデントコース（１年次～４年次） 

対象：大学院博士課程に進学し，専門医（認定医）資格の取得を目指すもの。 

G I O：法に基づく歯科医師臨床研修修了後，将来の患者中心の全人的医療，包括的歯科医療，専

門歯科医療の専門歯科医となるために，患者中心の全人的医療，包括的歯科医療，専門歯

科医療の基本的能力（態度，技能及び知識）を習得する。 

２）シニアレジデントコース（５年次） 

対象：アカデミックレジデントコース修了者など。 

G I O：アカデミックレジデントコース修了後，患者中心の専門歯科医療の実践と，それらの専門

歯科医・指導歯科医（臨床インストラクター）となるために，１．包括的総合歯科医療並

びに専門歯科医療，２．臨床教育技法，についての臨床能力と教育能力（態度，技能及び

知識）を習得する。 

３）チーフレジデントコース（６年次） 

対象：シニアレジデントコース修了者。 

G I O：シニアレジデントコース修了後，患者中心の専門歯科医療の実践と，それらの専門歯科医・

指導歯科医（臨床インストラクター）の資格を取得するために，１．包括的総合歯科医療

並びに専門歯科医療，２．臨床教育技法，について高度な臨床能力と教育能力（態度，技

能及び知識）を習得する。 

３．生涯研修（研修登録医） 

患者中心の歯科医療についての質の保証と継続的向上を図るために，生涯を通じて，高度な包括的総

合歯科医療及び専門歯科医療についての臨床能力（態度，技能及び知識）を習得する。 
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広島大学病院 歯科医師臨床研修プログラム概要図 

選考試験 

臨床研修 

（56人） 

１年 

Ａ 

かかりつけ歯科 

研修プログラム 

（18人） 

管理型研修 

Ｂ 

病院総合歯科・先端歯科 

研修プログラム 

（38人） 

単独型研修 

研修評価   修了認定 

専門研修・ 

アカデミック

レジデントコース

1～4年次： 

各 30名程度 

（クリニカルスタッフ） 

地域基盤歯科研修プログラム 

病院歯科研修プログラム 

発達・発育歯科研修プログラム 

歯内・歯周・審美・修復歯科研修プログラム 

研修評価  修了認定 

専門研修・ 

シニアレジデントコース

５年次：30名程度

（シニアレジデント）

地域基盤歯科研修プログラム 

病院歯科研修プログラム 

発達・発育歯科研修プログラム 

歯内・歯周・審美・修復歯科研修プログラム 

研修評価  修了認定 

専門研修・ 

チーフレジデントコース

６年次：10名程度

（チーフレジデント）

地域基盤歯科研修プログラム 

病院歯科研修プログラム 

発達・発育歯科研修プログラム 

歯内・歯周・審美・修復歯科研修プログラム 

研修評価  修了認定 

大学院 

医系科学研究科 

博士課程 
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歯科医師臨床研修（1年） 歯科研修医

専門研修１年次 大学院１年 シニアレジデントコース 歯科診療医

専門研修２年次 大学院２年 クリニカルスタッフ

専門研修３年次 大学院３年 クリニカルスタッフ

専門研修４年次 大学院４年 クリニカルスタッフ

専門研修５年次 チーフレジデントコース 歯科診療医

法に基づく歯科医師臨床研修（1年） 歯科研修医

専門研修１年次 大学院１年 アカデミックコース クリニカルスタッフ

専門研修２年次 大学院２年 クリニカルスタッフ

専門研修３年次 大学院３年 クリニカルスタッフ

専門研修４年次 大学院４年 クリニカルスタッフ

専門研修５年次 チーフレジデントコース 歯科診療医

法に基づく歯科医師臨床研修（1年） 歯科研修医

専門研修１年次 大学院１年 アカデミックコース クリニカルスタッフ

専門研修２年次 大学院２年 アカデミックコース クリニカルスタッフ

専門研修３年次 大学院３年 クリニカルスタッフ

専門研修４年次 大学院４年 クリニカルスタッフ

専門研修５年次 チーフレジデントコース 歯科診療医

法に基づく歯科医師臨床研修（1年） 歯科研修医

専門研修１年次 大学院１年 アカデミックコース クリニカルスタッフ

専門研修２年次 大学院２年 アカデミックコース クリニカルスタッフ

専門研修３年次 大学院３年 アカデミックコース クリニカルスタッフ

専門研修４年次 大学院４年 クリニカルスタッフ

専門研修５年次 チーフレジデントコース 歯科診療医

年度別　新専門研修プログラム移行の経過

R３年度
まで

R４年度

R５年度

R６年度

青字：旧研修プログラム
赤字：新研修プログラム
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法に基づく歯科医師臨床研修（1年） 歯科研修医

専門研修１年次 大学院１年 アカデミックコース クリニカルスタッフ

専門研修２年次 大学院２年 アカデミックコース クリニカルスタッフ

専門研修３年次 大学院３年 アカデミックコース クリニカルスタッフ

専門研修４年次 大学院４年 アカデミックコース クリニカルスタッフ

専門研修５年次 チーフレジデントコース 歯科診療医

法に基づく歯科医師臨床研修（1年） 歯科研修医

専門研修１年次 大学院１年 アカデミックコース クリニカルスタッフ

専門研修２年次 大学院２年 アカデミックコース クリニカルスタッフ

専門研修３年次 大学院３年 アカデミックコース クリニカルスタッフ

専門研修４年次 大学院４年 アカデミックコース クリニカルスタッフ

専門研修５年次 シニアレジデントコース 歯科診療医

法に基づく歯科医師臨床研修（1年） 歯科研修医

専門研修１年次 大学院１年 アカデミックコース クリニカルスタッフ

専門研修２年次 大学院２年 アカデミックコース クリニカルスタッフ

専門研修３年次 大学院３年 アカデミックコース クリニカルスタッフ

専門研修４年次 大学院４年 アカデミックコース クリニカルスタッフ

専門研修５年次 シニアレジデントコース 歯科診療医

専門研修６年次 チーフレジデントコース 歯科診療医

R９年度
以降

R７年度

R８年度

全員が新制度となる

全コース（アカデミック・シニア・チーフ）揃い、移行完了

モデルケース（一例）

令和３年度 歯科研修医 修了

令和４年度 大学院1年生 アカデミックコース開始

クリニカルスタッフとして診療に従事

令和７年度 アカデミックコース修了

令和８年度 シニアレジデントコース開始 → 修了

歯科診療医として診療に従事

令和９年度 チーフレジデントコース開始
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【１】広島大学病院歯科医師専門研修プログラム概要 

アカデミックレジデントコース 

チーフレジデントコース 

１．研修責任者・プログラム責任者 

１）研修責任者 

広島大学病院 病院長   工藤 美樹 

広島大学病院 主席副病院長   柿本 直也 

２）プログラム管理責任者 

  広島大学病院歯科領域臨床教育センター センター長 河口 浩之 

３）プログラム責任者 

プログラム 専攻診療科 プログラム責任者 

地域基盤歯科系 

口腔総合診療科    河口 浩之 

口腔健康科    太田 耕司 

地域連携歯科医療部    津賀 一弘 

病院歯科系 

顎・口腔外科    柳本 惣市 

口腔顎顔面再建外科    相川 友直 

歯科放射線科    柿本 直也 

歯科麻酔科    吉田 充広 

口腔検査センター    加治屋 幹人 

発達・発育歯科系 

矯正歯科    谷本 幸太郎 

小児歯科    野村 良太 

障害者歯科    岡田 芳幸 

特殊歯科総合治療部    谷本 幸太郎 

歯内・歯周・審美・修復歯科系 

歯科保存診療科    柴 秀樹 

歯周診療科    水野 智仁 

口腔インプラント診療科    津賀 一弘 

咬合・義歯診療科    津賀 一弘 
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２．専門研修プログラムと研修期間，募集数 

１）アカデミックレジデントコース 

プログラム 専攻診療科 
研修年次と募集数 

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 

地域基盤歯科系 

口腔総合診療科 

30名 

程度 
募集なし 

口腔健康科 

地域連携歯科医療部 

病院歯科系 

顎・口腔外科 

口腔顎顔面再建外科 

歯科放射線科 

歯科麻酔科 

口腔検査センター 

発達・発育歯科系 

矯正歯科 

小児歯科 

障害者歯科 

特殊歯科総合治療部 

歯内・歯周・審美・修復歯科系 

歯科保存診療科 

歯周診療科 

口腔インプラント診療科 

咬合・義歯診療科 

２）チーフレジデントコース 

プログラム 専攻診療科 
研修年次と募集数 

５年次 

地域基盤歯科系 

口腔総合診療科 

若干名 

口腔健康科 

地域連携歯科医療部 

病院歯科系 

顎・口腔外科 

口腔顎顔面再建外科 

歯科放射線科 

歯科麻酔科 

口腔検査センター 

発達・発育歯科系 

矯正歯科 

小児歯科 

障害者歯科 

特殊歯科総合治療部 

歯内・歯周・審美・修復歯科系 

歯科保存診療科 

歯周診療科 

口腔インプラント診療科 

咬合・義歯診療科 
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３．応募資格 

 １）アカデミックレジデントコース 

 歯科医師臨床研修修了（見込）者で，広島大学大学院医系科学研究科博士課程入学者 

（令和４年入学予定者を含む。）。 

 

２）チーフレジデントコース 

広島大学大学院医系科学研究科等博士課程単位取得者（令和４年取得見込み者を含む。） 

 

 

４．専門研修の到達目標 

１）アカデミックレジデントコース（１年次～４年次） 

GIO : 法に基づく歯科医師臨床研修修了後，将来の患者中心の全人的医療，包括的歯科医療，専門歯科

医療の専門歯科医となるために，患者中心の全人的医療，包括的歯科医療，専門歯科医療の基本

的能力（態度，技能及び知識）を習得する。 

 

２）チーフレジデントコース（５年次） 

GIO：大学院博士課程単位取得後，患者中心の専門歯科医療の実践と，それらの専門歯科医・指導歯科

医（臨床インストラクター）の資格を取得するために，１．包括的総合歯科医療並びに専門歯科医

療，２．臨床教育技法，について高度な臨床能力と教育能力（態度，技能及び知識）を習得する。 

 

 

５．アカデミックレジデントコース 

（１）アカデミックレジデントコースの到達目標 

 

１）地域基盤歯科研修プログラム 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般目標GIO 

臨床研修修了後，将来の患者中心の全人的医療，包括的歯科医療，専門歯科医

療の専門歯科医となるために，患者中心の全人的医療，包括的歯科医療，専門

歯科医療の基本的能力（態度，技能及び知識）を習得する。 

行動目標SBOs 

① 地域基盤総合歯科における社会的側面に適切に対応する。 

② 将来, 専門 (認定) 医の資格を取得するための知識や技術を身につける。 

③ 地域基盤総合歯科医療に必要な全身の健康管理の技能を身につける。 

④ 全身状態を考慮した治療計画を立案する能力を身につける。 

⑤ 口腔ケア，保健事業を知る。 

⑥ 訪問歯科医療を知る。 

⑦ 地域基盤総合歯科に必要な医療コミュニケーションを身につける。 
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２）病院歯科研修プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

３）発達・発育歯科研修プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

４）歯内・歯周・審美・修復歯科研修プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

一般目標GIO 

病院歯科領域（専門歯科医療）の専門歯科医となるために，口腔外科，歯科放射

線科，歯科麻酔科の専門歯科医療についての基本的能力（態度，技能及び知識）

を習得する。 

行動目標SBOs 

① 病院歯科における社会的側面に適切に対応する。 

② 将来, 専門 (認定) 医の資格を取得するための知識や技術を身につける。 

③ 病院歯科医療に必要な全身の健康管理の技能を身につける。 

④ 全身状態を考慮した治療計画を立案する能力を身につける。 

⑤ 病院歯科に必要な予防，治療，リハビリテーションを身につける。 

⑥ 病院歯科に必要な医療コミュニケーションを身につける。 

一般目標GIO 

発達・発育歯科領域（専門歯科）の専門歯科医となるために，矯正歯科，小児歯

科，障害者歯科，特殊歯科，全身管理歯科の専門歯科医療についての臨床能力（態

度，技能及び知識）を習得する。 

行動目標SBOs 

① 発達･発育歯科における社会的側面に適切に対応する。 

② 将来, 専門 (認定) 医の資格を取得するための知識や技術を身につける。 

③ 発達･発育歯科医療に必要な全身の健康管理の技能を身につける。 

④ 全身状態を考慮した治療計画を立案する能力を身につける。 

⑤ 発達･発育歯科に必要な予防，治療，リハビリテーションを身につける。 

⑥ 発達･発育歯科に必要な医療コミュニケーションを身につける。 

一般目標GIO 

歯内・歯周・審美・修復歯科領域（専門歯科）の専門歯科医となるために，審美

歯科，歯周診療科，修復歯科，全身管理歯科の専門歯科医療についての能力（態

度，技能及び知識）を習得する。 

行動目標SBOs 

① 歯内・歯周・審美・修復歯科における社会的側面に適切に対応する。 

② 将来, 専門 (認定) 医の資格を取得するための知識や技術を身につける。 

③ 歯内・歯周・審美・修復歯科医療に必要な全身の健康管理の技能を身につける。 

④ 全身状態を考慮した治療計画を立案する能力を身につける。 

⑤ 歯内・歯周・審美・修復歯科に必要な予防，治療，ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝを身につける。 

⑥ 歯内・歯周・審美・修復歯科科に必要な医療コミュニケーションを身につける。 
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（２）アカデミックレジデントコースの研修内容 

専攻診療科 

地域基盤歯科系 

口腔総合診療科 

口腔健康科 

地域連携歯科医療部 

病院歯科系 

顎・口腔外科 

口腔顎顔面再建外科 

歯科放射線科 

歯科麻酔科 

口腔検査センター 

発達・発育歯科系 

矯正歯科 

小児歯科 

障害者歯科 

特殊歯科総合治療部 

歯内・歯周・審美・修復歯科系 

歯科保存診療科 

歯周診療科 

口腔インプラント診療科 

咬合・義歯診療科 

（３）アカデミックレジデントコースの研修方法 

広島大学病院の専攻診療科において研修を行う。 

4   5   6   7   8   9   10   11   12   1   2   3月 

専門研修
１年次 

大学病院専攻診療科：1年間 

専門研修
２年次 

大学病院専攻診療科：1年間 

専門研修
３年次 

大学病院専攻診療科：1年間 

専門研修
４年次 

大学病院専攻診療科：1年間 
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６．チーフレジデントコース 

 

（１）チーフレジデントコースの到達目標 

 

１）地域基盤歯科研修プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ２）病院歯科研修プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ３）発達・発育歯科研修プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般目標GIO 

大学院博士課程単位取得後，患者中心の専門歯科医療の実践と，それらの専門

歯科医・指導歯科医（臨床インストラクター）の資格を取得するために， 

１．包括的総合歯科医療並びに専門歯科医療，２．臨床教育技法，についての

高度の臨床能力と教育能力（態度，技能及び知識）を習得する。 

行動目標SBOs 

① 地域基盤総合歯科における臨床教育･指導を行う。 

② 地域基盤総合歯科における社会的側面に対応する。 

③ 専門 (認定) 医の資格を取得する。 

④ 地域基盤総合歯科医療に必要な全身の健康管理を行う。 

⑤ 全身状態を考慮した治療計画を立案する。 

⑥ 口腔ケア，保健事業を行う。 

⑦ 訪問歯科医療を行う。 

⑧ 地域基盤総合歯科に必要な医療コミュニケーションを実践する。 

一般目標GIO 

病院歯科領域（専門歯科医療）の専門歯科医・指導歯科医（臨床インストラク

ター）となるために，口腔外科，歯科放射線科，歯科麻酔科，総合歯科医療及

び臨床教育技法についての臨床能力・教育能力（態度，技能及び知識）を習得

する。 

行動目標SBOs 

① 病院歯科における臨床教育･指導を行う。 

② 病院歯科における社会的側面に対応する。 

③ 専門 (認定) 医の資格を取得する。 

④ 病院歯科医療に必要な全身の健康管理技能を行う。 

⑤ 全身状態を考慮した治療計画を立案する。 

⑥ 病院歯科に必要な予防，治療，リハビリテーションを実施する。 

⑦ 病院歯科に必要な医療コミュニケーションを実践する。 

一般目標GIO 

発達・発育歯科領域（専門歯科）の専門歯科医・指導歯科医（臨床インストラ

クター）となるために，矯正歯科，小児歯科，障害者歯科，特殊歯科，全身管

理歯科及び臨床教育技法についての臨床能力・教育能力（態度，技能及び知識）

を習得する。 

行動目標SBOs 

① 発達･発育歯科における臨床教育･指導を行う。 

② 発達･発育歯科における社会的側面に対応する。 

③ 専門 (認定) 医の資格を取得する。 

④ 全身状態を考慮した治療計画を立案する。 

⑤ 発達･発育歯科に必要な予防，治療，リハビリテーションを実施する。 

⑥ 発達･発育歯科に必要な医療コミュニケーションを実践する。 
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  ４）歯内・歯周・審美・修復歯科研修プログラム 

（２）チーフレジデントコースの研修内容 

専攻診療科 

地域基盤歯科系 

口腔総合診療科 

口腔健康科 

地域連携歯科医療部 

病院歯科系 

顎・口腔外科 

口腔顎顔面再建外科 

歯科放射線科 

歯科麻酔科 

口腔検査センター 

発達・発育歯科系 

矯正歯科 

小児歯科 

障害者歯科 

特殊歯科総合治療部 

歯内・歯周・審美・修復歯科系 

歯科保存診療科 

歯周診療科 

口腔インプラント診療科 

咬合・義歯診療科 

（３）チーフレジデントコースの研修方法 

広島大学病院の専攻診療科において研修を行う。 

 4   5   6   7   8   9   10   11   12   1   2   3月 

専門研修

５年次 
大学病院専攻診療科：1年間あるいは10月からの6か月間 

一般目標GIO 

歯内・歯周・審美・修復歯科領域（専門歯科）の専門歯科医・指導歯科医（臨床イン

ストラクター）となるために，審美歯科，歯周診療科，修復歯科，全身管理歯科及び

臨床教育技法についての臨床能力・教育能力（態度，技能及び知識）を習得する。 

行動目標SBOs 

① 歯内・歯周・審美・修復歯科における臨床教育･指導を行う。

② 歯内・歯周・審美・修復歯科における社会的側面に対応する。

③ 専門 (認定) 医の資格を取得する。

④ 全身状態を考慮した治療計画を立案する。

⑤ 歯内・歯周・審美・修復歯科に必要な予防，治療，リハビリテーションを実施する。 

⑥ 歯内・歯周・審美・修復歯科に必要な医療コミュニケーションを実践する。
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７．研修の実施と管理運営 

（１）歯科医師専門研修プログラムの実施及び運営は，病院長のもとに設置する歯科領域臨床教育センタ

ー運営委員会があたる。 

（２）歯科医師専門研修プログラムの実施あるいは運営上の諸問題は，歯科領域臨床教育センター運営委

員会の報告をもとに，病院運営会議の議を経て，病院長が決定する。 

８. 指導歯科医

（１）指導歯科医の基準 

地域基盤歯科 

原則として以下の（１）及び（２）の条件に該当し，かつ（３），（４），（５）のいずれかの条件を

満たしていること 

（１） 一般歯科診療について的確に指導し，適正に評価が行えること。

（２） 臨床経験年数が原則５年以上あること。

（３） 指導歯科医講習会(財団法人歯科医療研修振興財団主催または歯科医師の臨床研修に係る

指導歯科医講習会の開催指針にのっとって開催されたもの)を受講していること。

（４） 専門分科会の認定医（専門医）であること。

（５） 教員歴が３年以上あること。

病院歯科 ／ 発達・発育歯科 ／ 歯内・歯周・審美・修復歯科 

原則として以下の（１）及び（２）の条件に該当し，かつ（３），（４），（５）のいずれかの条件を

満たしていること 

（１）専門歯科診療について的確に指導し，適正に評価が行えること。 

（２）臨床経験年数が原則10年以上あること。 

（３）指導歯科医講習会(財団法人歯科医療研修振興財団主催または歯科医師の臨床研修に係る  

指導歯科医講習会の開催指針にのっとって開催されたもの)を受講していること。 

（４）専門分科会の認定医（専門医）であること。 

（５）教員歴が３年以上あること。 

（２）指導歯科衛生士，指導歯科技工士の基準 

原則として以下の（１）及び（２）の条件に該当し，かつ（３），（４）のいずれかの条件を満たし

ていること 

（１）一般歯科医療の歯科衛生業務，歯科技工業務について的確に指導し，適正に評価が行える

こと。 

（２）臨床経験年数が原則５年以上あること。 

（３）歯科医育機関での臨床指導歴を３年以上有すること。 

（４）指導歯科医講習会 (財団法人歯科医療研修振興財団主催または歯科医師の臨床研修に係る 

指導歯科医講習会の開催指針にのっとって開催されたもの)を受講していること。 

  （３）指導事務職員（専門職）の基準 

原則として以下の（１）及び（２）の条件に該当し，かつ（３），（４）のいずれかの条件を満たし

ていること。 

（１） 一般歯科医療の事務業務について的確に指導し，適正に評価が行えること。

（２） 一般歯科医療の事務経験年数が原則３年以上あること。

（３） 歯科医育機関での指導歴を３年以上有すること。

（４） 指導歯科医講習会(財団法人歯科医療研修振興財団主催または歯科医師の臨床研修に係る

指導歯科医講習会の開催指針にのっとって開催されたもの)を受講していること。
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９. 評価

・観察記録

・ポートフォリオ

・症例報告

・学会発表（誌上発表を含む。）

10．修了認定と修了証の交付 

（１）専門研修の研修修了は，歯科領域臨床教育センター運営委員会の研修評価をもとに，病院運営会

議の議を経て，病院長がその修了認定の可否を判定する。 

（２）専門研修の修了を認定された者には，研修修了証を交付する。 

11．採用者の選考 

（１）選考方法 

  専攻診療科における試験成績（科長の推薦を含む。）をもとに採用順位を決定する。 

   （２）専攻診療科の選考試験 

試験期日：２月上旬～中旬 

内容：詳細は，プログラムの専攻診療科から志願者へ通知する。 

12．採用，職名及び身分 

（１）病院運営会議の議を経て，病院長が採用を決定する。 

（２）採用の決定にあたっては，歯科領域臨床教育センター運営委員会の評価（専攻診療科の試験，臨

床研修結果など）を参考にする。 

（３）専門研修（アカデミックレジデントコース）では，令和４年４月１日にクリニカルスタッフとし

て採用する。 

（４）専門研修（チーフレジデントコース）では，令和４年４月１日に歯科診療医として採用する。 

（５）クリニカルスタッフ及び歯科診療医の所属は，病院各診療科の所属とする。 
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〔２〕 

地 域 基 盤 歯 科  

専門研修プログラム 

口腔総合診療科 

口腔健康科 

地域連携歯科医療部 

アカデミックレジデント

チ ー フ レ ジ デ ン ト
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口腔総合診療科 専門研修プログラム 

患者と医療者は対等の立場で問題に取り組む 

疾患中心ＤＯＳから患者中心の医療ＰＯＳへの転換 予防・保健からリハビリまでの包括的歯科医療 

良い医療者 (臨床医) とは 

良い医療者 (臨床医) と呼ばれる必要条件は, 人間関係を良好に築く能力 compassionate ph

ysician と医療技術 competent physicianのいずれにも優れていることである。 

市民の望む良い医療者の条件 
. 

1．人間関係を良好に築く能力compassionate physician

1) 人の痛み，苦しみを敏感に察知できる (思いやりと誠意にあふれた医療者)。

2) 2人との良好な人間関係を築くことができる。

2．医療技術competent physician 

1) Evidenced-based medicine (EBM)を実行できる。

(1)患者からの evidence，(2)文献から得る evidence

2) チームプレーを上手に実施できる。

3) 相互に客観的評価を行う環境の中で，積極的に学びしかも教育ができる。

NNaarrrraattiivvee--BBaasseedd  MMeeddiicciinnee  

患者中心の医療への転換患者中心の医療への転換

疾患中心の
医療
DOS

問題中心の
医療
POS

医療者中心医療者中心 患者中心患者中心
市民中心市民中心

父権主義父権主義

ヒポクラテスの誓いヒポクラテスの誓い
ジュネーブ宣言ジュネーブ宣言
ヘルシンキ宣言ヘルシンキ宣言
アルマアタ宣言アルマアタ宣言

社会構造の変化と包括医療社会構造の変化と包括医療

社会的背景社会的背景
人口構造の変化人口構造の変化

疾病構造の変化疾病構造の変化

産業構造の変化産業構造の変化

地域と生活地域と生活

地域社会の変化地域社会の変化

生活様式と家族の変貌生活様式と家族の変貌

医療需要の特殊性医療需要の特殊性

需要と供給の調和需要と供給の調和

社会と医療社会と医療 包括的歯科医療包括的歯科医療

（かかりつけ歯科医療）（かかりつけ歯科医療）

予　防予　防

リハビリテーションリハビリテーション

狭義の医療狭義の医療
＝治　療＝治　療

健健

康康
　　＋＋

　　＋＋
要求要求
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歯科医学・医学教育に求められているもの 

1)歯科医学・医学教育者に求められるカリキュラムプランニング能力 

一般目標GIO 

患者中心医療POSを担う医療者の教育のために，学習者中心のカリキュラムプランニングに基づく，態度（情

意），知識（認知），技術（精神運動）の教育法を理解し，実施できる。 

行動目標SBOs 

① 明確な教育目標（一般目標GIO，行動目標SBOs）を設定できる。

② 学習方略を理解し，能動型の問題解決型あるいは体験型の学習法を実施できる。

③ 教育目標の到達度評価としての客観的評価法を理解し，実施できる。

2）疾患中心 DOSから患者中心医療 POSへの転換と教育 

患者と医療者は対等である。ヒポクラテスの誓い。ジュネーブ宣言(1948, 1968)，ヘルシンキ宣言（1964, 

1975, 1983），患者の権利章典（1973, アメリカ病院協会）。 

すなわち，医療者中心：言い換えれば，権威を振りかざした父権主義あるいはパターナリズムからの脱

却であり，疾患中心の医療 Disease oriented system から，患者中心の医療 Patient oriented system，

問題中心の医療 Problem oriented system，国民（市民）中心の医療 People oriented systemへの転換と

その教育である。 

（１）POS医療教育における学習者中心の能動型教育と問題解決力，総合判断力教育 

「教育とは学習者の行動を変容させ，持続させる

ことであり，行動変容は心の底から必要性を痛感し

たときにはじめて生じる」のであり，従来の受動型

ではなく，学習者が積極的に学ぶ能動型学習法の実

施が望まれる。また，POS 医療を実施する上では，

アルマアタ宣言にある「健康における平等」のもと

に，疾患の診断・治療のみではなく，健康の保持・

増進，病気の予防，医学的リハビリテーションまで

を含む広い意味でのプライマリ・ヘルスケアの提供

が求められており，それには問題解決力や総合判断

力が必須である。 

さらに，医療の質の保証 quality assuranceと継

続的向上continuous improvementについての教育も

急務である。 

（２）態度（情意領域）compassion教育の重視 

POS 医療では，患者の抱える医学的問題，心理的問題，社会的問題の３つを解決する全人的医療が行

われ，これらを行う上では，単に診断・診療技術に優れているのみならず，患者との良好な人間関係を

構築できる能力が必要である。 

情意教育は，医の倫理，態度・マナーなどの学習者の人間性においてその行動を変容させる教育であ

り，また，人間関係を築く上で必要なコミュニケーション，面接，カウンセリング，説明，指導（教育）

などの技術を習得させることにある。従って，単に教える（従来の講義中心の受動的教育法）では行動

変容は期待しにくい。 
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１．アカデミックレジデントコース 

一般目標GIO 

臨床研修修了後，将来の患者中心の全人的医療，包括的歯科医療，専門歯科医療の専門歯科医・指導歯科医（臨

床インストラクター）となるために，１．患者中心の全人的医療，包括的歯科医療，専門歯科医療の基本的能

力（態度，技能及び知識）を習得する。 

行動目標SBOs 

① 地域基盤総合歯科における臨床教育技法の基礎を身につける。

② 地域基盤総合歯科における社会的側面に適切に対応する。

③ 将来, 専門 (認定) 医の資格を取得するための知識や技術を身につける。

④ 地域基盤総合歯科医療に必要な全身の健康管理の技能を身につける。

⑤ 全身状態を考慮した治療計画を立案する能力を身につける。

⑥ 口腔ケア，保健事業を知る。

⑦ 訪問歯科医療を知る。

⑧ 地域基盤総合歯科に必要な医療コミュニケーションを身につける。

包括的総合歯科医療並びに専門歯科医療 

一般目標GIO 

患者中心の専門歯科医療の実践とそれらの総合歯科専門歯科医となるために，包括的総合歯科医療並びに専門

歯科医療についての基礎的臨床能力（態度，技能及び知識）を習得する。 

サブユニット： 

医療面接（初診，インフォームドコンセント，指導），予防・保健，口腔検査，口腔ケア（リハビリテー

ションを含む：接触嚥下，咀嚼，発音・発声），育成歯科，成人歯科，高齢者歯科，易感染歯科，障害者

歯科，マイクロデンティストリー，往診（訪問歯科診療），介護予防，緊急処置（急患対応，夜間急患な

ど），応急処置，全身管理（高齢者，有病者，障害者，要介護者，易感染者），一次，二次救急救命（ＢＣ

ＬＳ，ＡＣＬＳ），チーム歯科医療，保健活動，行政，歯科保険，安全管理（リスク管理，感染対策），医

療の質の保証と継続的向上(病院機能評価，ＩＳＯ９０１，ＩＳＯ９００１)，歯科医院経営，医療経済

研修内容 

１）研修期間  令和４年 ４月 １日から令和７年 ３月３１日まで 

２）対  象  臨床研修修了者 

３）所  属  専攻診療科 

４）指導教員等 

口腔総合診療科： 口腔総合診療科教員（指導歯科医），歯科衛生士 

各 診 療 科： 各診療科教員（指導歯科医） 

中央診療部門： 指導歯科医，歯科技工士，歯科衛生士 

評価 

・ケースの内容

・症例報告（発表）の内容

・学会発表の内容

・論文（誌上）発表の内容

・ポートフォリオ
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２．チーフレジデントコース 

一般目標GIO 

大学院博士課程修了後，患者中心の専門歯科医療の実践とそれらの専門歯科医・指導歯科医（臨床インストラ

クター）の資格を取得するために，１．包括的総合歯科医療並びに専門歯科医療 ２．臨床教育技法 について

の高度の臨床能力と教育能力（態度，技能及び知識）を習得する。 

行動目標SBOs 

① 地域基盤総合歯科における臨床教育･指導を行う。

② 地域基盤総合歯科における社会的側面に対応する。

③ 専門 (認定) 医の資格を取得する。

④ 地域基盤総合歯科医療に必要な全身の健康管理を行う。

⑤ 全身状態を考慮した治療計画を立案する。

⑥ 口腔ケア，保健事業を行う。

⑦ 訪問歯科医療を行う。

⑧ 地域基盤総合歯科に必要な医療コミュニケーションを実践する。

ユニット１：包括的総合歯科医療並びに専門歯科医療 

一般目標GIO 

患者中心の専門歯科医療の実践とそれらの総合歯科専門歯科医となるために，包括的総合歯科医療並びに専門

歯科医療についての高度の臨床能力と教育能力（態度，技能及び知識）を習得する。 

サブユニット： 

医療面接（初診，インフォームドコンセント，指導），予防・保健，口腔検査，口腔ケア（リハビリテーシ

ョンを含む：接触嚥下，咀嚼，発音・発声），育成歯科，成人歯科，高齢者歯科，易感染歯科，障害者歯科，

マイクロデンティストリー，往診（訪問歯科診療），介護予防，緊急処置（急患対応，夜間急患など），応

急処置，全身管理（高齢者，有病者，障害者，要介護者，易感染者），一次，二次救急救命（ＢＣＬＳ，Ａ

ＣＬＳ），チーム歯科医療，保健活動，行政，歯科保険，安全管理（リスク管理，感染対策），医療の質の

保証と継続的向上(病院機能評価，ＩＳＯ９０１，ＩＳＯ９００１)，歯科医院経営，医療経済 

ユニット２：臨床教育技法

一般目標GIO 

地域医療の中核を担う歯科医療者として，後進の育成・指導（教育）にあたる際に必要な歯学・医学教育技法

についての態度，技能及び知識を習得する。 

サブユニット： 

高等教育の質保証TQMと継続的向上CQI，プログラム，カリキュラム，教授法（ティーチング，コーチン

グ），教育資源，評価法，環境評価，教育研究，Self-Directed Learning，Reflection-Based Learning，

Outcome-based learning, Problem-Based Learning,グループダイナミクス,Blended learning, Distance 

learning, メンタリング，ロールモデル, キャリアデザイン，教育効果，ファカルティーデベロップメン

ト 
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研修内容 

１）研修期間  令和４年 ４月 １日または１０月１日から令和５年 ３月３１日まで 

２）対  象 大学院博士課程修了者 

３）所 属  専攻診療科 

４）指導教員等 

各 診 療 科： 各診療科教員（指導歯科医） 

中央診療部門： 指導歯科医，歯科技工士，歯科衛生士 

評価 

・実技試験，ＣＳＡ （３月）

・観察記録，ＳＣＯＴ (９，３月)

・ケースの内容

・症例報告（発表）の内容

・学会発表の内容

・論文（誌上）発表の内容

・ポートフォリオ
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口腔健康科 専門研修プログラム 

１．アカデミックレジデントコース 

一般目標 GIO 

予防歯科の専門歯科医療とそれらの臨床教育技法についての臨床能力（態度，技能及び知識）

を習得する。 

行動目標 SBOs 

① う蝕，歯周病予防処置の基礎を身につける

② 全身検査数値から患者の全身状態を把握する

③ 口腔，全身検査数値に対応した口腔衛生管理を立案する能力を身につける。

④ 予防歯科に必要な医療コミュニケーションを身につける。

⑤ う蝕予防プログラムを立案する能力を身につける。

⑥ 疫学，統計の基礎知識を身につけ，データの入力，集計ができる。

研修内容 

  １．口腔内審査と診断 

  ２．歯周病のメンテナンス治療の立案 

  ３．各種口腔清掃の方法とブラッシング指導 

    ４．PMTC の基本知識とその手順 

  ５．う蝕予防方法と食事指導 

  ６．歯科健診による歯科保健指導 

評価 

観察記録 

指導医による試問 

ポートフォリオ 
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２．チーフレジデントコース 

予防歯科の専門歯科医療とそれらの臨床教育技法についての臨床能力（態度，技能及び知識）

を習得する。 

行動目標 SBOs 

  ①う蝕，歯周病予防処置ができる。 

② 各種全身検査数値などから患者の全身状態を把握できる。

③ 口腔，全身検査数値に対応した口腔衛生管理を立案，実施できる

④ 予防歯科に必要な医療コミュニケーションを実践できる。

⑤ う蝕予防プログラムを立案，実行できる。

⑥ 疫学，統計学的手法を用いたデータ活用を身につける。

⑦ 歯科健診を経験し，結果に対応した健康教育を実践できる

研修内容 

  １．全身疾患を持つ患者の口腔衛生管理の立案 

  ２．各種口腔清掃の方法とブラッシング指導  

    ３．PMTC の実践 

  ４．う蝕予防方法と食事指導の実践 

  ５．歯科健診の参加と歯科保健指導，データ入力と統計解析 

  ６．口腔健康科学生の教育指導 

  ７．予防歯科関連の研究と学会発表 

評価 

観察記録 

症例報告 

論文抄読 

学会発表 
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地域連携歯科医療部 専門研修プログラム 

１．アカデミックレジデントコース 
一般目標GIO 

地域社会の医療福祉に貢献するため，地域の歯科医師と連携して歯科医療を行ううえでの基本的能力（知
識，態度及び技能）を習得する。 

行動目標SBOs 
①地域の歯科医やスタッフと密な連携をとるための知識，態度を身につける。 
②全身状態を把握するための知識を身につける。 
③指導歯科医とともに治療計画の立案に参加する。 
④適切な治療手技を身につける。 

研修内容 
１．全身状態の把握，かかりつけ医へのコンサルテーション 
２．口腔内の検査，診断，治療計画の立案 
３．患者や家族への治療法の説明，インフォームドコンセント 
４．適切な歯科治療の実施 

研修施設 
主として口腔総合診療科，在宅，施設 

評価 
・指導歯科医からの試問 
・ポートフォリオ 

２．チーフレジデントコース 
一般目標GIO 
地域社会の医療福祉に貢献するため，地域の歯科医師と連携して歯科医療を行ううえでの基本的能力（知
識，態度及び技能）を習得する。 

行動目標SBOs 
①地域の歯科医やスタッフと密な連携をとるための知識，態度を身につける。 
②全身状態を把握するための知識を身につける。 
③治療計画を立案する。 
④適切な治療手技を身につける。 

研修内容 
１．全身状態の把握，かかりつけ医へのコンサルテーション 
２．口腔内の検査，診断，治療計画の立案 
３．患者や家族への治療法の説明，インフォームドコンセント 
４．適切な歯科治療の実施 

研修施設 
主として口腔総合診療科，在宅，施設 

評価 
・指導歯科医からの試問 
・ポートフォリオ 
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口腔再建外科（顎・口腔外科，口腔顎顔面再建外科）専門研修プログラム 

１．アカデミックレジデントコース 
一般目標GIO 
口腔外科領域の専修歯科医・専門歯科医・指導歯科医（臨床インストラクター）となるために，専門歯科
医療および臨床教育技法について基本的能力（態度，技能及び知識）を習得する。 

行動目標SBOs 
① 医の倫理についての考え方及び患者心理に関する知識を身につける。 
② 口腔外科領域及び関連領域の疾患に対する適切な診断（臨床検査学を含む）能力を身につける。 
③ 口腔外科領域疾患の適切な治療及び手術手技を身につける。 
④ 患者の全身管理に必要な総合的医学知識を身につける。 

研修内容 
１．問診の取り方，口腔内外の診査法 
２．口腔外科疾患の診断，治療のプランニング 
３．外来小手術（下顎智歯埋伏歯の抜歯，下顎嚢胞など） 
４．入院患者の全身精査，術前検査の進め方，入院カルテの作成法 
５．患者に対する治療法説明，インフォームドコンセント 
６．術前，術中，術後の全身管理 
７．静脈路の確保，輸液法 
８．緊急時，患者急変時の対応 

研修施設 
主として広島大学病院外来，病棟（歯科），手術室にて研修を行う。 

評価 
・観察記録 
・ポートフォリオ 
・Advanced OSCE

チーフレジデントに進むための必要条件 
１．指導歯科医の治療方針に沿って，適切に患者治療にあたることができる。 
２．全身麻酔予定患者の全身精査が適切に行える。 
３．一定時間内に下顎埋伏智歯抜歯術を適切に行える。 
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２．チーフレジデントコース 

一般目標GIO 
口腔外科領域の専修歯科医・専門歯科医・指導歯科医（臨床インストラクター）となるために，専門歯科医
療および臨床教育技法について基本的能力（態度，技能及び知識）を習得する。 

行動目標SBOs 
① 医の倫理についての考え方及び患者心理に関する知識を身につける。 
② 口腔外科領域及び関連領域の疾患に対する適切な診断（臨床検査学を含む）能力を身につける。 
③ 口腔外科領域疾患の適切な治療及び手術手技を身につける。 
④ 患者の全身管理に必要な総合的医学知識を身につける。 

チーフレジデント１年目 
研修内容 

   １．手術の介助者として手術に参加する。 
   ２．口腔癌患者に対する化学療法の計画，実施。 
   ３．終末期医療。 

チーフレジデント２年目 
  研修内容 
   １．専門研修（シニアレジデントコース）の下顎智歯抜歯術の指導，介助を行う。 
   ２．骨折，嚢胞症例などの手術を執刀する。 
   ３．有病者の観血処置を安全に行うための全身管理。 
   ４．急患外傷患者に対する対応。 

チーフレジデント３年目 
  研修内容 

１．さまざまな症例に対して手術を執刀する。 
   ２．術後合併症に対する対応。 
   ３．医学部他科との連携。 

研修施設 
主として広島大学病院外来，病棟（歯科），手術室にて研修を行う。 

評価 
・観察記録 
・ポートフォリオ 
・Advanced OSCE

３．日本口腔外科学会認定医の申請資格 
公益社団法人日本口腔外科学会専門医制度施行細則 

https://www.jsoms.or.jp/medical/wp-content/uploads/2015/08/senmon-i_sikou-saisoku20181101.pdf 
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歯科放射線科 専門研修プログラム 

１．アカデミックレジデントコース 
法に基づく歯科医師臨床研修修了後，以下の研修カリキュラムを修了し，日本歯科放射線学会が定める認定医，
専門医の習得を目指す。認定医試験は筆記試験が行われる。専門医試験は筆記試験と実地試験が行われる。実
地試験は画像検査法とその適応，撮影上の基本的な知識，各種画像における正常および病変像の読影を基本と
し，実際の画像を提示しての試問が行われる。専門医試験に合格し，歯科放射線学に関して，歯科医師および
医師からの要請に応じて適切な対応と指示を行うことのできる能力を習得する。 

研修内容 
１．口腔・顎顔面領域における画像診断業務に従事し，読影報告書を作成する。 
２．上記１に示す読影報告書は，唾液腺造影検査・コンピュータ断層撮影検査（CT）・超音波検査（US）・

磁気共鳴画像検査（MRI）などの特殊検査を含むものとする。 
３．歯科放射線に関する学術発表を筆頭演者として行う。加えて，歯科放射線に関する研究報告を筆頭または

共同著者として学術雑誌に発表する。 

日本歯科放射線学会 認定医，専門医取得の条件（認定医，指導医精度施行規則より抜粋） 

認定医 
第３条 認定医試験は筆記試験とする。ただし４条２号に該当する者には，筆記試験に加えて実地試験を行う。 
第４条 認定医試験を受ける者は以下のいずれかの条件を満たさなければならない。 

(1) 研修機関で2年以上の研修を受けた者 
(2) 歯科エックス線優良医の資格を有し，同資格を1回以上更新した者 

第５条 認定医試験を受ける者のうち，４条１号に該当する者は，次の診療実績・研修実績・研究実績を必要とす
る。 

(1) 歯科放射線に関連する学術発表を筆頭演者として1回以上行うこと。あるいは学術論文を筆頭著者として
１編以上発表すること。 

(2) 画像診断業務に従事し，読影報告書50例以上を作成し，そのうち，20例以上は筆頭報告書として報告書
を作成すること。 

(3) ２号に示した読影報告書には，造影・CT・超音波・MRI・RIなどを20例以上含むこと。 
(4) 放射線の物理的性質，人体への影響，安全取り扱いと管理技術，及び関連する法令などの研修を含むこと 

専門医 
第３条 専門医試験は下記の項目について認定委員会において合否を判定する。 

(1) 筆記試験 
(2) 実地試験 

第４条 専門医試験を受ける者は研修機関で，歯科放射線に関する研修を受けた者で，次の各号のいずれかに該当
しなければならない。 

(1) 常勤歯科医として5 年以上研修を受けた者 
(2) 週1日以上の非常勤歯科医として8年以上研修を受けた者 
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(3) 他の専門医資格認定団体によって認定された専門医資格を有する者で常勤歯科医として 3 年以上の研修
を受けた者 

(4) 他の専門医資格認定団体によって認定された専門医資格を有する者で週1日以上の非常勤歯科医として5
年以上の研修を受けた者 

第５条 専門医試験を受ける者は，次の診療実績・研修実績・研究実績を必要とする。 
(1) 歯科放射線に関連する学術発表を筆頭演者として行うこと。 
(2) 歯科放射線に関連する研究報告を筆頭または共同著者として学術雑誌に３編以上発表すること。ただし，

「歯科放射線」又は「Oral Radiology」掲載の筆頭著者としての論文を 1 編以上含むものとする。「Oral
Radiology」掲載論文1編は2編に換算する。 

(3) 画像診断業務に従事し，読影報告書200例以上を作成し，そのうち，100例以上は筆頭報告書として報告
書を作成すること。 

(4) ３号に示した中に，造影・CT・超音波・MRI・RIなどを50例以上含むこと。 
(5) 放射線の物理的性質，人体への影響，安全取り扱いと管理技術，及び関連する法令などの研修を含むこと。 
(6) 口腔領域の放射線治療の適応と治療成績，及び関連する歯科的管理に関する研修を含むこと。 

詳しくは下記を参照してください。 
日本歯科放射線学会認定制度 
https://www.jsomfr.org/?page_id=686 

２．シニアレジデントコース（５年次） 
アカデミックレジデントコース修了後，患者中心の歯科放射線科専門医療の実践と，それらの専門歯科医・指
導歯科医（臨床インストラクター）となるために，より専門的な歯科放射線科専門医療と歯科放射線学臨床教
育法について取得する。 

３．チーフレジデントコース（６年次） 
シニアレジデントコース修了後，患者中心の歯科放射線科専門医療の実践と開発，それらの専門歯科医・指導
歯科医（臨床インストラクター）となるために，高度専門的な歯科放射線科専門医療と開発および歯科放射線
学臨床教育法について取得ないしは発展に従事する。 
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歯科麻酔科 専門研修プログラム 

１．アカデミックレジデントコース 
一般目標GIO 
 歯科医療での精神的・肉体的侵襲によって起こる全身状態の変化に対して全身管理を行ううえでの基本的能力
（知識，態度及び技能）を習得する。 

行動目標SBOs 
① 将来，歯科麻酔学会認定医の資格を取得するための基本的な知識や技術を身につける。 
② 問診・診察・検査に基づいて全身状態を評価する。 
③ 歯科治療時に起こる全身的合併症への対処法を習得し，実践する。 
④ 局所麻酔法・精神鎮静法・全身麻酔法の適応を判断し，実践する。 
⑤ 全身管理時のバイタルサイン，心電図，パルスオキシメーターなどのモニターに基づいて全身状態を評価す
る。 

⑥ Basic Life Support（BLS）の方法を身につける。 

研修方法 
自主学習，臨床見学，人形などを使用したシミュレーション，ケースカンファレンスなどにより全身管理に関
する知識や態度を習得する。全身管理についての知識や態度が十分であるものについては実際に精神鎮静法や
全身麻酔法の手技を行う。 

研修内容 
問診・診察・検査に基づいて行う全身状態の評価の見学。歯科麻酔医が行う歯科治療時に起きた全身的合併症
に対する救急処置の見学や介助。血圧計，心電図，パルスオキシメーターなどのモニターの使い方や，読み方
の実践。シミュレーションによるBLSの方法の習得。以上についての知識や態度が十分であるものについては
実際に精神鎮静法や全身麻酔法の手技を行う。 

研修施設 
歯科麻酔科外来，あんしん歯科治療室，手術室 

評価 
・観察記録 
・ポートフォリオ 
・ＣＳＡ 

   チーフレジデントコースに進むためには，シニアレジデントコースにおいて，呼吸・循環生理の知識を含めた問
診・診察・検査に基づいて行う全身状態の評価，モニターの使い方や読み方，BLSの方法などについて十分な基
本的能力（知識，態度及び技能）を習得しておく必要がある。 

研修ケースとその内容 
１年次：全身麻酔症例50症例以上，静脈内鎮静法15症例以上を主として，もしくはアシスタントとして施行

していること。行動目標のうち，①，②，③をある程度満たしていること。 
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２年次：全身麻酔症例50症例以上，静脈内鎮静法15症例以上を主として，もしくはアシスタントとして施行
していること。行動目標のうち，①，②，③を十分満たしていること。 

３年次：全身麻酔症例50症例以上，静脈内鎮静法15症例以上を主として，もしくはアシスタントとして施行
していること。行動目標のうち，①，②，③，④を十分に満たしていること。 

４年次：全身麻酔症例50症例以上，静脈内鎮静法15症例以上を主として，もしくはアシスタントとして施行
していること。行動目標のうち，①，②，③，④を完全に満たしていること。 

歯科麻酔学会認定医資格取得のための条件 
① 2年以上引き続いて日本歯科麻酔学会（以下，学会）会員であること。 
② 学会が定める研修カリキュラムにしたがい，2年以上にわたり歯科麻酔の研修を行うこと。 
③ 歯科麻酔学指導施設の所属長である歯科麻酔指導医が認定医申請を許可すること。 
④ 歯科麻酔に関連する学術論文を日本歯科麻酔学会雑誌に発表すること(共著でも可)。 
⑤ 全身麻酔症例200症例以上，静脈内鎮静法50症例以上。 
⑥ 認定に際しては書類審査を行い，合格者に対しては筆答試験および口頭試問（以下「試験」とする）を課
する。試験は認定委員会がこれを行い，認定は認定委員の2/3以上の賛成により決定する。 

詳しくは下記を参照。 
日本歯科麻酔学会 認定医関連 
http://kokuhoken.net/jdsa/authorization/certified.html 
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２．チーフレジデントコース 
一般目標GIO 
歯科麻酔学の専門的知識と経験を習得し，歯科医療における安全性の向上や地域社会の福祉に貢献する。 

行動目標SBOs 
① 将来，歯科麻酔学会専門医の資格を取得するための基本的な知識や技術を身につける。 
② 問診・診察・検査に基づいて全身状態を評価する。 
③ 局所麻酔法・精神鎮静法・全身麻酔法の適応を判断し，実践する。 
④ 全身管理時のモニター監視に基づいて全身状態の異常を評価し，それに対する処置を実践する。 
⑤ Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS)の方法を身につける。 

研修方法 
自主学習，臨床見学，人形などを使用したシミュレーション，ケースカンファレンスなどにより全身管理に関
する知識や態度を習得する。全身管理についての知識や態度を習得した後，実際に精神鎮静法や全身麻酔法の
手技を行う。 

研修内容 
問診・診察・検査に基づいて行う全身状態の評価の実践。歯科麻酔医が行う歯科治療時に起きた全身的合併症
に対する救急処置の介助。血圧計，心電図，パルスオキシメーターなどのモニターの使い方や，読み方の実践。
シミュレーションによるBLS・ACLSの方法の習得。以上についての知識や態度を習得した後，実際に精神鎮
静法や全身麻酔法の手技を行う。 

研修期間 
  歯科麻酔科において3年以上研修を行うこと。他施設においても1年以上研修することが望ましい。 

研修施設 
歯科麻酔科外来，あんしん歯科治療室，手術室 

評価 
・観察記録 
・ポートフォリオ 
・ＣＳＡ 

歯科麻酔学会専門医資格取得のための条件 
① 日本歯科麻酔学会認定医資格を満たしていること。 
② 年間100症例以上の全身麻酔法あるいは静脈内鎮静法を指導していること。 
③ 5年以上引き続いて歯科麻酔分野の業務に専従していること。 
④ 専門医審査委員の試問を行い合格したもの。 

詳しくは下記を参照。 
日本歯科麻酔学会 歯科麻酔専門医関連 
http://kokuhoken.net/jdsa/authorization/specialist.html
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口腔検査センター 専門研修プログラム 

１．アカデミックレジデントコース 
一般目標GIO 

  口腔検査を専門とし，指導的立場の歯科医になるため，さまざまな口腔検査を実施し，教育できる基本的な臨
床能力および教育能力（態度，知識及び技能）を習得する。 

行動目標SBOs 
① 将来，口腔病理専門医・分子病理専門医（口腔）・細胞診専門歯科医，口腔検査認定医の資格取得も含め，

口腔検査を専門的に実施する歯科医となるための基本的な知識や技能を身につける。 
② 全身状態の把握に必要な検査についての基礎的知識を身につける。 
③ 検査結果に基づく治療計画の立案に参加する。 
④ 口腔検査についての臨床教育技法の基礎を身につける。 
⑤ 口腔検査に必要な医療コミュニケーションを身につける。 
⑥ 口腔検査に関する成果のまとめと発表のための基礎を身につける。 

研修内容 
  １．口腔病理専門医取得のためのプログラム 

  口腔病理医の指導のもとに以下の研修を行う。（数字は１年間に行う数） 
  １）病理組織診断に必要な知識・技術を身につける。 

・生検・手術組織の病理組織学的診断  50 症例 
・術中迅速診断の補助   10 症例 
・標本作製の補助   20 症例 
・症例検討会に参加し，自分が診断を担当した症例について発表する。 

  ２）病理解剖に必要な知識・技術を身につける。 
・解剖の見学・補助   3 症例 
・剖検カンファレンスやCPCに参加する。 

  ３）がんゲノム医療に必要な知識・技術を身につける。 
・エキスパートパネルに参加する。 

  ４）病理学に関する学会発表を行う。  1 回 

  ２．口腔検査の専門医のためのプログラム 
  口腔検査スタッフの指導のもとに以下の研修を行う。 
  １）口腔疾患に特有の各種検査を実施，あるいは補助する。 

・う蝕活動性試験                  10 症例 
 ・根管内細菌嫌気培養検査＋感受性試験        10 症例 
・歯周病原性菌血清抗体価検査             2 症例 
・金属アレルギー パッチテスト            5 症例  

    元素分析              3 症例  
・咬合力、舌圧、咀嚼能力測定                         6 症例 
・口腔乾燥症                                      3 症例 
・味覚異常                                           3 症例 

  ２）コ・メディカルスタッフや歯科研修医，学生への教育の補助を行う。 
  ３）口腔検査に関する学会発表の補助を行う。 

評価 
・観察記録 
・ケースの遂行と発表 
・ポートフォリオ 
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２．シニアレジデントコース/チーフレジデントコース 
シニアレジデントコース修了後，さらに口腔検査について専門性を高め，指導的立場となって臨床ならびに教育
の場で実践できるよう，研修を行う。 

一般目標GIO 
  口腔検査を専門とし，指導的立場となる歯科医になるため，さまざまな口腔検査を実施し，教育できる高度な

臨床能力および教育能力（態度，知識及び技能）を習得する。 

行動目標SBOs 
① 将来，口腔病理専門医・分子病理専門医（口腔）・細胞診専門歯科医，口腔検査認定医の資格取得も含め，
口腔検査の専門医となるための高度な知識や技能を身につけ，実施する。 

② 全身状態の把握に必要な検査についての知識を身につける。 
③ 検査結果に基づく治療計画を自ら立案する。 
④ 口腔検査についての臨床教育技法を身につけ，実施する。 
⑤ 口腔検査に必要な医療コミュニケーションを身につける。 
⑥ 口腔検査に関する成果のまとめと発表を行う。 
⑦ 口腔機能低下症の予防のためにできることを考える。 

 参考 

日本病理学会口腔病理専門医制度規程 

http://pathology.or.jp/news/pdf/kitei.pdf 

日本口腔検査学会認定医制度規則 
平成24年8月26日制定 
認定医の資格 
第４条 
認定医の資格を申請するものは,次の各号の満たすものに限られる. 

1 . 歯科医師または医師の免許を有すること. 
2 . 専門医申請時点において継続して満２年以上の本学会会員歴を有すること. 
3 . 口腔検査を行う臨床に従事していること. 
4 . 本学会所定の単位を取得したもの. 
5 . 当学会の認定医認定試験を受験した者,書類申請したもの者,または推薦を受けたもので,認定医委員会の審議
を経て,理事会で承認された者. 
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矯正歯科 専門研修プログラム 

１．アカデミックレジデントコース 

一般目標GIO 

矯正歯科専門医に求められるプロフェッショナリズム、基本的な学問的知識・技術・態度を身につけ、他分野

における医療従事者と連携して基本的な矯正歯科診療業務を実践できるレベルの資質・能力を修得する。 

行動目標SBOs 

① 患者―歯科医師関係

患者の全人的な理解、患者・家族と良好な人間関係の確立の必要性を理解する

② チーム医療

医療チームの構成員としての矯正歯科医の役割の理解、保健・医療・福祉の幅広い職種からなる他のメン

バーとの協調の必要性を理解する

③ 問題対応能力

矯正歯科医療に関わる患者の問題の把握、問題対応型の思考の必要性を理解する

④ 安全管理

患者及び医療従事者にとって安全な医療、安全管理の方策を身に付け、危機管理への参画の必要性を理解

する

⑤ 症例呈示

チーム医療の実践と自己の臨床能力向上に不可欠な、症例呈示と意見交換の必要性を理解する

⑥ 医療の社会性

矯正歯科医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会貢献の必要性を理解する

研修方法 

基本研修：講義、研究セミナー/報告会、抄読会、学会参加、研究発表 

臨床研修：講義、診断セミナー、顎変形症カンファレンス、先天疾患カンファレンス、研修指導医の元での基

本的な矯正歯科診療業務、症例報告 

教育研修：歯科矯正学基礎実習での教育補助（TA業務） 

研修内容 

A. 一般的知識、技術、態度の基礎

1 遺伝学を含む細胞および分子生物学 

2 発生学、顎顔面の成長発育 

3 心理学 

4 情報通信技術（ICT）を活用した研究 

5 画像診断技術 

6 口腔保健 

7 口腔衛生教育 

8 保健および安全性 

9 臨床ガバナンス 

B. 矯正歯科専門医固有の知識、技術、態度の基礎

1 歯列の正常および異常な発達 

2 顎関節機能障害および矯正歯科 

3 歯の移動と顎整形治療 

4 歯科矯正材料および生体力学 

5 不正咬合の病因 

6 気道、頭蓋顔面の発達および不正咬合 
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7 診断手順 

8 治療計画 

9 成長、治療分析、セファロ分析 

10 矯正歯科治療の長期的な影響 

11 矯正歯科治療における医原性作用 

12 歯科矯正学における疫学 

13 歯科矯正学の文献と研究 

14 可撤式装置 

15 機能的矯正装置 

16 顎外矯正装置 

17 固定式矯正装置 

18 保定装置 

19 咬合の発達の誘導 

20 成人矯正 

21 歯科矯正学および口腔外科小手術 

22 歯科矯正学および保存修復学 

23 顔貌の不調和の集学的管理の概要 

24 管理 

25 教育とコミュニケーション 

研修施設 

広島大学病院 歯科 口腔健康発育歯科 矯正歯科、歯科矯正学研究室 

評価 

・筆記試験

・実習評価 ※ 詳細はシラバスに別途記載

・症例評価：診断セミナー

※ 詳細は広島大学大学院医系科学研究科歯科矯正学卒後研修カリキュラムシラバス（以下シラバ

スと表記）に別途記載

・症例評価：混合歯列期の治療 ※ 詳細はシラバスに別途記載

・症例評価：永久歯列期の治療 ※ 詳細はシラバスに別途記載

・症例評価：装置の作製 ※ 詳細はシラバスに別途記載

・症例評価：その他の治療経験 ※ 詳細はシラバスに別途記載

アカデミックレジデントコース修了要件 

基本研修の到達目標※を全て満たしていること 

※シラバスに別途記載
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２．シニアレジデントコース 

一般目標GIO 

矯正歯科専門医に求められるプロフェッショナリズム、学問的知識・技術・態度を有し、他分野における医療

従事者と連携して一般的な矯正歯科診療業務を実践できるレベルの資質・能力を修得する。 

行動目標SBOs 

① 患者―歯科医師関係

患者の全人的な理解、患者・家族と良好な人間関係の確立を実践する

② チーム医療

医療チームの構成員としての矯正歯科医の役割の理解、保健・医療・福祉の幅広い職種からなる他のメン

バーとの協調を実践する

③ 問題対応能力

矯正歯科医療に関わる患者の問題の把握、問題対応型の思考を実践する

④ 安全管理

患者及び医療従事者にとって安全な医療、安全管理の方策を身に付け、危機管理への参画を実践する

⑤ 症例呈示

チーム医療の実践と自己の臨床能力向上に不可欠な、症例呈示と意見交換を実践する

⑥ 医療の社会性

矯正歯科医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会貢献を実践する

研修方法 

基本研修：講義、研究セミナー/報告会、抄読会、学会参加、研究発表 

臨床研修：講義、診断セミナー、顎変形症カンファレンス、先天疾患カンファレンス、研修指導医の元での一

般的な矯正歯科診療業務、FD参加、症例報告、予診業務 

教育研修：矯正歯科研修医への教育補助 

研修内容 

A. 一般的知識、技術、態度の応用

1 遺伝学を含む細胞および分子生物学 

2 発生学、顎顔面の成長発育 

3 心理学 

4 情報通信技術（ICT）を活用した研究 

5 画像診断技術 

6 口腔保健 

7 口腔衛生教育 

8 保健および安全性 

9 臨床ガバナンス 

B. 矯正歯科専門医固有の知識、技術、態度の応用

1 歯列の正常および異常な発達 

2 顎関節機能障害および矯正歯科 

3 歯の移動と顎整形治療 

4 歯科矯正材料および生体力学 

5 不正咬合の病因 

6 気道、頭蓋顔面の発達および不正咬合 

7 診断手順 

8 治療計画 

9 成長、治療分析、セファロ分析 

10 矯正歯科治療の長期的な影響 

11 矯正歯科治療における医原性作用 
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12 歯科矯正学における疫学 

13 歯科矯正学の文献と研究 

14 可撤式装置 

15 機能的矯正装置 

16 顎外矯正装置 

17 固定式矯正装置 

18 保定装置 

19 咬合の発達の誘導 

20 成人矯正 

21 歯科矯正学および口腔外科小手術 

22 歯科矯正学および保存修復学 

23 顔貌の不調和の集学的管理の概要 

24 管理 

25 教育とコミュニケーション 

研修施設 

広島大学病院 歯科 口腔健康発育歯科 矯正歯科、歯科矯正学研究室 

評価 

・筆記試験

・実習評価 ※ 詳細はシラバスに別途記載

・症例評価：診断セミナー

※ 詳細は広島大学大学院医系科学研究科歯科矯正学卒後研修カリキュラムシラバス（以下シラバ

スと表記）に別途記載

・症例評価：混合歯列期の治療 ※ 詳細はシラバスに別途記載

・症例評価：永久歯列期の治療 ※ 詳細はシラバスに別途記載

・症例評価：装置の作製 ※ 詳細はシラバスに別途記載

・症例評価：その他の治療経験 ※ 詳細はシラバスに別途記載

シニアレジデントコース修了要件 

基本研修、臨床研修の到達目標※を全て満たしていること 

※シラバスに別途記載
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３. チーフレジデントコース

一般目標GIO 

矯正歯科専門医に求められるプロフェッショナリズム、学問的知識・技術・態度を有し、他分野における医療

従事者と連携して高度な矯正歯科診療業務を実践できるとともに、矯正歯科研修医の基本的な指導ができるレ

ベルの資質・能力を修得する。 

行動目標SBOs 

① 患者―歯科医師関係

患者の全人的な理解、患者・家族と良好な人間関係の確立を実践し、指導を行う

② チーム医療

医療チームの構成員としての矯正歯科医の役割の理解、保健・医療・福祉の幅広い職種からなる他のメン

バーとの協調を実践し、指導できる

③ 問題対応能力

矯正歯科医療に関わる患者の問題の把握、問題対応型の思考を実践し、指導を行う

④ 安全管理

患者及び医療従事者にとって安全な医療、安全管理の方策を身に付け、危機管理への参画を実践し、指導

を行う

⑤ 症例呈示

チーム医療の実践と自己の臨床能力向上に不可欠な、症例呈示と意見交換を実践し、指導を行う

⑥ 医療の社会性

矯正歯科医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会貢献を実践し、指導を行う

研修方法 

基本研修：講義、研究セミナー/報告会、抄読会、学会参加、研究発表 

臨床研修：講義、診断セミナー、顎変形症カンファレンス、先天疾患カンファレンス、一般的な矯正歯科診療

業務、FD参加、症例報告、予診業務 

教育研修：矯正歯科研修医教育への参画 

高度臨床研修：高度な矯正歯科診療業務（顎関節症、睡眠時無呼吸症候群、難易度の高い不正咬合治療など） 

研修内容 

矯正歯科研修医に対する基本的な矯正歯科診療の教育の実践 

高度な矯正歯科診療チームへの参画 

研修施設 

広島大学病院 歯科 口腔健康発育歯科 矯正歯科、歯科矯正学研究室 

評価 

・筆記試験

・実習評価 ※ 詳細はシラバスに別途記載

・症例評価：診断セミナー

※ 詳細は広島大学大学院医系科学研究科歯科矯正学卒後研修カリキュラムシラバス（以下シラバ

スと表記）に別途記載

・症例評価：混合歯列期の治療 ※ 詳細はシラバスに別途記載

・症例評価：永久歯列期の治療 ※ 詳細はシラバスに別途記載

・症例評価：装置の作製 ※ 詳細はシラバスに別途記載

・症例評価：その他の治療経験 ※ 詳細はシラバスに別途記載

チーフレジデントコース修了要件 

基本研修、臨床研修、高度臨床研修、および教育研修の到達目標※を全て満たしていること 

※シラバスに別途記載
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小児歯科 専門研修プログラム 

１．アカデミックレジデントコース 
一般目標GIO 

  小児歯科専門医・専門医指導医（臨床インストラクター）となるために，小児歯科専門歯科医療及び臨床教育
技法について基本的能力（態度，技能及び知識）を習得する。 

行動目標SBOs 
① 小児歯科における臨床教育技法の基礎を身につける。 
② 小児歯科における社会的側面に適切に対応する。 
③ 将来，小児歯科専門医の資格を取得するための基本的な知識や技術を身につける。 
④ 小児歯科医療に必要な全身の健康管理の基本的技能を身につける。 
⑤ 全身状態を考慮した治療計画を立案する能力を身につける。 
⑥ 小児歯科に必要な予防，治療，リハビリテ-ションの基礎を身につける。 
⑦ 小児歯科に必要な医療コミュニケ-ションを身につける。 

研修内容 
  １．小児の口腔領域を健全に育成するために，これを阻害する異常や疾病の予防と治療を行ない，小児の口腔

管理について研修する。 
  ２．小児歯科専門医取得のために必要な症例を担当し，専門知識と技術について研修する。 
（具体的な研修内容） 

・乳歯および永久歯における齲蝕の予防と治療 
・口腔および口腔周囲軟組織疾患の異常における予防と治療 
・乳歯列，混合歯列期の咬合誘導 
・心身障害児の歯科疾患の予防と治療 
・外傷の処置およびその後のフォロー 
・過剰歯の抜歯，開窓・牽引等の外科処置 
・全身疾患のある小児の口腔内診査，歯科治療，口腔ケアの習得 
・一時保護施設入所児童の口腔内診査，口腔清掃指導 
・摂食嚥下障害のある小児に対するVEおよびVFでの評価・診断の見学，治療 

評価 
・診療内容 
・症例検討会 
・学会発表 
・学術論文投稿 
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２．チーフレジデントコース 
一般目標GIO 
小児歯科専門医・専門医指導医（臨床インストラクター）となるために，臨床教育技法についての臨床能力・
教育能力（態度，技能及び知識）を習得する。 

行動目標SBOs 
① 小児歯科における臨床教育・指導を行う。 
② 小児歯科における社会的側面に対応する。 
③ 小児歯科専門医の資格を取得する。 
④ 全身状態を考慮した治療計画を立案する。 
⑤ 小児歯科に必要な予防，治療，リハビリテーションを実施する。 
⑥ 小児歯科に必要な医療コミュニケーションを実践する。 

研修内容 
  小児歯科専門医を取得し，質の高い小児歯科医療を実践するための臨床能力及び教育能力について研修し，将

来，小児歯科専門医指導医の取得を目指す。 
（具体的な研修内容） 
・小児歯科専門医の取得 
・小児の口腔管理を含む治療計画の立案と実践 
・学部学生，歯科研修医の小児歯科における教育及び指導計画の立案と実践 
・小児歯科における臨床的あるいは臨床に関連した基礎的研究 

評価 
・診療内容 
・症例検討会 
・学会発表 
・学術論文投稿 
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障害者歯科 専門研修プログラム 

１．アカデミックレジデントコース 

一般目標GIO 

障害者の社会生活や日常生活を支援し，社会福祉の向上に寄与するために，歯科医療の立場から安全・安

心な障害者への歯科医療を提供するための基本的臨床能力（態度，技能及び知識）を習得する。 

行動目標SBOs 

障害者の歯科治療経験に加えて 

① 予防処置および保健指導を行う。 

② 口腔リハビリテーションを行う。 

③ 全身麻酔法や精神鎮静法もしくは全身管理を理解する。 

④ 特別支援学校等の教育機関や障害者施設で実施した歯科保健指導の概要を説明する。 

研修ケース 

１．担当した障害者への歯科治療の延べ60回，20症例以上 

１）障害者の基礎疾患 

２）障害者の歯科治療と予防対策 

３）歯科治療時の障害者の行動マネージメント法および行動変容法 

４）口腔保健指導 

評価 

１．症例報告（経験症例報告書） 

２．学会発表（誌上発表を含む） 
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経験症例詳細報告書 

症例番号 患者名 年齢 Ｍ・Ｆ 障害の診断名 

初診年月日 治療年月日 指導医名 カルテ№ 

初診時の障害，適応，口腔状態および治療・指導計画 

治療・指導経過と行動の調整 

治療・指導終了の状況とその後の経過 

その他 
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２．チーフレジデントコース 

一般目標GIO 

障害者の社会生活や日常生活を支援し，社会福祉の向上に寄与するために，歯科医療の立場から安全・安心な

障害者への歯科医療を提供するための専門的臨床能力（態度，技能及び知識）を習得する。 

行動目標SBOs 

① 知的障害者の歯科治療および予防，歯科保健指導を実践する。 

② 身体障害者の歯科治療および予防，歯科保健指導を実践する。 

③ 精神障害者の歯科治療および予防，歯科保健指導を実践する。 

④ 内部臓器疾患患者の歯科治療および予防，歯科保健指導を実践する。 

⑤ 障害者の摂食機能療法，言語聴覚訓練等のリハビリテーションを説明する。 

⑥ 全身麻酔下の歯科治療もしくは精神鎮静法下の歯科治療経験や呼吸，循環等の管理が必要な障害者の全身管

理を経験する。 

⑦ 社会福祉一般，障害児教育，障害者療育についての研修を経験する。 

⑧ 特別支援学校等の教育機関や障害者施設に対する歯科保健指導を経験する。 

研修ケース 

１．担当した障害者への歯科診療の延べ60回，20症例以上 

１）治療経験 

２）口腔機能リハビリテーション 

３）予防処置，および保健指導 

４）全身麻酔や精神鎮静法もしくは全身管理 

５）特別支援学校等の教育機関や障害者施設で実施した歯科保健指導の概要 

評価 

１．症例報告（経験症例報告書） 

２．学会発表（誌上発表を含む） 
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経験症例詳細報告書 

症例番号 患者名 年齢 Ｍ・Ｆ 障害の診断名 

初診年月日 治療年月日 指導医名 カルテ№ 

初診時の障害，適応，口腔状態および治療・指導計画 

治療・指導経過と行動の調整 

治療・指導終了の状況とその後の経過 

その他 
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特殊歯科総合治療部 言語治療室 専門研修プログラム 

１．アカデミックレジデントコース 

一般目標GIO 

言語（スピーチ）に関する問題や嚥下障害を扱う歯科医師に求められるプロフェッショナリズム，基本的な学

問的知識・技術・態度を身につけ，他分野における医療従事者と連携して基本的な診療業務を実践できるレベ

ルの資質・能力を修得する。 

行動目標SBOs 

① 患者―歯科医師関係

患者の全人的な理解、患者・家族と良好な人間関係の確立の必要性を理解する

② チーム医療

医療チームの構成員としての矯正歯科医の役割の理解、保健・医療・福祉の幅広い職種からなる他のメン

バーとの協調の必要性を理解する

③ 問題対応能力

歯科医療に関わる患者の問題の把握、問題対応型の思考の必要性を理解する

④ 安全管理

患者及び医療従事者にとって安全な医療、安全管理の方策を身に付け、危機管理への参画の必要性を理解

する

⑤ 症例呈示

チーム医療の実践と自己の臨床能力向上に不可欠な、症例呈示と意見交換の必要性を理解する

⑥ 医療の社会性

歯科医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会貢献の必要性を理解する

研修方法 

言語治療室と歯科放射線科、口腔外科、矯正歯科、小児歯科など関連診療科とのチーム医療に参画する。 

研修内容 

  １．言語治療に使う治療道具，検査類，症例（録音・ビデオ）などを見て，患者の治療内容・過程を概ね予測

できるように観察する。  

  ２．嚥下能力レベルの確認に使用する検査機器の説明や嚥下食の説明などを受ける。 

評価 

１．症例報告 

２．学会発表 

２．シニアレジデントコース 

一般目標GIO 

言語（スピーチ）に関する問題や嚥下障害を扱う歯科医師に求められるプロフェッショナリズム，学問的知識・

技術・態度を身につけ，他分野における医療従事者と連携して一般的な診療業務を実践できるレベルの資質・

能力を修得する。 

行動目標SBOs 

① 患者―歯科医師関係

患者の全人的な理解、患者・家族と良好な人間関係の確立を実践する

② チーム医療

医療チームの構成員としての矯正歯科医の役割の理解、保健・医療・福祉の幅広い職種からなる他のメン
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バーとの協調を実践する 

③ 問題対応能力

歯科医療に関わる患者の問題の把握、問題対応型の思考を実践する

④ 安全管理

患者及び医療従事者にとって安全な医療、安全管理の方策を身に付け、危機管理への参画を実践する

⑤ 症例呈示

チーム医療の実践と自己の臨床能力向上に不可欠な、症例呈示と意見交換を実践する

⑥ 医療の社会性

歯科医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会貢献を実践する

研修方法 

言語治療室と歯科放射線科、口腔外科、矯正歯科、小児歯科など関連診療科とのチーム医療を実践する。 

研修内容 

１．言語面： 

患者・家族および医療者と良好な関係でコミュニケーションをとり，目標や情報を伝える。 

言語聴覚士の説明により患者の治療内容・治療過程を概ね予測できるように目指す。 

２．嚥下面： 

患者・家族および医療者と良好な関係でコミュニケーションをとり，目標や情報を伝える。 

嚥下能力改善のための訓練方法や手技を学び知識を高め，臨床で実施する。 

患者の能力にあった食事形態を選び，段階的に食事形態を上げることを実践する。 

経口摂取不可能な患者には代替的栄養摂取方法を選択し，患者に説明する。 

評価 

１．症例報告 

２．学会発表 

２．チーフレジデントコース 

一般目標GIO 

言語（スピーチ）に関する問題や嚥下障害を扱う歯科医師に求められるプロフェッショナリズム，学問的知識・

技術・態度を身につけ，他分野における医療従事者と連携して高度な診療業務を実践できるとともに、歯科研

修医の基本的な指導ができるレベルの資質・能力を修得する。 

行動目標SBOs 

① 患者―歯科医師関係

患者の全人的な理解、患者・家族と良好な人間関係の確立を実践し、指導を行う

② チーム医療

医療チームの構成員としての矯正歯科医の役割の理解、保健・医療・福祉の幅広い職種からなる他のメン

バーとの協調を実践し、指導できる

③ 問題対応能力

言語（スピーチ）に関する問題や嚥下障害を扱う歯科医療に関わる患者の問題の把握、問題対応型の思考

を実践し、指導を行う

④ 安全管理

患者及び医療従事者にとって安全な医療、安全管理の方策を身に付け、危機管理への参画を実践し、指導

を行う

⑤ 症例呈示

チーム医療の実践と自己の臨床能力向上に不可欠な、症例呈示と意見交換を実践し、指導を行う

⑥ 医療の社会性
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言語（スピーチ）に関する問題や嚥下障害を扱う歯科医療の持つ社会的側面の重要性を理解し、社会貢献

を実践し、指導を行う 

研修方法 

言語治療室と歯科放射線科、口腔外科、矯正歯科、小児歯科など関連診療科とのチーム医療を実践する。 

研修内容 

  １．言語面： 

  患者・家族および医療者と良好な関係でコミュニケーションをとり，目標や情報を伝えるとともに，研

修医の指導に参画する。 

  言語聴覚士の説明により患者の治療内容・治療過程を概ね予測する。 

  ２．嚥下面： 

  患者・家族および医療者と良好な関係でコミュニケーションをとり，目標や情報を伝えるとともに，研

修医の指導に参画する。 

  嚥下能力改善のための訓練方法や手技を学び知識を高め，臨床で実施するとともに，研修医の指導に参

画する。 

  患者の能力にあった食事形態を選び，段階的に食事形態を上げることを実践するとともに，研修医の指

導に参画する。 

  経口摂取不可能な患者には代替的栄養摂取方法を選択し，患者に説明するとともに，研修医の指導に参

画する。 

評価 

１．症例報告 

２．学会発表 
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〔５〕 

歯内・歯周・審美・修復歯科 

専門研修プログラム 

歯科保存診療科 

歯周診療科 

口腔インプラント診療科 

咬合・義歯診療科

アカデミックレジデント

チ ー フ レ ジ デ ン ト
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歯科保存診療科 専門研修プログラム 
 
１．アカデミックコース 

患者中心の包括的総合歯科医療、専門歯科医療を実践し、将来歯内療法および保存修復領域の専門歯科医（臨
床インストラクター）となるために、全身管理を含む、１．患者中心の全人的医療、包括的歯科医療と専門歯
科医療、２．臨床教育技法、の基本的能力（態度、技能及び知識）を習得する。 

  
一般目標GIO 
歯内療法および保存修復領域の専門歯科医（臨床インストラクター）となるために、必要な専門歯科医療及び
臨床教育技法について基本的能力（態度、技能及び知識）を習得する。 
 

行動目標SBOs 
① 歯内療法および保存修復領域における臨床教育技法の基礎を身につける。 
② 将来、 日本歯内療法学会専門医の資格を取得するための基本的な知識や技術を身につける。 
③ 全身状態を考慮した治療計画を立案する能力を身につける。 
④ 歯内療法および保存修復治療に必要な医療コミュニケ-ションを身につけ、実践する。 

 
研修内容 
将来の日本歯内療法学会専門医および歯科保存学会認定医となるために、歯内療法および保存修復治療に関す
る包括的歯科医療（予防・治療・リハビリテーション）を含む口腔プライマリケアについて研修する。 
歯科保存診療科における臨床ケース 

歯髄保存療法        
歯髄除去療法        
感染根管治療(根管内細菌嫌気培養検査を含む）       
外科的歯内療法 
メタルインレー修復 
レジン修復 
隔壁作製法 
歯科用CBCTによる診断 
歯科用マイクロスコープの使用方法の取得 
ニッケルチタンファイルの使用方法の取得 

 
評価 
・観察記録 
・症例発表 
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２．チーフレジデントコース 
 
一般目標GIO 
歯内療法および保存修復領域の専門医、認定医（臨床インストラクター）となるため、歯内療法、保存修復治
療、全身管理歯科および臨床教育技法についての臨床能力（態度、技能及び知識）を習得する。 
 

行動目標SBOs 
① 歯内療法および保存修復領域における臨床教育･指導を行う。 
② 歯内療法および保存修復領域における社会的側面に対応する。 
③ 日本歯内療法学会専門医の資格を取得する。 
④ 全身状態を考慮した歯内療法および保存修復治療の計画を立案する。 
⑤ 歯内療法および保存修復領域に必要な医療コミュニケ-ションを実践する。 

 
研修内容 
１．歯内療法および保存修復領域系の臨床実習、臨床前実習等の教育、指導計画の立案と実践 
２．歯内療法および保存修復領域の臨床的あるいは臨床に関連した基礎的研究を行い、日本歯内療法学会、日

本歯科保存学会および歯科基礎医学会等で発表を行うとともに論文を作成する。 
具体的な研究内容は以下の通り 
・象牙質/歯髄複合体および根尖歯周組織の生物学的再生 
・根尖部根管の生物学的封鎖法 

３． 有病者、歯科心身症等を有する患者における歯内療法および保存修復治療計画の立案 
・全身疾患を有する患者における歯内療法および保存修復治療時の注意と要点 
・有病者等の全身管理下における歯内療法および保存修復治療 
・歯科治療恐怖症等の歯科心身症患者における歯内療法および保存修復治療 

４． シニアレジデントコースの研修内容を踏まえ、以下の内容の習得を目指す 
１．根管内細菌培養検査に基づく歯内療法 
２．歯科用マイクロスコープの使用法 
３．ニッケルチタンファイルの使用法 
４．歯科用CBCTの活用 

 
評価 
・観察記録 
・症例発表 
・学会発表数 

日本歯内療法学会もしくは日本歯科保存学会での発表を１回以上（共同演者でも可） 
・学術論文数 

日本歯内療法学会誌もしくは日本歯科保存学会誌に１編以上（共著でも可） 
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歯周診療科 専門研修プログラム 
 
１．アカデミックレジデントコース 
  歯周病認定医・専門医コース 
 
一般目標GIO 
日本歯周病学会認定医，専門医及び指導医となるために，専門的歯科医療及び臨床教育技法について基本的能
力（態度，技能及び知識）を習得する。 
 

行動目標SBOs 
①  歯周治療における臨床教育技法の基礎を身につける。 
②  歯周治療における社会的側面に適切に対応する。 
③  将来，専門医の資格を取得するための基本的な知識や技術を身につける。 
④  歯周治療に必要な全身の健康管理の基本的技能を身につける。 
⑤  歯周治療に必要な予防，治療の基礎を身につける。 
⑥  歯周治療に必要な医療コミュニケーションを身につける。 
⑦   認定医の申請に必要な書類を作成できる。 

 
研修内容 
１．歯周病の診査（検査）と診断 
２．治療計画の立案 
３．歯周基本治療 
４．歯周外科治療（フラップ手術：ウィドマン改良法あるいは歯肉弁根尖側移動術） 

 
研修ケース（4年間） 
・歯周基本治療  １０症例 
・歯周外科アシスタント       ３症例 
・歯周外科    ５症例 
・日本歯周病学会認定医申請に必要な書類を完成させる。 

 
評価 
・観察記録 
・症例報告，口頭試問 
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２．チーフレジデントコース 
  日本歯周病学会専門医取得コース 
 
一般目標GIO 
歯周治療の専門医・指導医（臨床インストラクター）となるために，専門歯科医療及び臨床教育技法について
臨床能力（態度，技能及び知識）を習得する。 
 

行動目標SBOs 
①  専門医の資格を取得する。 
② 歯周治療における臨床教育・指導を行う。 
③  歯周治療における社会的側面に対応する。 
④  全身状態を考慮した治療計画を立案する。 
⑤  歯周治療に必要な予防，治療を実施する。 
⑥  歯周治療に必要な医療コミュニケーションを実践する。 

 
研修内容 
１．歯周病の診査（検査）と診断 
２．治療計画の立案 
３．歯周基本治療 
４．歯周外科治療（フラップ手術，歯周組織再生療法，歯周形成外科） 

 
研修ケース 

  日本歯周病学会専門医の申請に必要な症例を完成させる。 
  
評価 
・観察記録 
・症例報告（ケースプレゼンテーション） 
・投稿雑誌への英語論文の受理 
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参考  
１． 日本歯周病学会認定医申請資格 

 申請資格 
 ・3年以上継続して学会会員である者 
 ・学会が認めた研修施設に3年以上所属し，歯周病学に関する研修と臨床経験を有する者 
 
 症例報告 
 ・歯周炎患者の治療症例を1症例提示する。ただし，その症例は基本的な歯周外科手術（フラップ手術等）を行

い，術後6ヶ月以上安定した状態を保っている症例とする。 
 
 審査 
  申請書類と筆記試験の内容により審査し，合否を判定する。 
 
２．日本歯周病学会専門医申請資格 
申請資格 
・通算5年以上の歯周病学に関する研修と臨床経験を有する者及びこれと同等以上の経験を有すると認められた
者。 

・専門医の申請時において，通算5年以上の学会会員である者。 
 
症例報告 
・10症例の歯周治療を提示し，うち8症例は歯周外科処置（再生療法1症例含む）を行っている。 
・すべての症例はメインテナンスまで進んでいること。 
・上記患者の病歴及び治療経過の記録は所定の症例報告用紙に記入し，術前術後の口腔内写真とＸ線写真を添え
ること。 

 
対面審査 
書類審査に合格した申請者は，提出した症例から１つ選び，ケースプレゼンテーションを行い，口頭試問を 
受ける。 
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口腔インプラント診療科 専門研修プログラム 
 
１．アカデミックレジデントコース 
一般目標GIO 

  補綴歯科領域の専門歯科医・指導歯科医（臨床インストラクター）となるために，専門歯科医療及び臨床教育
技法について基本的能力（態度，技能及び知識）を習得する。 

 
行動目標SBOs 

  ① 審美・修復歯科系補綴歯科における臨床教育技法の基礎を身につける。 
  ② 審美・修復歯科系補綴歯科における社会的側面に適切に対応する。 
  ③ 将来，補綴歯科専門医の資格を取得するための基本的な知識や技術を身につける。 
  ④ 審美・修復歯科系補綴歯科医療に必要な全身の健康管理の技能を身につける。 
  ⑤ 全身状態を考慮した治療計画を立案する能力を身につける。 
  ⑥ 審美・修復歯科系補綴歯科に必要な予防，治療，リハビリテーションを身につける。 
  ⑦ 審美・修復歯科系補綴歯科に必要な医療コミュニケーションを身につける。 
 
研修内容 

  １．全部床義歯および部分床義歯治療のための診査・診断と治療計画の立案 
  ２．全部床義歯および部分床義歯治療における印象採得 
  ３．上下的・水平的顎間関係の記録 
  ４．半調節性咬合器の操作・調節 
  ５．義歯の装着・調整と患者指導 
  ６．義歯の術後管理 

７．義歯の修理 
８．口腔インプラント治療のための診査・診断と治療計画の立案 
９．口腔インプラント治療の顎模型における埋入実習 

  10．口腔インプラント治療における埋入オペの見学及び介助 
11. 口腔インプラント治療における」上部構造補綴治療の見学及び介助 

  12．摂食・嚥下障害患者の診査・診断・治療の介助及び自験 
 
研修ケース 

  ・全部床義歯治療もしくは部分床義歯治療を必要とする症例 
  ・口腔インプラント治療を必要とする症例 
 
評価 

  ・ポートフォリオ 
  ・症例発表（ケースプレゼンテーション） 
  ・学会発表（誌上発表を含む。） 
    
チーフレジデントコースに進むための必要条件 
・アカデミックレジデントコースの修了者,または広島大学大学院医歯薬学総合研究科博士課程修了者 

  ・症例発表を行い，指導歯科医の口頭試問に合格すること。 
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２．チーフレジデントコース 
一般目標GIO 
補綴歯科領域の専門歯科医・指導歯科医（臨床インストラクター）となるために，専門歯科医療及び臨床教育
技法について臨床能力・教育能力（態度，技能及び知識）を習得する。 
 

行動目標SBOs 
  ① 審美・修復歯科系補綴歯科における臨床教育・指導を行う。 
  ② 審美・修復歯科系補綴歯科における社会的側面に対応する。 
  ③ 専門医の資格を取得する。 
  ④ 全身状態を考慮した治療計画を立案する。 
  ⑤ 審美・修復歯科系補綴歯科に必要な予防，治療，リハビリテーションを実施する。 
  ⑥ 審美・修復歯科系補綴歯科に必要な医療コミュニケーションを実践する。 
 
 研修内容 
  １．全部床義歯および部分床義歯治療のための診査・診断と治療計画の立案 
  ２．全部床義歯および部分床義歯治療における印象採得 
  ３．上下的・水平的顎間関係の記録 
  ４．半調節性咬合器の操作・調節 
  ５．義歯の装着・調整と患者指導 
  ６．義歯の術後管理 
  ７．義歯の修理 

８．口腔インプラント治療のための診査・診断と治療計画の立案 
９．口腔インプラント治療の顎模型における埋入実習 

  10．口腔インプラント治療における手術の見学及び介助 
  11. 口腔インプラント治療における」上部構造補綴治療の見学及び介助 
  12．摂食・嚥下障害患者の診査・診断・治療の介助及び自験 
   
研修ケース 

  ・全部床義歯治療もしくは部分床義歯治療を必要とする症例 
・口腔インプラント治療を必要とする症例 

     参考 （社）日本補綴歯科学会専門医制度 申請資格 
         １．日本国歯科医師免許を有すること 
         ２．5年以上継続している会員歴 
         ３．認定研修機関で5年以上の診療および研究に従事 
         ４．認定研修内容の完備（70単位以上） 
           １）学術大会への出席：28単位以上 
           ２）歯科補綴学に関連する領域の発表：12単位以上 
           ３）歯科補綴学に関連する領域の疾患の診断および治療：AとBとを必ず含み30単位以上 
             A.治療終了後3年以上の経過観察を行った症例１症例---10単位 
             B.治療を終了した症例10症例以上---１症例２単位 

        ４）専門医試験に合格すること 
１年目の研修ケース：症例報告1ケース 

       ２年目の研修ケース：症例報告1ケース，学会発表１回 
       ３年目の研修ケース：症例報告1ケース，論文発表１編 
 
評価 
・ポートフォリオ 
・症例報告 
・学会発表（誌上発表を含む。） 

 
 広島大学病院認定の専門医資格取得のための条件 

公益社団法人日本補綴歯科学会専門医申請資格に準じる。 
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咬合・義歯診療科 専門研修プログラム 
 
１．アカデミックレジデントコース 
一般目標GIO 
補綴修復歯科領域の専門歯科医・指導歯科医（臨床インストラクター）となるために，補綴修復歯科の専門歯
科医療及び臨床教育技法について臨床能力・教育能力（態度，技能及び知識）を習得する。 
 

行動目標SBOs 
  ① 補綴修復歯科における臨床教育技法の基礎を身につける。 
  ② 補綴修復歯科における社会的側面に適切に対応する。 
  ③ 将来，専門医の資格を取得するための基本的な知識や技術を身につける。 
  ④ 補綴修復歯科医療に必要な全身の健康管理の基本的技能を身につける。 
  ⑤ 全身状態を考慮した治療計画を立案する能力を身につける。 
  ⑥ 補綴修復歯科に必要な予防，治療，リハビリテーションの基礎を身につける。 
  ⑦ 補綴修復歯科に必要な医療コミュニケーションを身につける。 
 
研修内容 

  １．全部，部分被覆冠およびブリッジ治療のための検査・診察・診断と治療計画の立案 
  ２．全部，部分被覆冠およびブリッジ治療における支台歯形成，印象採得 

３．上下的・水平的顎間関係の記録 
  ４．全部，部分被覆冠およびブリッジの装着・調整と患者指導 
  ５．補綴物の修理 

６．口腔インプラント治療のための診査・診断と治療計画の立案 
  ７．口腔インプラント治療の顎模型における埋入実習 
  ８．口腔インプラント治療における手術の見学及び介助 
  ９．口腔インプラント治療における上部構造補綴治療の見学及び介助 
  10．摂食・嚥下障害患者の診査・診断・治療の介助及び自験 
 
研修ケース 

  ・全部，部分被覆冠およびブリッジ治療を必要とする症例 
 
評価 

  ・症例発表（ケースプレゼンテーション） 
  ・ポートフォリオ 
  ・学会発表（誌上発表を含む） 
 
チーフレジデントコースに進むための必要条件 
・アカデミックレジデントコースの修了者,または広島大学大学院医歯薬学総合研究科博士課程修了者 
・症例発表を行い，指導歯科医の口頭試問に合格すること 
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２．チーフレジデントコース 
一般目標GIO 
補綴修復歯科領域の専門歯科医・指導歯科医（臨床インストラクター）となるために，１．包括的総合歯科医
療並びに専門歯科医療，２．臨床教育技法，についての高度な臨床能力と教育能力（態度，技能及び知識）を
習得する。 
 

行動目標SBOs 
① 補綴修復歯科における臨床教育・指導を行う。 
② 補綴修復歯科における社会的側面に対応する。 
③ 専門（認定）医の資格を取得する。 
④ 全身状態を考慮した治療計画を立案する。 
⑤ 補綴修復歯科に必要な予防，治療，リハビリテーションを実施する。 
⑥ 補綴修復歯科に必要な医療コミュニケーションを実践する。 

 
研修内容 
１．全部，部分被覆冠およびブリッジ治療のための検査・診察・診断と治療計画の立案 

  ２．全部，部分被覆冠およびブリッジ治療における支台歯形成，印象採得 
  ３．歯冠修復治療を行うための補綴前処置 
  ４．全部，部分被覆冠およびブリッジの装着・調整と患者指導 
  ５．補綴物の修理 
  ６．口腔インプラント治療のための診査・診断と治療計画の立案 
  ７．口腔インプラント治療の顎模型における埋入実習 
  ８．口腔インプラント治療における手術の見学及び介助 
  ９．口腔インプラント治療における上部構造補綴治療の見学及び介助 
  10．摂食・嚥下障害患者の診査・診断・治療の介助及び自験 
 
研修ケース 
・全部，部分被覆冠およびブリッジ治療を必要とする症例 
・口腔インプラント治療を必要とする症例 

     参考 （社）日本補綴歯科学会専門医制度 申請資格 
        １．日本国歯科医師免許を有すること 
        ２．5年以上継続している会員歴 
        ３．認定研修機関で5年以上の診療および研究に従事 
        ４．認定研修内容の完備（70単位以上） 
          １）学術大会への出席：28単位以上 
          ２）歯科補綴学に関連する領域の発表：12単位以上 
          ３）歯科補綴学に関連する領域の疾患の診断および治療：AとBとを必ず含み30単位以上 
             A.治療終了後3年以上の経過観察を行った症例１症例---10単位 
             B.治療を終了した症例10症例以上---１症例２単位 
          ４）専門医試験に合格すること 
 

     １年目の研修ケース：症例報告１ケース 
       ２年目の研修ケース：症例報告１ケース，学会発表１回 
       ３年目の研修ケース：症例報告１ケース，論文発表１編 
 
評価 
・ポートフォリオ 

  ・症例報告（ケースプレゼンテーション） 
  ・学会発表(誌上発表を含む。） 
 
広島大学病院認定の専門医資格取得のための条件 
公益社団法人日本補綴歯科学会認定医申請資格に準じる。 
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