
※　平成29年4月より開始した臨床研修の「初期研修コース」の予定表です

午前　：　9:00～12:00
午後　：　13:00～17：00

日程 曜日 時間 場所 内容 担当責任者 担当者

院長訓示 院長

勤務心得、研修を受けるにあたっての注意事項など 田村

平成2９年度研修プログラム、学習日誌や研修手帳について，アイスブレーキング 大石

スタッフ紹介(11:30-12:00)　その他 指導医・スタッフ

午後 ７F大会議室
センター案内(控え室、ロッカーなど)，研修にあたっての留意点，事務部伝達事項（免許登録、保険医登録その他），歯科医師損害賠償保険
への加入，人事部説明（出退勤、有給休暇の取り扱いなど），白衣採寸，施設案内（図書室など付属施設の使用方法）、防災管理委員会から
の通達／辞令交付

事務部
事務部、防災管理委員会（田

口）

4月2日 日

午前 教室 関係法規、医療記録の管理、保険診療、保険請求について講義で学習する　：　講義で社会的な歯科医師の役割の基礎を学習する 田村 田村・鎌田

診療室
13:00～16：00　ユニット説明、診療室設備、器具の取り扱い、廃棄物の処理、診療室で使用する材料について学習する。
診療室におけるインフェクションコントロールの実際　：　診療室において日常行う感染対策について学習する

平嶺 平嶺・市田・清水・衛生士

実習室 16：00～17:00　シミュレーション実習室について　：　実習室の器具・機材の使用方法を学習する 大石

午前 教室 リスクマネージメント①／医療安全対策　：　アクシデントとインシデント、医療過誤について講義で学ぶ 鎌田 医療安全対策委員会

午後 教室 接遇セミナー／医療面接①　：　歯科診療に必要な接遇方法、医療面接方法の講義とSPを用いたシミュレーション研修を行う 田口 田口

午前 教室 リスクマネージメント②／院内感染防止対策　：　スタンダードプリコーションに基づいた感染防止の概念を講義で学習する 平嶺 院内感染防止対策（池田）

午後 実習室 Preparation①　（全部被覆冠）　：マネキンを用いて支台歯形成のシミュレーション実習と支台歯形態を学習する 大石

午前 教室 カルテの記載①　：　歯科診療を行うために必要な、カルテの記載方法を学習する 田村 田村・鎌田

午後 診療室 ラバーダム防湿法、Matrix Band、Celluloid Strips、Wedge、CR-syringe、電気歯髄診断器の使用法や材料の取り扱いを相互研修で学習する 平嶺 平嶺・市田・清水・☆

午前 教室 補綴装置の設計①：　補綴治療に必要な基礎知識を講義で学習する 大石 大石

午後 実習室 根管治療①　：　根管模型を用いた根管形成、側方加圧根管充填法の習熟を目的にシミュレーション実習で学習する 市田

4月8日 土

4月9日 日

4月10日 月 歯科医師免許、保険医登録などの手続き（４/１分の振り替え）

午前 診療室 Snap Impression　：　ユニット・準備室の使用方法、感染対策、印象採得法を相互研修で学習する。 大石 大石・山内・☆

午後 実習室 Study Castの作製　：　StudyCastの正しい製作法を習得し、シミュレーション実習室の使用方法を学習する 大石

午前 診療室 接遇セミナー／医療面接②　：　歯科診療に必要な接遇方法、医療面接方法の講義とSPを用いたシミュレーション研修を行う 田口 田口・大石☆・☆・☆

午後 実習室 根管治療②　：　根管模型を用いた根管形成、側方加圧根管充填法の習熟を目的にシミュレーション実習で学習する 市田

午前 教室 薬物療法，歯性感染症の治療　：　処方箋の書き方，薬剤の添付文書の見方，歯性感染症の治療の原則を学習する 南雲 薬剤科・南雲

午後 実習室 補綴研修①　各個トレーの作製　：　精密印象採得に必要な技法を学習する 濱野 濱野・福山

午前 実習室 鋳造修復(MO窩洞形成　)　：　インレー窩洞の習熟を目的にシミュレーション実習で学習する 市田 大石

午後 診療室 歯周治療の進め方　：　初期治療／プロービング及びＳＣについて講義・相互研修で学習する 田村 田村・鎌田・清水

4月15日 土

4月16日 日

午前 教室 カルテの記載②　：　OECを用いた院内カルテの記載・入力の研修 田村 田村・鎌田要

午後 実習室 根管治療③　：　根管模型を用いた根管形成、側方加圧根管充填法の習熟を目的にシミュレーション実習で学習する 市田

午前 診療室 診療室診療補助：診療見学や補助を行い診療開始に備える（見学・介助のみ） 初診医

午後 実習室 コンポジットレジン修復(Ⅱ級レジン充填）　：　レジン修復の基本をシミュレーション実習で学習する 市田

17:30 教室 内科講義　歯科医師のための内科学　第１回 栗橋

午前 診療室 補綴研修②　各個トレーを用いて筋圧形成、歯肉圧排を行い、精密印象採得の実際を相互研修する。 濱野 濱野・福山

午後 実習室 　　　　　　ボクシング、本模型作製の技工操作を学習する　：　補綴治療と顎運動について学習する（中期研修）為の準備

午前 実習室 抜歯器具、縫合器具の使用方法の講義、実習：抜歯、縫合に際し使用する器具の扱い方を理解する 南雲 南雲

午後 教室・診療室 デンタルX線　：　デンタルX線を撮影実習と講義で学習する（放射線管理に関しての学習） 田村 田村・田口・☆

午前 診療室 診療室診療補助：診療見学や補助を行い診療開始に備える（見学・介助のみ） 初診医

午後 実習室 根管治療④　：　根管模型を用いた根管形成、側方加圧根管充填法の習熟を目的にシミュレーション実習で学習する 市田

4月22日 土

4月23日 日

午前 診療室 症例写真の撮影法　：　口腔内の写真撮影を相互研修で学習する 田村 田村・鎌田要・清水

午後 ★新規採用者の健康診断  ： 於 横須賀　1４:30～16:00 （２４日、25日） 大石

午前 診療室 診療室診療補助：診療見学や補助を行い診療開始に備える（見学・介助のみ） 初診医

午後 実習室 Preparation②　（一部被覆冠）　：マネキンを用いて支台歯形成のシミュレーション実習と支台歯形態を学習する 大石

午前 診療室 診療室診療補助６：診療見学や補助を行い診療開始に備える（見学・介助のみ） 初診医

午後 実習室 Preparation③　（ブリッジ）　：マネキンを用いて支台歯形成のシミュレーション実習と支台歯形態を学習する 大石

午前 教室 BLS(Basic life support)とAED　：　講義とダミーを用いたシミュレ-ション実習でBLSを学習する 有坂

午後 教室・診療室 局所麻酔の偶発症，局所麻酔相互研修　：　局所麻酔時に発生しやすい偶発症を理解し、相互研修で局所麻酔を実施する 南雲 南雲・☆・☆

午前 診療室 診療室診療補助８：診療見学や補助を行い診療開始に備える（見学・介助のみ） 初診医

午後 実習室 Preparation④　支台築造：マネキンを用いて支台歯形成のシミュレーション実習と支台歯形態を学習する 大石

4月29日 土 昭和の日

4月30日 日

午前 診療室 診療室診療補助１０：診療見学や補助を行い診療開始に備える（見学・介助のみ） 初診医

午後 教室 カルテの記載③　：　OECを用いた院内カルテの記載・入力の研修 田村 田村・鎌田要

午前 診療室 診療室診療補助１１：診療見学や補助を行い診療開始に備える（見学・介助のみ） 初診医

技工科使用説明 ： ２F技工室の使用方法について学習する Tec渋谷

インフェクションコントロールの実際 ： 診療室において日常行う感染対策について学習する 田村 衛生士

教室 15：00～　臨床研修の流れ：　診療計画、治療計画の立案、患者配当、予約、症例検討会、症例報告について 大石 大石

5月3日 水 憲法記念日

5月4日 木 みどりの日

5月5日 金 こどもの日

5月6日 土

5月7日 日

午前 診療室 臨床研修開始　　初診・口腔外科当番開始　↓

午後

午前

午後
5月9日 火

5月2日 火

午後
診療室

5月8日 月

4月27日 木

4月28日 金

5月1日 月

4月24日 月

4月25日 火

4月26日 水

4月19日 水

4月20日 木

4月21日 金

4月14日 金

4月17日 月

4月18日 火

4月11日 火

4月12日 水

4月13日 木

4月5日 水

4月6日 木

4月7日 金
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4月1日 土

午前 ７F大会議室

平成２９年度　神奈川歯科大学附属横浜クリニック　初期研修コース　スケジュール

６F教室又は７F大会議室で講義

６F実習室を使用

２F診療室を使用

２F診療室で見学、介助研修


