
令和3年度 九州歯科大学附属病院 歯科医師臨床研修概要

研修プログラム名称

1．九州歯科大学附属病院歯科医師臨床研修プログラムＡ：単独型プログラム（募集数20名）

2．九州歯科大学附属病院歯科医師臨床研修プログラムＢ：複合型プログラム（募集数60名）

研修期間

　1年（令和3年4月～令和4年3月）

研修プログラムの特徴

研修の目標

研修歯科医の指導体制

研修評価、修了認定

　研修歯科医の知識・技能・態度に係る修了判定は、e-ログブック、ケース管理表、勤務状況を基に臨床
研修管理委員会に諮り、臨床研修運営部会で最終的に判断する。

　臨床研修プログラムの修了判定合格者には病院長より修了証が交付される。

　研修未修了と判断された場合、当該研修歯科医には原則として同一プログラムにおいて引き続き不足分
に関する追加研修を行うこととする。

　なお、この場合、当該研修歯科医の修了判定は追加研修の進捗状況に合わせて適宜行うこととし、修了
が認められた時点で研修修了証を交付する。

3．臨床研修運営部会

　九州歯科大学附属病院長・臨床研修センター長、臨床研修副センター長、臨床研修プログラム主責任
者、臨床研修プログラム副責任者、代表指導歯科医で構成される。

5．代表指導歯科医連絡会議

　臨床研修を実施している各診療科の代表指導歯科医で構成され、研修歯科医の指導および進捗状況の把
握、プログラムに関する連絡調整などを行う。

　本学臨床研修プログラムは附属病院で12か月間研修を行う単独型のプログラムＡと協力型臨床研修施設
へ5か月間出向する複合型のプログラムＢで構成されている。両プログラム共に必修研修と選択研修を設
け、臨床研修修了後の生涯研修との連続性を考慮したものとなっている。

　患者中心の全人的医療を理解した上で、すべての歯科医師に求められる総合的な診療能力（態度・技
能・知識）を身につけ、生涯研修の第一歩とする。

1．管理・運営

　公立大学法人九州歯科大学および九州歯科大学附属病院臨床研修管理委員会のもと臨床研修センターが
その業務に当たる。

2．臨床研修管理委員会

　九州歯科大学附属病院長・臨床研修センター長、臨床研修プログラム主責任者、臨床研修プログラム副
責任者、九州歯科大学事務局長、協力型臨床研修施設の実施責任者、研修協力施設の実施責任者、外部委
員で構成される。

4．プログラム責任者会議

　九州歯科大学附属病院長・臨床研修センター長、臨床研修副センター長、臨床研修プログラム主責任
者、臨床研修プログラム副責任者で構成され、研修プログラムの企画立案、研修歯科医の修了認定を行
う。
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令和3年度九州歯科大学附属病院 歯科医師臨床研修プログラム

１．九州歯科大学附属病院歯科医師臨床研修プログラムＡ（プログラム番号：050029001）

（１）プログラム主責任者 鬼塚　千絵

　　  プログラム副責任者 永松　浩

（２）形　態

（３）特　色

（４）指導体制 各専門診療科の指導歯科医が研修に当たる。

（５）研修期間 令和3(2021)年4月1日から令和4(2022)年3月31日までの1年間（九州歯科大学附属病院）

（６）募集人数 20名

（７）採用方法

２．九州歯科大学附属病院歯科医師臨床研修プログラムＢ（プログラム番号：050029202）

（１）プログラム主責任者 北村　知昭

　　  プログラム副責任者 細川　隆司

　　  プログラム副責任者 吉岡　泉

　　  プログラム副責任者 椎葉　俊司

　　  プログラム副責任者 角田　聡子

（２）形　態

（３）特　色

（４）指導体制 管理型施設では各専門診療科の指導歯科医が研修に当たる。

協力型臨床研修施設では研修実施責任者の下、指導歯科医が指導に当たる。

（５）研修期間 令和3(2021)年4月1日から令和4(2022)年3月31日までの1年間

（7か月九州歯科大学附属病院＋5か月協力型臨床研修施設）

（６）募集数 60名

（７）採用方法

また、専門診療研修では必要な専門知識の習得と実践など広範囲に研修できるよう構成
されている。

管理型施設(7か月)と協力型臨床研修施設(5か月)で研修を行う複合型プログラム。

協力型臨床研修施設への出向時期により前期と後期が設定されている。

前期は6月～10月協力型臨床研修施設で出向研修、11月～3月管理型施設で学内研修。

後期は前期と出向時期を入れ替えたもの。

出向時期は希望者数により管理型が決定する。

また、協力型臨床研修施設においては、高頻度疾患を多く経験し、医療管理・地域医療
等の包括的歯科医療を経験することができる。

九州歯科大学附属病院で基礎研修、総合診療研修と専門診療研修を行う単独型プログラム。

基礎研修、総合診療研修では基本術式の習得と医療人としての倫理観の修練を行い、高
頻度疾患を多く経験することにより基本的な臨床能力を身につけることが出来る。

筆記試験・面接試験により採用希望順位を決定し歯科マッチングシステムに順位登録。

マッチング組み合わせ決定後仮契約、歯科医師国家試験の合格者のみ本契約とする。

管理型施設では、基礎研修・総合診療研修と専門診療研修を行い、それぞれの診療科に
おける典型的な症例や専門知識の習得など広範囲に研修できるよう構成されている。

筆記試験・面接試験により採用希望順位を決定し、歯科マッチングシステムに順位登録。

マッチング組み合わせ決定後仮契約、歯科医師国家試験の合格者のみ本契約とする。
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３．研修内容

オリエンテーション

医療安全・感染予防講義、保険診療総論、保険診療各論

シミュレーション研修（総合診療部）

臨床講義、セミナー、症例発表、学校検診、地域保健活動

医療面接スキルアップ研修（第2総合診療科）

画像診断研修（歯科放射線科）

ＢＬＳ研修（口腔顎顔面外科、口腔内科・口腔外科、歯科麻酔科、ＤＥＭＣＯＭ）

訪問診療研修（口腔環境科、ＤＥＭＣＡＢ）

１．予防・包括診療系に興味がある 第2総合診療科

２．保存系に興味がある 保存治療科、歯周病科

３．補綴系に興味がある 義歯科、口腔インプラント科

４．口腔外科系に興味がある 口腔顎顔面外科、口腔内科・口腔外科

５．発達系に興味がある 小児歯科

１．第2総合診療科（1か月、3か月コース）

２．保存治療科（1か月、3か月コース）

３．歯周病科（1か月、3か月コース）

４．義歯科（1か月、3か月コース）

５．口腔インプラント科（1か月、3か月コース）

６．口腔顎顔面外科（1か月、3か月コース）

７．口腔内科・口腔外科（1か月、3か月コース）

８．リスク管理センター　ＤＥＭＣＯＭ（1か月、3か月コース）

９．歯科麻酔科・ペインクリニック（1か月、3か月コース）

10．あんしん科（1か月、3か月コース）

11．歯科放射線科（1か月、3か月コース）

12．小児歯科（1か月、3か月コース）

13．矯正歯科（1か月コース）

14．口腔環境科（1か月、3か月コース）

15．地域包括歯科医療センター　ＤＥＭＣＡＢ（1か月、3か月コース）

※新年度編成により変更する場合があります。

４．研修スケジュール例

募集数 出向型 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

基礎

基礎

前期 基礎
総合診療
研修

後期 基礎
総合診療
研修

・総合診療研修は5系から選択、専門診療選択研修は15専門診療科より選択。

・総合診療研修はプログラムＡが5か月間、プログラムＢが3か月間。

・専門診療研修3か月コースは1回のみ、1か月コースは2か月連続を上限とし1か月コースのみは1回とする。

・同一診療科での研修は2回までとする。

総合診療研修

専門診療選択研修 総合診療研修 総合診療研修専門診療選択研修

基礎研修

プログラム名

専門診療選択研修
（15専門診療科より研修し
たい科・コースを選択）

専門診療選択研修 総合診療研修 専門診療選択研修

総合診療研修

総合診療研修 専門診療選択研修

20

総合診療研修

協力型臨床研修施設

協力型臨床研修施設

専門診療選択研修

プログラムＡ

プログラムＢ 60
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プログラムA 研修選択例（12か月間学内研修の単独型） ※あくまで具体例の一部です

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

プログラムB 研修選択例（6月～10月前期出向型） ※あくまで具体例の一部です

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

プログラムB 研修選択例（11月～3月後期出向型） ※あくまで具体例の一部です

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

例２
予防・包括診療系に興味がある

（第2総合診療科）
基礎 総合診療研修

第2総合診療科
等

DEMCAB
等

総合診
療研修

協力型臨床研修施設

第2総合診療科等

例２
予防・包括診療系に興味がある

（第2総合診療科）
基礎

総合診
療研修

協力型臨床研修施設 総合診療研修
第2総合診療科

等

口腔環
境科等

第2総合診療科等

例３
保存系に興味がある

（保存治療科、歯周病科）
基礎

総合診
療研修

協力型臨床研修施設

プログラムB

例１
予防・包括診療系に興味がある

（第2総合診療科）
基礎

総合診
療研修

協力型臨床研修施設

例５
補綴系に興味がある

（義歯科、インプラント科）
基礎

総合診
療研修

協力型臨床研修施設

例４
保存系に興味がある

（保存治療科、歯周病科）
基礎

総合診
療研修

協力型臨床研修施設

例７
口腔外科系に興味がある

（口腔顎顔面外科、口腔内
科・口腔外科）

基礎
総合診
療研修

協力型臨床研修施設 総合診療研修 口腔外科系

例６
補綴系に興味がある

（義歯科、インプラント科）
基礎

総合診
療研修

協力型臨床研修施設

例９
発達系に興味がある

（小児歯科）
基礎

総合診
療研修

協力型臨床研修施設 総合診療研修 小児歯科等

例８
口腔外科系に興味がある

（口腔顎顔面外科、口腔内
科・口腔外科）

基礎
総合診
療研修

協力型臨床研修施設 総合診療研修
放射線
科等

口腔外科系

プログラムB

例１
予防・包括診療系に興味がある

（第2総合診療科）
基礎 総合診療研修 協力型臨床研修施設

例10
発達系に興味がある

（小児歯科）
基礎

総合診
療研修

協力型臨床研修施設 総合診療研修

総合診
療研修

総合診療研修

総合診療研修

総合診療研修

矯正歯
科等

小児歯科等

補綴系
歯科麻
酔科等

補綴系

補綴系保存系

小児歯科等
矯正歯
科等

保存系

総合診療研修

総合診療研修

総合診療研修

総合診療研修

総合診療研修 口腔外科系

補綴系
歯科麻
酔科等

総合診療研修

総合診療研修

総合診療研修

総合診療研修

DEMCOM
等

補綴系保存系

総合診療研修

総合診療研修

総合診療研修第2総合診療科等
DEMCAB

等

補綴系

保存系

プログラムA

あんしん科等

口腔外科系

口腔環境科等

基礎

基礎

基礎

例２

例３

例１

保存系に興味がある
（保存治療科、歯周病科）

補綴系に興味がある
（義歯科、インプラント科）

予防・包括診療系に興味がある

（第2総合診療科）

例４
口腔外科系に興味がある

（口腔顎顔面外科、口腔内
科・口腔外科）

基礎

例５
発達系に興味がある

（小児歯科）
基礎
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プログラムB 研修選択例（11月～3月後期出向型） ※あくまで具体例の一部です

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

５．研修歯科医の処遇

1．九州歯科大学附属病院（プログラムＡ，Ｂ）

身分：九州歯科大学附属病院　非常勤職員

給与：月額151,200円　（約929円／時）

交通費：日額上限700円（令和2年度実績）

勤務時間：8時30分〜17時15分

休暇：年次有給休暇、年末年始休暇、特別休暇

時間外勤務及び当直：なし

宿舎：なし

控室及びロッカー：有

白衣：1枚貸与

保険：全国健康保険協会（福岡支部）・厚生年金・雇用保険・労働災害保険を適用

健康管理： 健康診断（年1回）、B型肝炎ワクチン抗体検査、麻疹・風疹等抗体検査、健康管理室有

歯科医師賠償保険：加入必須（但し、費用は自己負担）

学内研修：医療安全講習会（年2回）、人権セミナー

外部研修：学会、研究会等への参加は可、費用支給なし

保険医集団指導：九州厚生局指導監査課主催の保険医新規登録時講習会（職免、交通費支給なし）

2．協力型臨床研修施設（プログラムＢ）

協力型施設へは管理型施設からの在籍出向とし、出向契約を結ぶ。

健康保険、厚生年金、雇用保険は管理型施設にて継続する。

年次休暇は管理型施設の基準を適応する。

その他は協力型臨床研修施設の就業規則に従う。

プログラムB

口腔外科系

放射線
科等

口腔外科系 協力型臨床研修施設

発達系に興味がある
（小児歯科）

基礎 協力型臨床研修施設

口腔外科系に興味がある
（口腔顎顔面外科、口腔内

科・口腔外科）
基礎 総合診療研修

総合診療研修 小児歯科等

総合診
療研修

総合診
療研修

総合診
療研修

小児歯科等
あんし
ん科等

協力型臨床研修施設
総合診
療研修

例４
保存系に興味がある

（保存治療科、歯周病科）
基礎

例７
口腔外科系に興味がある

（口腔顎顔面外科、口腔内
科・口腔外科）

協力型臨床研修施設

協力型臨床研修施設

基礎 協力型臨床研修施設

例６
補綴系に興味がある

（義歯科、インプラント科）
基礎 総合診療研修

例３
保存系に興味がある

（保存治療科、歯周病科）
基礎 協力型臨床研修施設総合診療研修

総合診療研修

例10
発達系に興味がある

（小児歯科）
基礎 総合診療研修

例９

例８

例５
補綴系に興味がある

（義歯科、インプラント科）
基礎 総合診療研修

総合診療研修

歯科麻
酔科等

補綴系

補綴系

保存系
DEMCAB

等
協力型臨床研修施設

総合診
療研修

総合診
療研修

総合診
療研修

総合診
療研修

保存系
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施設の概要

単独型ならびに管理型臨床研修施設

1. 臨床研修施設名 九州歯科大学附属病院（研修施設番号050029）

2. 所在地 北九州市小倉北区真鶴2−6−１

3. 臨床研修施設長　 病院長　冨永和宏

4. 研修管理委員会 九州歯科大学附属病院臨床研修管理委員会

5. 研修統括責任者 病院長・臨床研修センター長・研修管理委員会委員長　冨永和宏

6. 事務部門の担当者 臨床研修センター　鍛治淳子

7. 指導歯科医師数 75名（予定）

8. 協力型臨床研修施設 75施設

9. 研修協力施設  2施設

協力型臨床研修施設（75施設）

施設名 実施責任者 施設住所

1 医療法人誠仁会　りょうき歯科クリニック 領木　誠一 大阪府東大阪市森河内西1-16-3

2 門脇　歯科・形成外科医院 門脇　啓治 山口県下関市宮田町2丁目5番1号

3 医療法人社団誠友会　嶺歯科診療所 永末　尚敏 福岡県飯塚市吉原町11－12

4 医療法人社団秀和会　小倉南歯科医院 河野　真広 福岡県北九州市小倉南区大字貫3664－2

5 医療法人康和会　アイ歯科医院 柴田　康秀 福岡県飯塚市枝国495－15

6 井上秀人歯科インプラントクリニック 井上　秀人 福岡県北九州市小倉北区井堀2－8－12

7 白石歯科医院 白石　輝久 福岡県北九州市小倉北区三郎丸1丁目5－12

8 伊東歯科口腔病院 篠原　直幸 熊本県熊本市中央区子飼本町4-14

9 新屋敷津田歯科医院 津田　寿子 熊本県熊本市中央区新屋敷1丁目21－10

10 藤原歯科医院 藤原　正彦 大阪府大阪市西淀川区柏里3－1－13

11 フクハラ歯科医院 福原　稔 大阪府吹田市津雲台1－2－30南千里ビル3階

12 医療法人　おかもと歯科 岡本　光司 奈良県奈良市神殿町312

13 医療法人仁和会　カナザキ歯科 金﨑　伸幸 愛媛県松山市南梅本町甲878－5

14 医療法人　三瀬歯科医院 三瀬 健三郎 愛媛県松山市三番町6丁目4－1

15 医療法人立山　立山歯科医院（久留米） 岡本　多浩 福岡県久留米市荒木町1917ー4

16 医療法人六広会　大石歯科医院 大石　昌弘 福岡県八女市室岡156－1

17 医療法人立山　立山歯科医院（小郡） 新垣　洋二 福岡県小郡市井上1033－7

18 しろもと歯科小児歯科クリニック 白本　光鶴 福岡県大牟田市草木1033－2

19 ヤマヂ歯科クリニック 山地　正樹 福岡県北九州市小倉北区中井5－4－26

20 金籐歯科医院 金藤　哲明 福岡県福岡市早良区高取1－1－22

21 医療法人慶愛優　若松歯科医院 若松　敏行 福岡県遠賀郡芦屋町中ノ浜12-22

22 医療法人社団恵真会　下平歯科医院 下平　格 佐賀県佐賀市神野西3丁目1－21

23 医療法人社団　中崎歯科医院 中崎　裕 宮崎県児湯郡高鍋町北高鍋1024－1

24 医療法人社団光聖会　ゆうがお歯科医院 志岐　一欣 東京都東大和市南街3－51－5

25 イースト歯科クリニック 上田　裕次 広島県広島市南区段原南1－3－53

26 医療生活協同組合健文会　協立歯科診療所 尾中　浩文 山口県宇部市五十目山町15－8
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施設名 実施責任者 施設住所

27 首藤歯科矯正歯科医院 首藤　俊介 福岡県久留米市大善寺町宮本1554

28 医療法人福和会　別府歯科医院 別府　謙次 福岡県福岡市東区千早4丁目27－1

29 医療法人社団桜香　あんざい歯科クリニック 藤田　克枝 福岡県福岡市東区香椎浜4－1－8－103

30 吉成歯科医院 吉成　正典 福岡県宮若市福丸386－1

31 医療法人宝歯会 かじわら歯科医院 梶原　浩喜 福岡県北九州市若松区下原町1－1

32 医療法人健栄会　門司歯科医院 一木　数由 佐賀県鳥栖市田代上町221番地

33 医療法人　角岡歯科医院 角岡　秀昭 熊本県熊本市馬渡2－17－1

34 医療法人社団栄成会　あじき台歯科 畑中　一嘉 千葉県印旛郡栄町安食台1－3－4マルエツ2Ｆ

35 たかさき歯科医院 髙﨑　真一 奈良県香芝市五位堂3－458－1

36 医療法人　なかたまり歯科 中玉利　剛 山口県周南市福川南町3－8

37 医療法人社団 尚風会　ひがた歯科医院 大渕　尚子 千葉県匝瑳市椿1267－14

38 ほかお歯科クリニック 外尾　雅男 山口県宇部市西岐波沢波3623－2

39 医療法人社団　愛歯科診療所 牟田　龍生 静岡県熱海市田原本町9－1第一ビル6F

40 影山歯科医院 石田　啓恵 兵庫県姫路市飾東町豊国399

41 医療法人ピュアハート　宮本歯科医院 宮本　耕一 大分県杵築市大字杵築665－569

42 医療法人正和会　わたなべ歯科医院 渡邉　正俊 福岡県直方市頓野1870－9

43 村木　祐孝 山口県周南市孝田町1－1

44 しげずみ歯科医院 重住　大乗 福岡県北九州市小倉南区横代497－26

45 結城　里美 福岡県福岡市中央区港2－1－7

46 大橋　博文 熊本県熊本市東区健軍3-24－22

47 医療法人富歯会　川上歯科パンジョ診療所 安田　康治 大阪府堺市南区茶山台1－2－4ﾊﾟﾝｼﾞｮ西館3Ｆ

48 医療法人拓医会　本田歯科医院 本田　拓也 福岡県筑紫郡那珂川町中原2－132

49 医療法人恵生会　アルファデンタルクリニック 大浦　亨 山口県山口市泉町1－41

50 医療法人社団すずかけの木　丸山歯科医院 丸山　誠二 静岡県焼津市相川1061ー1

51 公益社団法人日本海員掖済会　門司掖済会病院 兒玉　正明 福岡県北九州市門司区清滝1丁目3－1

52 ひろ歯科医院 村田　博志 福岡県宗像市田久3－3－7

53 医療法人社団三恵会　三宅歯科医院 三宅　正泰 東京都杉並区阿佐谷北1－27－7

54 医療法人社団富泉会　丸ノ内センタービル歯科 佐藤　圭

55 医療法人福和会和泉二島予防・歯科クリニック 赤﨑　洋介 福岡県北九州市若松区二島３丁目１－４０

56 医療法人エアビーイング　竹田歯科医院 竹田　晴彦 福岡県福岡市早良区小田部1丁目1－32

57 品川東口歯科 能勢　隆介 東京都港区港南2－4－7　石橋ビル2F

58 医療法人立山　立山歯科医院（広川） 中島　俊行 福岡県八女郡広川町新代2352

59 医療法人福和会　行橋グリーン歯科医院 中川　智仁 福岡県行橋市行事1丁目2－10

60 あかま歯科クリニック 赤間　功 福岡県直方市感田1887－13

61 ひらもと歯科医院 平本　悦次

62 田川市立病院 天野　裕治 福岡県田川市大字糒1700番地2

63 松延歯科医院 松延　允資 福岡県京都郡苅田町与原3－8－9

64 医療法人　村上歯科医院 村上　和彦 福岡県北九州市小倉北区米町2丁目2－1

65 医療法人　母里歯科医院 母里　公平 福岡県北九州市小倉南区富士見2-2－2

独立行政法人地域医療機能推進機構　徳山中央病院

医療法人社団桜香 あんざい歯科ベイフロントクリニック

熊本パール総合歯科・矯正歯科・こども歯科クリニック健軍院

東京都千代田区丸ノ内1－6－1 丸ノ内ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1Ｆ

福岡県北九州市小倉北区大手町12－4
スピナガーデン大手町内
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施設名 実施責任者 施設住所

66 山之内歯科医院 山之内　達哉福岡県北九州市小倉北区神幸町4－6

67 戸畑共立病院 古田　功彦 福岡県北九州市戸畑区沢見2－5－1

68 下関市立市民病院 上原　雅隆 山口県下関市向洋町1-13-1

69 キタ忍歯科医院 喜多　直子 長崎県島原市湊町354番地

70 ケイズ歯科・矯正歯科クリニック 瓜生　和彦

71 愛デンタルクリニック 植田　愛彦 福岡県北九州市八幡西区八千代町4-26

72 砂野歯科医院 砂野 彰宏 大阪府高槻市川添2-1-15

73 戸畑総合病院 石田　力大 福岡県北九州市戸畑区福柳木1-3-33

74 ひまわり歯科 岡本　佳明 広島県安芸郡海田町昭和中町2-38

75 医療法人社団けんこう会　つだ歯科 石川　真己 姫路市飾磨区英賀清水町1-25

研修協力施設（2施設）

施設名 実施責任者 施設住所

1 医療法人恵祐会　しんまち歯科クリニック 田中　正一 福岡県北九州市小倉南区田原新町2-4-16

2 わたなべ歯科クリニック 渡辺　知則 福岡県豊前市八屋2575-6

福岡県北九州市小倉北区上到津3丁目3-3
アクロスプラザいとうづ2Ｆ

8


