
新潟大学医歯学総合病院　令和３年度歯科医師専門研修プログラム

１．研修の目標：　

背景

　新潟大学医歯学総合病院では，「豊かな人間性と高い倫理性を備えた質の高い医療人の育成」を基本理念の１つに掲げ，２１世紀の命と健康を守る医療人の養成，

本院および地域の歯科医師の能力向上および生涯教育を促進することを具体的な目標としている。

　この理念に基づき，本院歯科では，必修化された１年間の歯科医師臨床研修で培われた基本的診療能力を背景に，若い歯科医師が社会のニーズに十分応えられる

だけの自立した，高度な知識・技能・態度を兼ね備えた歯科医師（スーパーＧＰ）および専門医になることを支援し，そのための専門研修制度を導入・整備する

こととした。

目標

１）高度職能的な歯科医師（スーパーＧＰ）の育成

本院には，包括的総合診療や高度先進歯科医療を提供する専門診療科が配置されており，より高度な知識・技能・態度を兼ね備えた高度職能的な歯科医師

（スーパーＧＰ）を積極的に育成する。なお，コースＤにおいては専門医となるための研修を目的とする。

２）地域歯科医療リーダーの養成

本院には地域基幹病院としての社会的責務を担っており，病診連携システムも含め地域歯科医療に貢献できる人材を養成する。

３）歯科専門医・歯学研究者へのキャリア・パスの提供

進歩が著しい歯科医学・歯科医療に関する社会的ニーズに最大限対応できるためのキャリア・パスとして，本院では，専門医の資格取得を主な目的とし，

大学院進学も視野に入れた研修プログラムを提供する。

２．研修の期間，募集定員数：　

研修期間

１年

３．研修スケジュール：

4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

※　ローテーションの順序については変更になる可能性があります。

４．研修施設：

新潟大学医歯学総合病院　歯科

　(1) 所在地 ： 〒951-8520　新潟県新潟市中央区旭町通一番町754番地

　(2) 臨床研修施設長 ： 冨田　善彦　病院長

　(3) 研修実施責任者 ： 小林　正治  副病院長　

　(4) プログラム責任者 ： 藤井　規孝　歯科総合診療部長

５．研修内容：

専門研修では下記専門診療科での研修内容について，独立して診療できる能力を身につけることを目指す。

歯の診療科 歯周病科　

研修内容 研修方略 研修内容 研修方略

１）マイクロエンドドンテイックス １）検査・診断 外来での介助・診療

　(1) 症例選択法 セミナー，示説 　　歯周病検査

　(2) 顕微鏡操作法 外来での診療・介助 　　歯周組織チャート・X-Pの分析と理解

　(3) 非外科的歯内療法 外来での診療・介助 ２）歯周病リスクの評価 外来での介助・診療

　(4) 根管内異物除去 外来での診療・介助 ３）一口腔単位の治療計画

　(5) 外科的歯内療法 示説外来で診療・介助 　　 症例検討（問題点抽出と治療計画立案）

２）Ni-Tiロータリーファイルでの根管形成 ４）歯周基本治療 外来での介助・診療

　(1) 症例選択法 セミナー，示説

　(2) 基本的操作法 示説，模型実習 　　 スケーリング・ルートプレーニング

　(3) 臨床応用 外来での診療・介助      暫間固定，咬合調整など

３）垂直加圧根管充填法 ５）抗菌療法

　(1) 症例選択法 セミナー，示説 　　抗菌療法の適正応用

　(2) 基本的操作法 示説，模型実習

　(3) 臨床応用 外来での診療・介助 ６）歯周外科手術

４）CAD/CAMセラミック修復 　(1) フラップ手術

　(1) 症例選択法 セミナー，示説 　　　組織付着療法／切除療法

　(2) 支台歯形成・修復物製作 示説，模型実習 　(2) フラップ手術以外の外科処置

　(3) 臨床応用 外来での診療・介助

５）ラミネートベニヤ修復 　　　歯周形成外科（遊離歯肉移植術等）

　(1) 症例選択法 セミナー，示説 　(3)根分岐部病変の治療

　(2) 支台歯形成・修復物製作 示説，模型実習 　　　保存的／切除的治療

　(3) 臨床応用 外来での診療・介助 ７）歯周補綴 外来での介助・診療

６）歯の漂白（ホワイトニング） 　　　ブリッジ，義歯, 審美補綴

　(1) 症例選択法 セミナー，示説 ８）サポーティブペリオドンタルセラピー 外来での介助・診療

　(2) 臨床応用 外来での診療・介助 　　　PMTC，LDDS等

     （オフィス・ホームブリーチング） ９）レーザー治療

７）審美性ダイレクトコンポジットレジン修復

　(1) 症例選択法 セミナー，示説 10）全身的疾患との関連を考慮した歯周管理 外来での介助・診療

　(2) 基本的操作法 示説，模型実習 　　心疾患，糖尿病，リウマチ疾患など

　(3) 臨床応用 外来での診療・介助 11）高齢者の歯周病治療 外来での介助・診療

　　 （レイヤー法， 　　フレイル型・要介護型の歯周管理　　

　　   　ダイレクトレジンベニア修復など）

外来での介助・診療, ケースセミナー

外来での介助・診療, ケースセミナー

外来での介助・診療, ケースセミナー

外来での介助・診療, ケースセミナー

外来での介助・診療, ケースセミナー

     歯周炎、インプラント周囲炎，メラニン除去

　　　 骨移植術, GTR法, リグロス, エムドゲイン

３年

歯科総合診療部（希望により研修期間内に，半年間の口腔外科，麻酔科研修も可能）

各所属診療科

スーパーＧＰ
養成コース①（Ａ）

スーパーＧＰ
養成コース②（Ｂ）

チーフレジテント
養成コース（Ｃ）

専門研修コース
（Ｄ）

歯周病科

冠・ブリッジ診療科

義歯診療科

期間

年度

月

研修１年目

令和３年度

プログラム名

スーパーＧＰ養成コース①（Ａ）

スーパーＧＰ養成コース②（Ｂ）

チーフレジテント養成コース（Ｃ）

専門研修コース（Ｄ）

合計２名

定員（計９名）

７名

研修２年目

口腔外科

歯科麻酔科
歯の診療科

歯科麻酔科

歯周病科

冠・ブリッジ診療科

　　 プラークコントロール

研修３年目

令和４年度 令和５年度

歯の診療科
歯科系診療部門（中診
を含む）より１診療，
治療室を選択

義歯診療科

口腔外科

外来での介助・診療, ケースセミナー



冠・ブリッジ診療科　 義歯診療科

研修内容 研修方略 研修内容 研修方略

１) オールセラミック審美修復法 セミナー １）全部床義歯による治療

　(1) 症例選択法 外来での診療・介助 　(1) 診査・設計からメンテナンスまで 外来での診療・介助

　(2) 臨床応用 ２）部分床義歯による治療

２）ブリッジ（可撤性，接着）修復法 セミナー 　(1) 診査・設計からメンテナンスまで 外来での診療・介助

　(1) 症例選択法 外来での診療・介助 ３）義歯管理法

　(2) 臨床応用  　(1) リライニング・修理を中心に 外来での診療・介助

３）一口腔単位の咬合治療 セミナー ４）金属床義歯による治療の特徴

　(1) 咬合診断と治療計画 外来での診療補助 　(1) 製作法を原点とした 技工部での見学

　(2) 治療とメインテナンス 技工部での見学 　　　設計・治療上の注意点

４）高齢者の補綴歯科治療 セミナー

　(1) 診断と治療計画 外来での診療・介助 歯科麻酔科

　(2) 補綴歯科治療 研修内容 研修方略

　(3) メインテナンスと口腔ケア 1) 周術期全身管理 中央手術室における麻酔研修

５）全部床義歯作製の流れ 外来での診療・介助 　(1) 全身麻酔 周術期の管理と全身麻酔担当

　　　診査からメンテナンスまで 　(2) 精神鎮静法 周術期の管理と精神鎮静法担当

６）部分床義歯作製の流れ 外来での診療・介助 症例検討会への参加

　　　診査・設計からメンテナンスまで ２）ペインクリニック

７）金属床義歯製作の見学・体験 技工部での見学 　(1) ペインクリニック 専門外来での見学，介助・診療

　(2) 診断と治療計画 専門外来での見学，介助・診療

口腔外科（口腔再建外科・顎顔面口腔外科）

研修内容 研修方略 ３）救急処置法

１）抜歯 外来での介助・診療 　(1) 心肺蘇生法の習得 院内BLS講習会

　(1) 普通抜歯  （2）除細動器の使用法の習得

　(2) 埋伏智歯抜歯（縫合を含む）

２）軟組織疾患の診断・治療 外来での介助・診療 矯正歯科

  (1) 口腔内消炎手術等 抄読会・症例検討会への参加 研修内容 研修方略

３）硬組織疾患の診断・治療 外来での介助・診療 １）一般矯正治療における分析と診断 症例分析

　(1) 腫瘍・嚢胞等 抄読会・症例検討会への参加 外来での診断見学・レポート

４）唇顎口蓋裂に対する診断・治療 外来での介助・診療 症例検討会への参加

抄読会・症例検討会への参加 ２）治療計画立案とプログレスの理解 症例検討会・ケースセミナー・

５）顎変形症に対する診断・治療 外来での介助・診療 プログレスセミナーへの参加

抄読会・症例検討会への参加 外来での診断見学・レポート

６）患者管理 病棟での介助・診療 外来での診療補助・レポート

抄読会・症例検討会への参加 セクショナルアーチ作製実習

※　口腔外科は，口腔再建外科又は顎顔面口腔外科のいずれかをお選びください。 ３）矯正治療の難易性について 症例検討会・ケースセミナー

への参加

小児歯科・障がい者歯科　 レクチャー

研修内容 研修方略 ４）歯周矯正治療における分析と診断 外来での診療補助・レポート

１）医療面接 外来での医療面接・診査 レクチャー

　　 小児と保護者への接遇・対応など

２）治療計画の立案 診査に基づく治療計画の立案 歯科放射線科

抄読会・症例検討会への参加 研修内容 研修方略

　(1) う蝕治療 １）画像診断 検査室・外来での介助・診療

　(2) 動的咬合誘導 （症例検討会での症例呈示・診断報告書作成） 症例検討会・抄読会への参加

３）基本治療技術の習得 実習室・技工室での模型実習 　(1) エックス線検査

　(1) 乳歯う蝕歯冠修復法 外来での診療介助・実際の治療 　　（口内法・パノラマ・顎関節・その他）

　(2) 各種保隙装置製作 　(2) その他の各種検査法

　(3) 床誘導装置製作 　　（CT・MRI・超音波・その他）

　(4) 外傷固定装置とマウスガードの製作 ２）放射線治療患者の口腔内管理 外来での介助・診療

　(5) 萌出障害歯牽引装置製作 　(1) 診査・対症的処置・予防的処置 症例検討会・抄読会への参加

４）予防指導・診療の実際 患児・保護者へのう蝕予防指導 　(2) 口腔内衛生指導

外来での診療介助・実際の治療

　(1) 口腔衛生指導と治療：３歳以下 予防歯科

　(2) 口腔衛生指導と治療：幼稚園児 研修内容 研修方略

　(3) 口腔衛生指導と治療：学童 １）医療面接 外来での医療面接・診査

　(4) 幼若歯外傷への対応と予防 　　接遇・対応など

　(5) 萌出障害歯への対応 ２）う蝕のリスク診断・う蝕の予防処置 外来での診療・介助

　(6) 動的咬合誘導 　　フッ化物応用，シーラント セミナー・症例検討会への参加

　(7) 外来小手術  ３）歯周組織の健康管理 外来での診療・介助

　(8) 心身障害児への対応 　　歯周検査，PMTC，スケーリング セミナー・症例検討会への参加

　　保健指導

摂食嚥下機能回復部  ４）口臭の検査・診断・治療 外来での診療・介助

研修内容 研修方略 セミナー・症例検討会への参加

１）診断 ５）地域歯科保健 保健所および学校での口腔診査・

　(1) スクリーニング検査 診療補助，病棟での診療 保健指導

　(2) 嚥下造影検査 見学，診療補助 保健計画策定への参画

　(3) 嚥下内視鏡検査 見学，診療補助

　(4) 診療方針の決定と症例検討 症例検討会への参加，レポート 顎口腔インプラント治療部

２）リハビリテーション 研修内容 研修方略

　(1) 理学療法，作業療法，言語聴覚療法 見学，レクチャー １）顎関節症診査・診断 外来における診療介助

　(2) 嚥下間接訓練 見学，診療補助 症例検討会での報告

　(3) 嚥下直接訓練 見学，診療補助 ２）顎関節症の初期治療 外来における診療介助

３）有病者，高齢者の口腔ケア 病棟，高齢者施設での診療 （1）理学療法 相互実習

 (2) 薬物療法 座学

医療連携口腔管理治療部 （3）スプリント療法 相互実習

研修内容 研修方略 ３）インプラント補綴に関する診査・診断 外来における診療介助

１）医療面接 見学と実践 症例検討会での報告

PCシミュレーション実習

外来・病棟での見学・診療 ４）インプラント埋入手術・補綴治療 手術室・外来における診療介助

　診査，治療計画の立案 症例検討会への参加

医科診療科との診療情報の共有

３）口腔粘膜炎の予防・軽減のための管理・ 歯科総合診療部

　治療 研修内容 研修方略

４）顎骨壊死の予防のための管理・治療 １）一口腔単位の総合診療 外来における診療

セミナー・検討会への参加

５）感染対策のための管理・治療

※　本院における指導歯科医は，５年以上の臨床経験を有し，一般歯科診療で的確な指導ができ，新潟大学医歯学総合病院病院長が認定した者とする。

外来・病棟での診療補助・診療の実践

外来・病棟での診療補助・診療の実践

外来・病棟での診療補助・診療の実践

　　接遇・対応，全身状態を考慮した診療を行う

２）医科疾患とその治療の理解，口腔内の


