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【はじめに】 

                                          

近年の医学の発展は目覚ましく、毎年の

ように新たな診断法や治療法が開発さ

れている。こうした時代背景から、最新

医療の恩恵を望む患者の、専門医への期

待はかつてないほど高まっている。一方、

専門分野の過度の細分化によって、制度

の統一性や専門医の質の担保に懸念を

生じる事態となった。こうした状況から、

文部科学省は今年、これまでの学会主導

の専門医制度を改め、第三者機関による

制度の標準化を目指して「日本専門医機

構」を創設した。新たな制度では、学会に代わって大学病院等の基幹病院が専門研修プロ

グラムの管理とキャリア形成支援の中核を担うこととなっている。 

 当院の専門医育成プログラムはこうした時代の潮流を先取りした形で発足した。この野

心的なプログラムが大きな成果を生み出すためには、研修を指導する側、研修を受ける側、

双方の理解と協力が必要である。平成29年度開業予定の新病院では、この制度で育った多

くの専門医が患者や地域のために活躍する姿を期待して止まない。 

 

病院長 小 林   優 

  

５年以上の認定医・専門医育成

総合カリキュラム 
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【診療科の専門医取得プログラム】 

 

［１］総合診療科(保存系)の専門医取得プログラム           ・・・ｐ4～5 

[２] ホワイトニング&エチケット診療科の専門医取得プログラム    ・・・ｐ6～7 

[３] 先端材料診療科の専門医取得プログラム             ・・・ｐ8～9 

[４] クラウンブリッジ診療科の専門医取得プログラム        ・・・ｐ10～11 

[５] 歯周病診療科の専門医取得プログラム             ・・・ｐ12～13 

[６] 特殊義歯・咬合リエゾン診療科の専門医取得プログラム     ・・・ｐ14～17 

[７] 口腔インプラントセンターの専門医取得プログラム       ・・・ｐ18～19 

[８] マイクロスコープ診療科の専門医取得プログラム        ・・・ｐ20～21 

[９] 小児歯科の専門医取得プログラム               ・・・ｐ22～23 

[10] 歯科矯正科の専門医取得プログラム              ・・・ｐ24～25 

［11］口腔外科の専門医取得プログラム               ・・・ｐ26～27 

［12］歯科放射線科の専門医取得プログラム             ・・・ｐ28～29 

［13］麻酔科の専門医取得プログラム                   ・・・ｐ30～31 

［14］障害者歯科診療科の専門医取得プログラム            ・・・ｐ32～33 
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[１] 総合診療科（保存系）の専門医取得プログラム（責任者：向井義晴） 

   指導医：向井義晴，岡田周策，富山 潔，椎谷 亨，飯塚純子 

 

取得専門医：日本歯科保存学会 認定医（2年） 

専門医（認定医取得後 3年） 

 

【診療科の特色】 

う蝕歯や tooth wear歯に対する修復処置，根管治療，および歯周病の治療など，一般的

な保存系治療を取り扱う． 

 

歯科保存治療は，歯科臨床において最も頻度の高い治療の１つである．歯の保存は歴史

的に見ても歯科界の永遠のテーマであり，その真髄

を常に追い求める保存治療専門歯科医師の養成が叫

ばれている． 

 

＜保存治療の認定医・専門医となるためには＞ 

① 口腔内診断能力を身につける（デンタル等の画像

撮影読影，口腔内写真撮影技術を含む） 

② う蝕歯や tooth wear歯に対する治療技術（保存

修復） 

③ 歯周組織状況に応じた治療技術（歯周治療） 

④ 抜髄，感染根管の治療技術（歯内療法） 

⑤ 保存 3領域を統合した総合的な診断能力の養成，治療技術 

を研鑽することが強く要求される． 

 

 

保存 

治療 

保存
修復 

歯内
療法 

歯周
治療 

ポーセレンインレー 

歯冠破折歯 

ホワイトスポット 

からの齲窩形成 

歯内‒歯周病変 
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※日本歯科保存学会：http://www.hozon.or.jp/member/ninteii.html 
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[２] ホワイトニング&エチケット診療科の専門医取得プログラム（責任者：向井義晴） 

    指導医：向井義晴 

 

取得専門医：日本歯科審美学会 認定医 

   

 

【診療科の特色】 

う蝕歯の治療において，再石灰化や審美性を考慮し，なるべく小さく削りながら治療後に

はもとの歯に近い色や形にもどるよう最新の歯科材料を使用した治療を行なう．また，変色

歯に対しては各種ホワイトニング処置を行なう． 

口臭でお悩みの患者さんに対して，ガスクロマトグラフィーを使用して，口臭の主な原因物

質である揮発性硫黄化合物（VCS）濃度を測定し，他の試験法と合わせて口臭に関する診断，

治療を行う． 

 

日本歯科審美学会では，「歯科審美学とは，顎口腔系における形態美・色彩美・機能美の

調和を図り，人々の幸福に貢献する歯科医療のため

の教育および学習に関する学問体系である（日本歯

科審美学会教授要綱）」と定義している． 

日本歯科審美学会の認定医となるためには， 

① 口腔内診断能力を身につける（デンタル等の画像

撮影読影，口腔内写真撮影技術を含む） 

② 残存歯の精査，抜歯の可否，メインテナンスも含

めた歯周病学的知識とスキル，および保存修復学

的知識とスキル、補綴処置の基礎となる歯内療法

学的知識とスキル（保存） 

③ さまざまな補綴学的知識とスキル 

④ MTMを含めた矯正学的知識（矯正医とのタイアップ） 

など総合的な臨床能力が必要不可欠である． 

 

  

 

 

 

歯科
審美 

保存 

矯正 補綴 

etc・・・ 
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※日本歯科審美学会：https://www.jdshinbi.net/pro/authorization.html 
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[３]先端材料診療科の専門医取得プログラム（責任者：二瓶智太郎）  

         指導医：二瓶智太郎，大橋 桂，山口紘章，三宅 香 

 

取得専門医：日本接着歯学会 接着歯科治療認定医               

日本歯科理工学会 Dental Materials Adviser      

 

【診療科の特色】 

日々の歯科診療において，材料を使用すること，それに付随して「接着」も必ず治療術式

として行っている．この接着技法と接着材は，日本が世界的にも誇れる最先端の歯科技術と

材料であり，症例に応じての使用法や材料の選択法を修得することは診療にも幅が出て，患

者へ信頼ある治療の提供にも繋がる． 

 

＜接着歯科治療の認定医となるためには＞ 

①歯科材料の必要な基礎的知識 

 

②歯科材料の使用法の知識とスキル 

 

③材料の選択知識とスキル 

 

④最終修復あるいは補綴処置に対する診査診断

の知識とスキル 

 

⑤使用した材料と予後との関係を分析 

 

長期的な予後に導

くための総合的な

臨床能力が必要不

可欠である． 

 

接着 

修復処置 

補綴処置 

材料 

予後診査 

http://www.adhesive-dent.com/


9 

 

 

※日本接着歯学会：http://www.adhesive-dent.com/ 
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[４]クラウンブリッジ診療科の専門医取得プログラム（責任者：木本克彦） 

指導医：木本克彦，星 憲幸，林 幸男 

 

 取得専門医：日本補綴歯科学会 専門医 

 

【診療科の特色】 

  歯科治療の最終段階にある補綴治療に対して最新技術を用い、歯周との調和をふくめ 

機能面、審美面を回復し、長期的安定した補綴治療を目指している。 

 

取得プログラム 

 日本補綴歯科学会専門医取得申請には以下の資格条件がある。 

１． 歯科医師免許を有する。 

２． 日本補綴歯科学会会員歴が、申請時に継続して５年以上である。 

３． 認定研修期間で５年以上の診療および研究に従事していること。 

４． 専門医試験に合格していること。 

５． 認定研修内容の完備（７０単位以上）。 

 以上の要件をすべて満たしていることが必要である。 

 

＜補綴の専門医となるためには＞ 

 １．確かな知識と技術に裏打ちされた治療 

 

 

 

 

 

 ２．確実な診査・診断 

 

 

 

 

 

 

 ３．新規材料や機器への知識と技能 
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 ※日本補綴歯科学会  http://www.hotetsu.com/s2_01.html 
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[５] 歯周病診療科の専門医取得プログラム（責任者：三辺正人） 

指導医：三辺正人，秋月達也，工藤値英子 

 

 取得専門医：日本歯周病学会 認定医（3年） 

 専門医（認定医取得後 2年） 

【診療科の特色】 

 歯周病治療は、一般的に行われている治療のひとつでありながら、重度歯周炎患者の治療、

再生治療、歯周形成外科手術など専門的な知識、技術が求められることが多くあります。 

 歯周病診療科では、以下の資格の取得を支援する制度を設けています。 

 

『認定医』…3年間研修施設で研修して、基本的な歯周治療の知識と技量をマスターした上

で認定医試験に合格した日本歯周病学会員。 

『歯周病専門医』…認定医取得後 2年間研修施設で研修して、専門的な歯周治療の知識と技

量をマスターした上で専門医試験に合格した日本歯周病学会員。 

『歯周病専門医』は、専門医として広告が可能なもの（5学会、H26年時点）のうちの一

つです。（http://www.jda.or.jp/dentist/index_5.html） 

歯周病認定医、専門医の症例は、

1口腔単位の治療が求められま

す。1口腔単位での治療につい

て学ぶことで歯科治療の基本を

全て学べます。もちろん卒前に

学べなかった 

歯周外科もマスターできます。 

 ＜歯周病の専門医となるためには＞ 

『認定医』取得コース 

 中等度の患者（日本歯周病学会の規約に基づく条件の患者）に対し、歯周外科手術を含めた歯周

治療を行い、メインテナンス 6か月以上経過した症例を 1症例発表できるようにします（認定医の

申請条件）。資料採取（10枚法エックス線、11枚法口腔内写真撮影、PPD、o-PCRなど）、治療計画、

歯周外科などで認定医申請に耐えうるように指導します。 

 3年間のコース終了のち、認定医の申請、受験をしてもらいます（歯周病学会の規定による）。 

 

『歯周病専門医』取得コース 

 上記患者に加え、歯周形成外科、歯周組織再生治療を行った患者（各々1例以上）、計 10例を

作製します。認定医取得コースより引き続いて行った場合、認定医取得コース中に症例を作ること

で、取得までの期間が短縮できます（学会の試験の関係上、最短で認定医取得後約 2年半で申請で

きます）。外科手術など、必要に応じて指導を行います。 
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※日本歯周病学会：http://www.perio.jp/member/certification/ 
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 [６]特殊義歯・咬合ﾘｴｿﾞﾝ診療科の専門医取得プログラム（責任者：玉置勝司） 

指導医：玉置勝司，菅野京子，清水統太，和気裕之，島田 淳，澁谷智明，宮地英雄 

取得認定医，専門医 

①日本補綴歯科学会 専門医（5年） 

②日本顎関節学会 認定医（5年）、専門医（5年） 

③日本歯科心身医学会 認定医（2年）、専門医（5年） 

 

【診療科の特色】 

 本診療科はあらゆる歯科の基本である『咬合学』をベースに、

POS（患者中心）の診療形態をとりながら、また患者のライフステ

ージや歯の残存状態、欠損スピードなどを考慮し、適切な診察と

検査を行い患者個々に対応する包括的診断（K式多軸診断）を特徴

する。また、近年の社会構造に伴う高齢者の増加に伴い基礎疾患を有する（有病者）患者に対する歯科

治療の基本知識と対応を習得できる。 

 

【習得できる知識とスキル】 
①顎機能、骨格パターンを考慮した咬合再構成 

②部分欠損症例に対する有床義歯補綴治療 

③無歯顎症例に対する有床義歯補綴治療 

④DC/TMD（顎関節症の世界標準診断法）に基づく治療法 

⑤歯科心身症に対する診察法と対応 

（精神科医とのリエゾン診療法） 

 

 

 

 

 

DC/TMD 

咬合 

有床義歯 

歯科心身 

口腔顔面

痛 

顎関節症 
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※日本補綴歯科学会  http://www.hotetsu.com/s2_01.html 
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※日本顎関節学会 http://kokuhoken.net/jstmj/certification/index.shtml 
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＊日本歯科心身医学会 http://www.sikasinsin.jp/ 

 

http://www.sikasinsin.jp/
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[７]口腔インプラントセンターの専門医取得プログラム（責任者：宗像源博） 

   指導医：宗像源博 

 取得専門医：日本口腔インプラント学会 専修医 専門医 

顎顔面インプラント学会 専門医 

 

【診療科の特色】 

インプラント治療は近年，欠損補綴治療の中で最

も重要な位置づけとなっており，日本における専門

医の需要が高く求められている． 

本診療科では欠損部も含めた診査診断～インプラ

ント埋入～上部構造装着～メインテナンスまで含め

た包括的治療をおこなう 

 

＜インプラントの専門医となるためには＞ 

①Ｘ線ⅭＴやシミュレーション等の画像診断に必要

な放射線学的知識 

 

②残存歯の精査，抜歯の可否，メインテナンスも含めた歯周病学

的知識とスキル 

 

③全身疾患の把握と切開縫合やサイナスリフト，骨移植術，顎骨

再建インプラント等の外科的知識とスキル 

 

④診断用ワックスアップや咬合再構築，CAD-CAMやオーバーデン

チャー作製に必要な補綴学的知識とスキル 

 

⑤初期固定に関連するインプラントの形状やトルク，補綴様式

に関連する接合様式，インプラント周囲炎と関連するインプラ

ントの性状などのインプラント学的知識とスキル 

総合的な臨床能力がインプラント専門医に必要不可欠である． 

インプ

ラント 

外科 

全身疾患 

補綴 

マテリア

ル 

歯周病 

メインテ

ナンス 

診査診断 

シミュレ

ーション 
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※日本口腔インプラント学会：http://www.shika-implant.org/ 

※日本顎顔面インプラント学会：http://www.jamfi.net/ 

http://www.shika-implant.org/


20 

 

［８］マイクロスコープ診療科の専門医取得プログラム（責任者：石井信之）   

     指導医：石井信之 

 

取得認定医・専門医： 日本歯内療法学会 専門医  

日本顕微鏡歯科学会 認定医  

                           

 【診療科の特色】 

近年、国内で保険請求された根管治療症例は 1.600万件を超えるのに対し、歯髄保療法 

の請求は限りなくゼロに近いのが現状である（e-Stat 2013）。本プログラムでは、適切 

な診断・最適な処置法および治療リスクの選択に基づく歯髄保存療法・抜髄処置・感染 

根管治療・難治性根尖性歯周炎に対する各手技をマイクロスコープ下にて行う 

Specialist育成を目的とする。 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイクロスコー 

＜マイクロスコープの専門医となるためには＞ 

1.日本歯内療法学会専門医申請は、2015 年 4 月より認定研修

施設（全国 23 施設 2014 年 9 月末現在）での研修が義務化

されるが、本学附属病院は認定研修施設に認定されている。 

 

2.診断および最適な処置法の選択、更には治療リスクを判断

するため CT 画像を含む各種検査法および歯内療法学に関す

る知識とスキル 

 

3.ニッケルチタン製ファイルによる根管拡大等、簡便で確実

なユニバーサルデザイン化された各種根管形成法および加

熱根管充填法等の各種根管充填法の知識とスキル 

 

4.ルーペおよびマイクロスコープ等、拡大鏡下治療の知識と

スキル 

 

5.歯科麻酔および投薬に関する知識とスキル 

 

6.歯内外科療法に関する知識とスキル 

 

7.認定医取得のための動画を含む資料作製技能 

 

8.セミナー参加・症例報告・学会発表 
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日本歯内療法学会 http://www.jea.gr.jp/kaiin/index-6.shtml 

日本顕微鏡歯科学会 http://kenbikyoshika.jp/ 
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［９］小児歯科の専門医取得プログラム（責任者：木本茂成） 

指導医：木本茂成 

 

取得専門医：日本小児歯科学会 専門医  

 

【診療科の特色】 

 乳児から成人に至るまでの成長発育期にある小児を対象とし、その歯科疾患のすべてに対

して総合的に診断し予防や治療を行い、健康的な永久歯列を育むことを目的としています。 

 

＜小児歯科の専門医となるためには＞ 

 ・臨床研修：各施設での研修 60単位以上 

      （ただし、大学研修施設での研修単位 40単位以上含む） 

 ・学術研修：小児歯科関連の学会および研修会での発表あるいは参加 50 単位以上 

 ・業績：小児歯科学分野の研究や症例の学術雑誌等への論文発表 10単位以上 

 

 主治医として担当した小児歯科治療10症例で２年以上の長

期継続観察症例（乳歯列期から混合歯列期にかけての症例を

含む）を５症例以上 

 

 診療内容は齲蝕、外傷、咬合誘導、過剰歯・小帯異常、齲

蝕予防管理、歯周疾患あるいは発達障害児、全身疾患を有す

る小児、歯科的不協力児の長期口腔管理などで１患児１症例 
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※日本小児歯科学会：http://www.jspd.or.jp/index.html 

http://www.jspd.or.jp/index.html
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[10] 歯科矯正科の専門医取得プログラム（責任者：河田俊嗣） 

     指導医：河田俊嗣，小田博雄，岩田敏男，笹栗健一  

 

取得認定医・専門医：日本矯正歯科学会 認定医・専門医  

 

＜矯正の専門医となるためには＞ 

１．日本矯正歯科学会認定医 

学会在籍期間： 5年以上 

その他リクワイヤメント： 認定医申請条件には①基本研修機関 (大学病院)に２年以上常勤

し、臨床研修機関と合わせて５年以上の常勤歴が必要 ②筆頭者論文１編 ③基本研修機関、

臨床研修機関にて 150症例以上の臨床経験。審査内容は、１次審査は症例審査 10症例、２

次審査は口頭試問、３次審査は症例展示 

 

２．日本矯正歯科学会専門医 

学会在籍期間： 10年以上 

その他のリクワイヤメント：専門医申請条件には①歯科医師免許を有する者。②学会認定医

資格を有する者。③10年以上継続して学会会員であるもの。④過去 10年以内に学会の認め

た刊行物あるいは学会の認めた学術集会において矯正歯科臨床の関する報告を筆頭者で発

表したもの。⑤学会倫理規定を遵守するもの。審査内容は、１次審査は症例審査(書類)課題

の 10症例、２次審査は模型とエックス線を含めた提出症例の審査および試問、２次審査合

格症例は同年の学会にて症例展示を行う。 

 

 

 

＜専門医取得 課題症例＞ 

1. Class I malocclusion（できれば抜歯症例が望ましい)  

2. Class II division 1 malocclusion  

(FMA35゜以上または SN-MPが 42゜以上のもの。抜歯・非抜歯症例は問わない)   

3. Class II division 1 malocclusion (抜歯症例)   

4. Class II division 2 malocclusion (over bite が 5㎜以上のもの)   

5. Class III malocclusion (非抜歯症例)   

6. Class III malocclusion (抜歯症例)   

7. 開咬（over biteがマイナスのもの)   

8. 早期治療症例  

9. 成人症例  

10. 顎変形症もしくは唇顎口蓋裂など保険適応の認める先天異常に伴う不正咬合症例   
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※日本矯正歯科学会： http://www.jos.gr.jp/ 

http://www.jos.gr.jp/information/certification.html 

 

http://www.jos.gr.jp/
http://www.jos.gr.jp/information/certification.html
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［11］口腔外科の専門医取得プログラム（責任者：久保田英朗） 

    指導医：久保田英朗，本間義郎，小林 優，岩渕博史，鈴木健司，沢井奈津子 

 

【診療科の特色】 

口腔外科は粘膜疾患、炎症、顎骨を中心とする硬

組織の嚢胞・腫瘍および腫瘍類似疾患、唾液腺疾患

や舌および口底の軟組織疾患、先天異常、外傷など

多岐にわたる疾患の治療をおこなっています。さら

に、入院患者を中心とした全身管理も口腔外科医の

重要な業務であり、認定医や専門医を取得するため

には幅広い研修が必要となります。本院では、年間

２千数百人以上の初診患者を受け入れており、十分な研修をおこなうことができます。口腔

外科専門医への道は決して平坦ではありませんが、口腔外科専門医は 2003 年 11月 19日に

厚生労働省から歯科関係の学会としてはじめて広告が認可された認知度の高い専門医です。 

＜口腔外科の認定医・専門医となるためには＞ 

1. 認定医取得の要件（抜粋） 

(１) 歯科医師又は医師の初期臨床研修終了後、研修

施設において通算２年以上の研修をおこなって

いること。 

(２) 炎症、嚢胞、腫瘍、外傷、顎関節疾患について

検査を含めた診断に至る過程の症例レポート 10

例、および周術期管理症例報告書（外来・入院各５例）を作成すること。 

(３) 執刀手術 30症例以上、経験手術 15症例以上を経験し報告書を作成すること。 

(４) 口腔外科疾患全般の診断、治療および入院患者の全身管理等についての筆記試験

に合格すること。 

2. 専門医取得の要件 

(１) 口腔外科認定医であること。 

(２) 研修施設において、通算６年以上、口腔外科に関する診療に従事していること。 

(３) 全身管理研修；施設内の手術部あるいは麻酔等に関わる施設において一定期間、

全身管理、特に呼吸管理の研修を修了し、また救命救急研修を修了していること。 

(４) 所定数の執刀手術および入院症例の管理を経験し、報告書を作成すること。 

(５) 学術論文３編以上（本学会の和英文の筆頭１編を含む）を執筆していること。 

(６) 医の倫理、口腔外科全般、入院症例の全身管理及び救急蘇生法等について筆記試

験に合格すること。 

取得認定医・専門医 ：日本口腔外科学会 認定医・専門医  
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※日本口腔外科学会 http://www.jsoms.or.jp 

 

http://www.jsoms.or.jp/


28 

 

［12］歯科放射線科の専門医取得プログラム（責任者：櫻井 孝） 

    指導医:櫻井 孝，川股亮太，香西雄介 

 

 

【診療科の特色】 

歯科医療をおこなうにあたって画像線検査は不可欠です。また、患者への詳細な病状説明

や予見性の高い治療が求められるようになり、適切な画像検査や診断の重要性は以前にも増

して高くなって来ています。歯科用コーンビームＣＴの普及はその現れとも言えます。さら

に、患者の被曝に対する意識の高まりなど、歯科放射線専門医の果たすべき役割はますます

大きくなると考えられます。 

 

＜歯科放射線の認定医・専門医となるためには＞ 

＜認定医申請資格＞ 

・ 診療実績：臨床研修終了後に研修機関において２年以上の研修を受け、50例以上の読影

報告書を作成すること。 

・ 研修実績：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受けること。 

・ 研究業績：歯科放射線に関連する学術発表を筆頭演者としておこなうこと。 

 

＜専門医申請資格＞ 

・ 診療実績：臨床研修終了後に研修機関において５年以上の研修を受け、200例以上の読

影報告書を作成すること。 

・ 研修実績：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、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修了すること。 

・ 研究業績：歯科放射線に関連する研究報告を学術雑誌に３編以上発表すること。 

取得認定医・専門医： 日本歯科放射線学会 認定医・専門医  
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※日本歯科放射線学会：http://www.jsomfr.org/ 

 

日本歯科放射線学会エックス線優良医について 

日本歯科放射線学会には、一般歯科医をおもな対象とした歯科エックス線優良

医の制度があります。歯科エックス線優良医は、所定の講習と実習を修了し、

優良医試験に合格することによって取得できます。３年ごとの更新を１回以上

おこなうことで、認定医申請資格として認められます。 
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［13］麻酔科の専門医取得プログラム（責任者：吉田和市） 

     指導医：吉田和市，有坂博史 

 

 取得認定専門医： 日本歯科麻酔学会 認定医・専門医 

 

           Exciting ! 

  

【診療科の特色】 

歯科麻酔科学は，全身麻酔のみならず，精神鎮静法，ペインクリニック，救急蘇生，全身

疾患を有する患者さんの歯科治療時の全身管理などです。プログラムの最終目標は,今後の

超高齢者社会を迎え，高度な合併症を持った患者さんに対して，安全に全身管理をしながら

自信をもって歯科治療ができる，あるいは地域で指導者になりうる歯科医師を育成すること

です。 

 重度な合併症を持つ患者さんの全身管理や患者さんの急変時に，病態を的確に判断して対

応することは(一般病院に搬送する診断を含む）、教科書を読んだり講演を聞いただけでは、

決して身に付くことではありません。術前検査，症例カンファ、全身麻酔症例，術後管理を、

日々地道にこなしていくことにより初めて身につくものです。麻酔科での数年の鍛錬が、 

先生方の一生涯の宝になると思います。 

認定医取得には 2 年以上日本歯科麻酔学会会員であること(受験は最短で 3 年目の 8 月下

旬)が必要です。 

専門医取得には 5 年以上日本歯科麻酔学会会員であることが必要です。 
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※日本歯科麻酔学会：http://kokuhoken.net/jdsa/ 
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 [14]障害者歯科診療科の専門医取得プログラム（責任者：宮城 敦） 

指導医：宮城 敦，小松知子，赤坂 徹 

 取得認定医：日本障害者歯科学会認定医  

      日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士 

      日本老年歯科医学会認定医 

【診療科の特色】 

歯科医師が増え患者が歯科医師を選ぶ時代になっていることは周知の事実である．それに

対応して開業するには，特色のある歯科医院を作るあるいは特別な知識や技術を習得する必

要がある．そこでぜひ専門医取得プログラムを活用して

ほしい．その中で障害者歯科は，患者管理を習得できる

たいへん重要な診療科の一つである． 

患者管理とは，簡単にいうとどのような患者にどう対

応するかということである．例えば，自閉症の患者に対

して，絵カードなどの視覚支援を行って，診療を行える

ように誘導する．診療後は，新たなう蝕や歯周病を発生

しないように定期的に管理を行う．抗凝血剤服用者に対

する歯石除去，抜髄，抜歯などにはどう対応するか．診

療後の管理はどうするかなど，一般歯科にとっても参考

になることがたいへん多いと思うので，ぜひ活用してほ

しい． 

＜障害者歯科の認定医となるためには＞ 

② 種々の障害や疾病に対する知識（乳児から高齢者まで幅広く） 

② 障害や疾病によって生じる歯科的な問題とその対応に関する知識とスキル 

③ 姿勢，心理学的および薬理学的対応（鎮静法や麻酔）などの行動調整法の知識とスキル 

⑤ 患者や保護者の重要情報を的確に得るための医療面接の知識とスキル 

⑥ 予防，修復，歯周，補綴，口腔外科など一般的な歯科知識とスキル 

⑥  摂食嚥下機能の評価や対応法などの知識とスキル 

⑥ 一つ一つの歯科疾患ではなく，1人の個人として患者をとら

え，最終的な対応法として最も優れた方法を導き出す経験に

裏付けされた判断力 

 など総合的な臨床能力が必要不可欠である．ぜひ障害者歯科

で他では得られない知識とスキルを身につけてほしい． 

障害者

歯科 

予防 

修復 

補綴 

歯周 

麻酔 

摂食 

嚥下 
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※日本障害者歯科学会：http://www.kokuhoken.or.jp/jsdh-hp/html/ 

※日本摂食嚥下リハビリテーション学会：http://www.jsdr.or.jp/ 

※日本老年歯科医学会：http://www.gerodontology.jp/ 
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神奈川歯科大学専門医育成委員会 

（2014.4.1.～） 

【概要】 

１．専門医取得プログラムの名称  

神奈川歯科大学歯学部附属病院歯科医師専門医取得プログラム 

 

２．委員会の名称  

神奈川歯科大学歯学部附属病院歯科医師専門医育成委員会 

 

３．専門医取得プログラム定員 

特殊診療科で個別に設定 

 

４．研修期間 

レジデントあるいは医員採用後から、３～５年間で専門医取得に向けて、より高度な 

知識、態度、技能を修得し認定医および専門医取得を行う。 

 

５．施設の所在地 

   施設名 神奈川歯科大学歯学部附属病院 

所在地 〒238-8580 神奈川県横須賀市稲岡町 82番地 

   施設名 神奈川歯科大学歯学部附属横浜クリニック 

所在地 〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町 3-31-6 TEL.045-313-0007 

 

６．研修プログラム製作責任者 

補綴系：玉置勝司，木本克彦 

   保存系：三辺正人，石井信之，向井義晴，椎谷 亨 

   先端材料診療科：二瓶智太郎 

   口腔インプラントセンター：宗像源博 

   口外・放射線系：川股亮太 

   障害・麻酔系：宮城 敦，有坂博史 

   小児・矯正系：横山三菜，三宅真次郎 

   衛生士系：辻上博美，澤田しのぶ 

 

 

 

 


