
講習会の種別 実施主体 講習会名称 開催日時 開催地 問い合わせ先

平成19年度プログラム責任者講習会 財団法人　歯科医療研修振興財団 平成19年度第1回プログラム責任者講習会 平成19年8月19日～平成19年8月21日 東京都多摩市
財団法人　歯科医療研修振興財団
TEL：03-3262-3381

財団法人　歯科医療研修振興財団 平成19年度第2回プログラム責任者講習会 平成19年12月15日～平成19年12月17日 千葉県千葉市
財団法人　歯科医療研修振興財団
TEL：03-3262-3381

平成20年度プログラム責任者講習会 財団法人　歯科医療研修振興財団 平成20年度第1回プログラム責任者講習会 平成20年8月8日～平成20年8月11日 千葉県千葉市
財団法人　歯科医療研修振興財団
TEL：03-3262-3381

財団法人　歯科医療研修振興財団 平成20年度第2回プログラム責任者講習会 平成20年12月5日～平成20年12月8日 千葉県千葉市
財団法人　歯科医療研修振興財団
TEL：03-3262-3381

平成21年度プログラム責任者講習会 財団法人　歯科医療研修振興財団 平成21年度プログラム責任者講習会 平成21年12月4日～平成21年12月7日 海外職業訓練協会(OVTA)
財団法人　歯科医療研修振興財団
TEL：03-3262-3381

平成22年度プログラム責任者講習会 財団法人　歯科医療研修振興財団 平成22年度プログラム責任者講習会 平成22年9月18日～平成22年9月21日 海外職業訓練協会(OVTA)
財団法人　歯科医療研修振興財団
TEL：03-3262-3381

平成21年度指導歯科医講習会 社団法人埼玉県歯科医師会 第5回社団法人埼玉県歯科医師会歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成21年4月25日～平成21年4月26日 埼玉県飯能市
社団法人埼玉県歯科医師会　事業課学術部担当
TEL：048-829-2323 （代表）

北海道医療大学病院 第14回指導歯科医講習会 平成21年5月9日～平成21年5月10日 北海道札幌市
北海道医療大学病院　歯科医師臨床研修担当
TEL：011-778-7575 （大代表）

東京医科歯科大学歯学部附属病院 平成21年度第1回東京医科歯科大学歯学部附属病院臨床研修指導歯科医講習会 平成21年5月21日～平成21年5月22日 東京都多摩市
東京医科歯科大学歯学部附属病院　歯科臨床研修センター
TEL：03-5803-5479

朝日大学歯学部附属病院 第11回朝日大学歯科医師臨床研修指導医ワークショップ 平成21年5月23日～平成21年5月24日 静岡県浜松市
朝日大学歯学部附属病院　附属病院事務課
TEL：058-329-1112（代表）

日本歯科大学附属病院 歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成21年5月29日～平成21年5月30日 東京都千代田区
日本歯科大学附属病院　臨床研修係
TEL：03-3261-5537

日本大学松戸歯学部 平成21年度第1回日本大学松戸歯学部付属病院歯科医師臨床研修指導歯科医ワークショップ 平成21年5月30日～平成21年5月31日 千葉県松戸市
日本大学松戸歯学部付属病院　管理課庶務係
TEL：047-360-9511

昭和大学歯科病院 第6回昭和大学歯科病院　歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成21年6月13日～平成21年6月14日 東京都品川区
昭和大学歯科病院　院長室
TEL：03-3787-1151（内線200）

大阪大学歯学部附属病院 平成21年度大阪大学歯学部附属病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成21年6月20日～平成21年6月21日 大阪府吹田市
大阪大学歯学研究科総務課人事係
TEL：06-6879-2834

愛知学院大学歯学部 第8回愛知学院大学指導歯科医講習会 平成21年7月25日～平成21年7月26日 愛知県名古屋市
愛知学院大学歯学部附属病院 総合診療部
TEL：052-759-2187

（社）福島県歯科医師会 平成21年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会（第8回） 平成21年9月12日～平成21年9月13日 福島県郡山市
奥羽大学歯学部附属病院 事務
TEL：024-932-9264

日本歯科大学新潟病院 平成21年度日本歯科大学新潟病院臨床研修指導歯科医講習会 平成21年10月3日～平成21年10月4日 新潟県新潟市
日本歯科大学新潟病院　庶務部
TEL：025-267-1500（大代表）

(社)愛知県歯科医師会 第7回(社)愛知県歯科医師会指導歯科医講習会 平成21年10月11日～平成21年10月12日 愛知県名古屋市
愛知県歯科医師会　事業第1課
TEL：052-962-8020

九州歯科大学 2009年度九州歯科大学歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成21年10月17日～平成21年10月18日 福岡県北九州市
公立大学法人九州歯科大学附属病院　臨床研修センター
TEL：093-582-1131(大代表)

北海道医療大学病院 第15回指導歯科医講習会 平成21年10月24日～平成21年10月25日 北海道札幌市 北海道医療大学病院　歯科医師臨床研修担当

日本公衆衛生協会 「地域保健・医療」研修指導者開発ワークショップ 平成21年10月30日～平成21年10月31日 大阪府大阪市
日本公衆衛生協会
TEL：03-3352-4281（大代表）

松本歯科大学病院 第10回松本歯科大学病院指導歯科医講習会 平成21年11月7日～平成21年11月8日 長野県塩尻市
松本歯科大学病院事務課
TEL：0263-51-2346

東京医科歯科大学歯学部 平成21年度第2回東京医科歯科大学歯学部附属病院臨床研修指導歯科医講習会 平成21年11月10日～平成21年11月11日 東京都多摩市
東京医科歯科大学歯学部付属病院 歯科臨床研修センター
TEL：03-5803-5479

岩手医科大学附属病院歯科医療センター 岩手医科大学附属病院歯科医療センター　第4回卒後臨床研修指導歯科医養成ワークショップ 平成21年11月21日～平成21年11月22日 岩手県紫波郡矢巾町
岩手医科大学附属病院歯科医療センター　歯科医師卒後臨床研修センター事務室
TEL：019-651-5111

神奈川歯科大学附属病院 第15回歯科医師臨床研修指導歯科医講習会（神奈川歯科大学FDワークショップ） 平成21年11月22日～平成21年11月23日 神奈川県横須賀市
神奈川歯科大学　臨床研修支援室
TEL：046-822-9426

東京歯科大学 第26回東京歯科大学カリキュラム研修ワークショップ　ー歯科医師臨床研修指導医のためのワークショップー 平成21年12月4日～平成21年12月6日 千葉県千葉市
東京歯科大学千葉病院　庶務課
TEL：043-270-3912

九州大学病院 平成21年度九州大学病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成22年1月23日～平成22年1月24日 福岡県福岡市
九州大学病院　臨床教育研修センター
TEL：092-642-5222

日本大学歯学部付属歯科病院 平成21年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成22年1月23日～平成22年1月24日 東京都千代田区
日本大学歯学部付属歯科病院　管理課
TEL：03-3219-8020

日本大学松戸歯学部 平成21年度第2回日本大学松戸歯学部付属病院歯科医師臨床研修指導歯科医ワークショップ 平成22年1月23日～平成22年1月24日 千葉県松戸市
日本大学松戸歯学部付属病院　管理課庶務係
TEL：047-360-9511

平成22年度指導歯科医講習会 大阪大学歯学部附属病院 平成22年度大阪大学歯学部附属病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成22年5月15日～平成22年5月16日 大阪府吹田市
国立大学法人大阪大学歯学研究科　総務課人事係
TEL：06-6879-2834

昭和大学歯科病院 第7回昭和大学歯科病院　歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成22年5月22日～平成22年5月23日 東京都品川区
昭和大学歯科病院　院長室
TEL：03-3787-1151（内線200）

広島大学病院 第12回中国・四国地区歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成22年5月29日～平成22年5月30日 広島県広島市
広島大学臨床実習教育研修センター
TEL：082-257-5978

朝日大学歯学部附属病院 第12回朝日大学歯科医師臨床研修指導医ワークショップ 平成22年5月29日～平成22年5月30日 静岡県浜松市
朝日大学歯学部附属病院　附属病院事務課
TEL：058-329-1112（代表）

東京医科歯科大学歯学部 平成22年度第1回東京医科歯科大学歯学部附属病院臨床研修指導歯科医講習会 平成22年6月11日～平成22年6月12日 東京都多摩市
東京医科歯科大学歯学部付属病院 歯科臨床研修センター
TEL：03-5803-5479

鶴見大学歯学部臨床研修運営委員会 第六回鶴見大学歯学部主催歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成22年6月12日～平成22年6月13日 神奈川県横浜市
鶴見大学歯学部庶務課
TEL：045-580-8312

日本歯科大学附属病院 平成22年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成22年6月11日～平成22年6月12日 東京都千代田区
日本歯科大学附属病院　臨床研修管理委員会
TEL：03-3261-4266

財団法人福島県歯科医師会 平成22年歯科医師臨床研修指導歯科医講習会（第9回） 平成22年9月4日～平成22年9月5日 福島県郡山市
奥羽大学歯学部附属病院　庶務課
TEL：024-932-9272/9268

九州歯科大学 2010年度九州歯科大学歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成22年10月9日～平成22年10月10日 福岡県北九州市
公立大学法人九州歯科大学附属病院　臨床研修センター
TEL：093-582-1131(大代表)
http://www2.kyu-dent.ac.jp/dept/kenshui/index.htm

愛知学院大学歯学部 第9回　愛知学院大学指導歯科医講習会 平成22年10月10日～平成22年10月11日 愛知県名古屋市
愛知学院大学歯学部附属病院総合診療科
TEL：052-759-2187
http://hospital.dent.aichi-gakuin.ac.jp/modules/006/index.php?content_id=8

神奈川歯科大学 第16回歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成22年10月10日～平成22年10月11日 神奈川県横須賀市
神奈川歯科大学附属病院　臨床研修支援室
TEL：046-822-9426
 http://www.kdcnet.ac.jp/hospital/fd.html

北海道医療大学病院 第16回指導歯科医講習会 平成22年10月23日～平成22年10月24日 北海道札幌市
北海道医療大学病院　歯科医師臨床研修担当
TEL：011-778-7575 （大代表）
http://www.hoku-iryo-u.ac.jp/~hospital/dct/ws_annai.html

日本歯科医師会 平成22年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成22年11月6日～平成22年11月7日 東京都千代田区
日本歯科医師会　学術課
TEL：03-3262-9213

東京医科歯科大学歯学部 平成22年度第2回東京医科歯科大学歯学部附属病院臨床研修指導歯科医講習会 平成22年11月9日～平成22年11月10日 東京都多摩市
東京医科歯科大学歯学部附属病院　歯科臨床研修センター
 http://www.tmd.ac.jp/denthospital/kensyu/index.html

鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 平成22年度鹿児島大学医学部・歯学部附属病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成22年12月4日～平成22年12月5日 鹿児島県鹿児島市
鹿児島大学医学部・歯学部附属病院　総務課臨床研修係
TEL：099-275-6720
http://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/~sotsugo/dental/news/news.php?eid=00002

松本歯科大学病院 第11回　松本歯科大学病院指導歯科医講習会 平成22年12月4日～平成22年12月5日 長野県塩尻市
松本歯科大学病院　事務課
TEL：0263-51-2346

大阪歯科大学附属病院 第6回大阪歯科大学附属病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成23年1月15日～平成23年1月16日 大阪府大阪市
大阪歯科大学附属病院　病院庶務課　卒後研修担当
TEL：06-6910-1577



日本大学松戸歯学部 平成22年度　日本大学松戸歯学部付属病院歯科医師臨床研修指導医ワークショップ 平成23年1月22日～平成23年1月23日 千葉県松戸市
日本大学松戸歯学部付属病院　管理課庶務係
TEL：047-360-9511

日本大学歯学部付属歯科病院 平成22年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成23年1月22日～平成23年1月23日 東京都千代田区
日本大学歯学部付属歯科病院　研修事務室
TEL：03-3219-8207

日本歯科医師会 平成22年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会（第2回） 平成23年3月5日～平成23年3月6日 東京都千代田区
日本歯科医師会　学術課
TEL：03-3262-9213

平成23年度指導歯科医講習会 昭和大学歯科病院 第8回昭和大学歯科病院　歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成23年5月7日～平成23年5月8日 東京都品川区
昭和大学歯科病院　管理課
TEL：03-3787-1151（内線200）

大阪大学附属病院 平成23年度大阪大学歯学部附属病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成23年5月14日～平成23年5月15日 大阪府吹田市
大阪大学歯学研究科総務課人事係
TEL：06-6879-2834

朝日大学歯学部附属病院 第13回朝日大学歯科医師臨床研修指導医ワークショップ 平成23年5月14日～平成23年5月15日 静岡県浜松市
朝日大学歯学部附属病院　附属病院事務課
TEL：058-329-1112 （代表）

東京医科歯科大学附属病院 平成23年度東京医科歯科大学歯学部附属病院臨床研修指導歯科医講習会 平成23年5月26日～平成23年5月27日 東京都多摩市
東京医科歯科大学歯学部附属病院　歯科臨床研修センター
 http://www.tmd.ac.jp/denthospital/kensyu/index.html

広島大学病院 第13回中国・四国地区歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成23年6月11日～平成23年6月12日 広島県広島市
広島大学臨床実習教育研修センター
 http://home.hiroshima-u.ac.jp/dkensyu/index.html

日本歯科大学附属病院 歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成23年6月17日～平成23年6月18日 東京都千代田区
日本歯科大学附属病院　臨床研修管理委員会
TEL：03-3261-5511（代表）

京都大学医学部附属病院 第3回京都大学医学部附属病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成23年7月9日～平成23年7月10日 京都府京都市
京都大学医学部附属病院　総合臨床教育・研修センター
TEL：075-751-4839

北海道医療大学病院 第17回指導歯科医講習会 平成23年7月30日～平成23年7月31日 北海道札幌市
TEL：0133-23-1211（代表）
http://www.hoku-iryo-u.ac.jp/~hospital/dct/ws_annai.html

神奈川歯科大学 第17回歯科医師臨床指導歯科医講習会（神奈川歯科大学FDワークショップ） 平成23年10月8日 ～平成23年10月9日 神奈川県横須賀市
臨床研修支援室
TEL:046-822-9426
http://www.kdcnet.ac.jp/hospital/04-001-02.html

九州歯科大学付属病院 平成23年度臨床研修指導歯科医講習会 平成23年10月15日～平成23年10月16日 福岡県北九州市
九州歯科大学附属病院　臨床研修センター
http://www2.kyu-dent.ac.jp/dept/kenshui/index.htm
TEL：090-582-1131（内線1417）

東京医科歯科大学附属病院 平成23年度第2回東京医科歯科大学歯学部附属病院臨床研修指導歯科医講習会 平成23年10月27日～平成23年10月28日 東京都多摩市
東京医科歯科大学歯学部附属病院　歯科臨床研修センター
 http://www.tmd.ac.jp/denthospital/kensyu/index.html

鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 平成23年度鹿児島大学医学部・歯学部附属病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会の開催 平成23年12月3日～平成23年12月4日 鹿児島県鹿児島市
鹿児島大学桜ケ丘キャンパス（保健学研究科共通教育棟）
http://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/~sotsugo/dental/news/news.php?eid=00002

松本歯科大学病院 第12回松本歯科大学病院指導歯科医講習会の開催 平成23年12月3日～平成23年12月4日 長野県塩尻市
松本歯科大学30周年記念棟大会議室、病院北棟2階臨床実習・研修室
http://www.mdu.ac.jp/hospital/kousyukai.html

大阪歯科大学付属病院 第7回大阪歯科大学付属病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会の開催 平成24年1月14日～平成24年1月15日 大阪府大阪市
大阪歯科大学付属病院
http://www.osaka-dent.ac.jp/hospital/saiyo/index.html

明海大学歯学部付属明海大学病院 第7回明海大学歯学部付属明海大学病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会の開催 平成24年1月28日～平成24年1月29日 埼玉県熊谷市
ホテル・ヘリテイジ
http://www.dent.meikai.ac.jp/hospital/prog/gaiyou/index.htm

日本大学歯学部付属歯科病院 平成23年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会の開催 平成24年1月21日～平成24年1月22日 東京都千代田区
日本大学歯学部付属歯科病院
 http://www.dent.nihon-u.ac.jp/hospital/j-hos42-2011-11.htm

九州大学病院 平成23年度九州大学病院歯科医師臨床研修指導歯科医師講習会の開催 平成24年2月11日～平成24年2月12日 福岡市東区
九州大学歯学部臨床研究棟講義室（201）
http://www.kenshu.hosp.kyushu-u.ac.jp/app/modules/information/detail.php?storyid=27

岩手医科大学付属病院歯科医療センター 岩手医科大学付属病院歯科医療センター第5回卒後臨床研修指導歯科医養成ワークショップの開催 平成24年2月11日～平成24年2月12日 紫波群矢巾町
岩手医科大学付属病院歯科医療センター
http://w3j.iwate-med.ac.jp/dentkensyu/index.html

日本歯科医師会 平成23年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会の開催 平成24年3月3日～平成24年3月4日 東京都千代田区
日本歯科医師会
 http://www.jda.or.jp/

平成24年度指導歯科医講習会  朝日大学歯学部附属病院 第14回朝日大学歯科医師臨床研修指導医ワークショップ 平成24年5月12日～平成24年5月13日 静岡県浜松市
朝日大学歯学部附属病院　附属病院事務課
TEL：058-329-1112 （代表）

松本歯科大学病院 第13回松本歯科大学病院指導歯科医講習会 平成24年5月12日～平成24年5月13日 長野県江尻市
松本歯科大学30周年記念棟大会議室、病院北棟2階臨床実習・研修室
http://www.mdu.ac.jp/hospital/kousyukai.html

北海道医療大学病院 第18回指導歯科医講習会 平成24年7月28日～平成24年7月29日 北海道札幌市
TEL：0133－23－1604 （代表）
http://www.hoku-iryo-u.ac.jp/~hospital/dct/ws_annai.html

昭和大学歯科病院 第9回昭和大学歯科病院　歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成24年5月12日～平成24年5月13日 東京都品川区
昭和大学歯科病院　管理課
TEL：03-3787-1151

大阪大学歯学部附属病院 平成24年度大阪大学歯学部附属病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成24年6月9日～平成24年6月10日 大阪府吹田市
大阪大学歯学研究科総務課人事係
TEL：06-6879-2817

日本歯科大学附属病院 歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成24年6月29日～平成24年6月30日 東京都千代田区
日本歯科大学附属病院　臨床研修管理委員会
TEL：03-3261-5511

福岡歯科大学医科歯科総合病院 平成24年度福岡歯科大学医科歯科総合病院　歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成24年7月15日～平成24年7月16日 福岡県福岡市
福岡歯科大学医科歯科総合病院　歯科医師臨床研修室
TEL：092-801-0411

神奈川歯科大学附属病院 第18回歯科医師臨床研修指導歯科医講習会（神奈川歯科大学FDワークショップ） 平成24年10月6日～平成24年10月7日 神奈川県横須賀市
神奈川県歯科大学附属病院　臨床研修支援室
TEL：046-822-8810

東京医科歯科大学附属病院 平成24年度第1回東京医科歯科大学歯学部附属病院臨床研修指導歯科医講習会 平成24年10月25日～平成24年10月26日 東京都多摩市
東京医科歯科大学歯学部附属病院　総務課
http://www.tmd.ac.jp/denthospital/kensyu/index.html

東京歯科大学 第29回東京歯科大学カリキュラム研修ワークショップ ―歯科医師臨床研修指導医のためのワークショップ―  平成24年7月28日～平成24年7月29日 東京都千代田区
東京歯科大学水道橋病院総務課
TEL：03-5275-1904

日本歯科医師会 平成24年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会  平成24年10月13日～平成24年10月14日 東京都千代田区
日本歯科医師会
http://www.jda.or.jp/

九州歯科大学 2012年度九州歯科大学歯科医師臨床研修指導歯科医講習会  平成24年10月27日～平成24年10月28日 福岡県北九州市
九州歯科大学附属病院　臨床研修センター
 http://www2.kyu-dent.ac.jp/dept/kenshui/

東京歯科大学 第30回東京歯科大学カリキュラム研修ワークショップ ―歯科医師臨床研修指導医のためのワークショップ―  平成24年9月29日～平成24年9月30日 東京都千代田区
東京歯科大学水道橋病院総務課
TEL：03-5275-1904

愛知学院大学歯学部附属病院 第10回　愛知学院大学指導歯科医講習会  平成24年10月20日～平成24年10月21日 愛知県名古屋市
愛知学院大学歯学部附属病院総合診療部
 TEL：052-759-2187

東京医科歯科大学附属病院 平成24年度第2回東京医科歯科大学歯学部附属病院臨床研修指導歯科医講習会  平成25年1月17日～平成25年1月18日 東京都多摩市
東京医科歯科大学歯学部附属病院　総務課
http://www.tmd.ac.jp/denthospital/kensyu/index.htm

鶴見大学歯学部附属病院 第7回鶴見大学歯学部主催歯科医師臨床研修指導歯科医講習会  平成24年12月8日～平成24年12月9日 神奈川県横浜市
鶴見大学歯学部附属病院　病院事務室 
TEL：045-580-8500

広島大学病院 第14回中国・四国地区歯科医師臨床研修指導歯科医講習会  平成24年12月22日～平成24年12月23日 広島県広島市
広島大学臨床実習教育研修センター
http://home.hiroshima-u.ac.jp/dkensyu/index.html

日本大学歯学部付属歯科病院 平成24年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会  平成25年1月26日～平成25年1月27日 東京都千代田区
日本大学歯学部付属歯科病院
http://www.dent.nihon-u.ac.jp/hospital/j-hos42-2011-11.htm

日本大学松戸歯学部付属病院 平成24年度　日本大学松戸歯学部付属病院歯科医師臨床研修指導医ワークショップ  平成25年1月19日～平成25年1月20日 千葉県松戸市
日本大学松戸歯学部付属病院　管理課庶務係
TEL：047-360-9511

大阪歯科大学附属病院 第8回大阪歯科大学附属病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成25年1月13日～平成25年1月14日 大阪府大阪市
大阪歯科大学附属病院
http://www.osaka-dent.ac.jp/hospital/saiyo/index.html

平成25年度指導歯科医講習会 東京医科歯科大学附属病院 平成25年度第1回東京医科歯科大学歯学部附属病院臨床研修指導歯科医講習会 平成25年5月16日～平成25年5月17日 神奈川県横浜市
東京医科歯科大学歯学部附属病院　総務課
http://www.tmd.ac.jp/denthospital/kensyu/index.html

北海道医療大学病院  第19回指導歯科医講習会 平成25年7月27日～平成25年7月28日  北海道札幌市
TEL：0133-23-1211 （代表）
http://www.hoku-iryo-u.ac.jp/~hospital/dct/

徳島大学病院 第15回　中国・四国地区歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成25年6月15日～平成25年6月16日 徳島県徳島市
徳島大学病院卒後臨床研修センター（歯）
http://www.tokushima-hosp.jp/info/circulatory_center.html?rank_code=center&belong_code=12

昭和大学歯科病院 平成25年度昭和大学歯科病院　歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成25年5月11日～平成25年5月12日 東京都品川区
昭和大学歯科病院　管理課
TEL：03-3787-1151

福岡歯科大学医科歯科総合病院 平成25年度福岡歯科大学医科歯科総合病院　歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成25年7月14日～平成25年7月15日 福岡県福岡市
福岡歯科大学医科歯科総合病院　歯科医師臨床研修室
TEL：092-801-0411

朝日大学歯学部附属病院 第15回朝日大学歯科医師臨床研修指導医ワークショップ 平成25年5月11日～平成25年5月12日 静岡県浜松市
朝日大学歯学部附属病院　附属病院事務課
TEL：058-329-1112 （代表）



大阪大学歯学部付属病院 平成25年度大阪大学歯学部附属病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成25年6月1日～平成25年6月2日 大阪府吹田市 大阪大学歯学研究科総務課人事係TEL：06-6879-2817

松本歯科大学病院 第14回松本歯科大学病院指導歯科医講習会 平成25年6月22日～平成25年6月23日 長野県塩尻市
松本歯科大病院　事務室
TEL：0263-51-2346

日本歯科大学病院 歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成25年6月21日～平成25年6月22日 東京都千代田区
日本歯科大学附属病院　臨床研修管理委員会
TEL：03-3261-5511

東京医科歯科大学附属病院 平成25年度第2回東京医科歯科大学歯学部附属病院臨床研修指導歯科医講習会 平成25年10月24日～平成25年10月25日 東京都多摩市
東京医科歯科大学歯学部附属病院　総務課
 http://www.tmd.ac.jp/denthospital/kensyu/index.html

愛知学院大学歯学部附属病院 第11回　愛知学院大学指導歯科医講習会 平成25年10月26日～平成25年10月27日 愛知県名古屋市
愛知学院大学歯学部附属病院総合診療部
TEL：052-759-2187

神奈川歯科大学附属病院 第19回歯科医師臨床研修指導歯科医講習会（神奈川歯科大学FDワークショップ） 平成25年11月2日～平成25年11月3日 神奈川県横須賀市
神奈川歯科大学附属病院　臨床研修支援室
TEL：046-822-8810

東京歯科大学 第31回東京歯科大学カリキュラム研修ワークショップ ―歯科医師臨床研修指導医のためのワークショップ― 平成25年9月21日～平成25年9月22日 東京都千代田区
東京歯科大学水道橋病院総務課
TEL：03-5275-1904

岡山大学病院 第16回中国・四国地区歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成25年11月2日～平成25年11月3日 岡山県岡山市
岡山大学病院総務課
TEL：086-235-7508

日本大学松戸歯学部附属病院 平成25年度日本大学松戸歯学部附属病院歯科医師臨床研修指導医ワークショップ 平成25年11月30日～平成25年12月1日 千葉県松戸市
日本大学松戸歯学部付属病院　管理課庶務係
TEL：047-360-9511

日本歯科医師会 平成25年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会の開催 平成25年12月7日～平成25年12月8日 東京都千代田区 日本歯科医師会

鶴見大学歯学部附属病院 第8回鶴見大学歯学部 平成25年12月21日～平成25年12月22日 神奈川県横浜市
鶴見大学歯学部附属病院　病院事務室
TEL：045-580-8500

岩手医科大学付属病院歯科医療センター 岩手医科大学歯学部第6回卒後臨床研修指導歯科医養成ワークショップ 平成25年12月21日～平成25年12月22日 岩手県盛岡市
岩手医科大学付属病院歯科医療センター歯科医師卒後臨床研修センター事務室
TEL：019-651-5111（内線4137）

九州大学病院 平成２５年度九州大学病院歯科医師臨床研修指導歯科医師講習会 平成26年2月22日～平成26年2月23日 福岡県福岡市
九州大学歯学部臨床研究棟講義室（201）
http://www.kenshu.hosp.kyushu-u.ac.jp/app/modules/information/detail.php?storyid=27

大阪歯科大学付属病院 第9回大阪歯科大学附属病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成26年1月12日～平成26年1月13日 大阪府大阪市
大阪歯科大学付属病院
http://www.osaka-dent.ac.jp/hospital/saiyo/index.html

日本大学歯学部付属歯科病院 平成25年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成26年1月25日～平成26年1月26日 東京都千代田区
日本大学歯学部付属歯科病院
 http://www.dent.nihon-u.ac.jp/hospital/j-hos42-2011-11.htm

平成26年度指導歯科医講習会 東京医科歯科大学歯学部附属病院 平成26年度第1回東京医科歯科大学歯学部附属病院臨床研修指導歯科医講習会　 平成26年5月15日～平成26年5月16日 神奈川県横浜市
東京医科歯科大学歯学部附属病院　総務課
http://www.tmd.ac.jp/denthospital/kensyu/index.html

北海道医療大学病院  第20回指導歯科医講習会  平成26年7月26日～平成26年7月27日  北海道札幌市
北海道医療大学歯科クリニック　医療管理部
TEL：0133－23－1604

朝日大学歯学部附属病院 第16回朝日大学歯科医師臨床研修指導医ワークショップ 平成26年5月10日～平成26年5月11日 静岡県浜松市
朝日大学歯学部附属病院　事務課
TEL：058-329-1112

大阪大学歯学部附属病院 平成26年度大阪大学歯学部附属病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成26年6月7日～平成26年6月8日 大阪府吹田市
大阪大学歯学研究科　総務課人事係
TEL：06-6879-2817

日本歯科大学附属病院 歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成26年6月13日～平成26年6月14日 東京都千代田区
日本歯科大学附属病院　臨床研修係
TEL：03-3261-5511

松本歯科大学病院 第15回松本歯科大学病院指導歯科医講習会 平成26年6月28日～平成26年6月29日 長野県塩尻市
松本歯科大学病院　事務室
TEL：0263-51-2346

京都大学医学部附属病院 第4回京都大学医学部附属病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会  平成26年6月28日～平成26年6月29日  京都府京都市 
京都大学医部附属病院　総合臨床教育・研修センター
TEL：075-751-4839

埼玉県歯科医師会 第6回埼玉県歯科医師会歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成26年7月20日～平成26年7月21日 埼玉県さいたま市
埼玉県歯科医師会　事業課
TEL：048-829-2323

東京医科歯科大学附属病院 平成26年度第2回東京医科歯科大学歯学部附属病院臨床研修指導歯科医講習会 平成26年10月9日～平成26年10月10日 東京都多摩市
東京医科歯科大学歯学部附属病院　総務課 
 http://www.tmd.ac.jp/denthospital/kensyu/index.html

鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 平成26年度鹿児島大学医学部・歯学部附属病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成26年11月15日～平成26年11月16日 鹿児島県鹿児島市
鹿児島大学医学部・歯学部附属病院　総務課臨床研修係
TEL：099-275-6720

北海道大学病院  第5回北海道大学病院指導歯科医講習会 平成26年10月4日～平成26年10月5日 北海道札幌市
北海道大学病院　卒後臨床研修センター
TEL：011-706-7045

東京歯科大学 第32回東京歯科大学カリキュラム研修ワークショップ－歯科医師臨床研修指導医講習会－ 平成26年10月4日～平成26年10月5日  東京都千代田区
東京歯科大学水道橋病院　総務課
TEL：03-5275-1729

神奈川歯科大学附属病院 第20回歯科医師臨床研修指導歯科医講習会（神奈川歯科大学FDワークショップ） 平成26年11月1日～平成26年11月2日  神奈川県横須賀市 
神奈川歯科大学附属病院　臨床研修支援室
TEL：046-822-9353

東京医科歯科大学附属病院 平成26年度第3回東京医科歯科大学歯学部附属病院臨床研修指導歯科医講習会 平成27年1月15日～平成27年1月16日  東京都多摩市
東京医科歯科大学歯学部附属病院　総務課
 http://www.tmd.ac.jp/denthospital/kensyu/index.html

昭和大学歯科病院 平成26年度昭和大学歯科病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会  平成26年12月13日～平成26年12月14日 東京都世田谷区
昭和大学歯科病院　事務課
TEL：03-5498-1981

広島大学病院 第17回中国・四国地区歯科医師臨床研修指導歯科医講習会  平成26年12月20日～平成26年12月21日 広島県広島市 
広島大学病院臨床実習教育研修センター
 http://home.hiroshima-u.ac.jp/dkensyu/2014/09/26/news001-2/

鶴見大学歯学部附属病院 第９回鶴見大学歯学部附属病院主催歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成26年12月13日～平成26年12月14日 神奈川県横浜市
鶴見大学歯学部附属病院　病院事務室
TEL：045-580-8500

日本大学歯学部付属歯科病院 平成26年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会  平成27年1月24日～平成27年1月25日  東京都千代田区
日本大学歯学部付属歯科病院　管理課　研修事務室
TEL：03-3219-8207

大阪歯科大学附属病院  第10回大阪歯科大学附属病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成27年1月11日～平成27年1月12日 大阪府大阪市
大阪歯科大学附属病院　病院庶務課
TEL：06-6910-1577

公益社団法人　日本歯科医師会 平成26年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成27年2月21日～平成27年2月22日 東京都千代田区 
公益社団法人　日本歯科医師会　学術課・日本歯科医学会事務局
TEL：03-3262-9213

平成27年度指導歯科医講習会 東京医科歯科大学歯学部附属病院 平成27年度第1回東京医科歯科大学歯学部附属病院臨床研修指導歯科医講習会 平成27年5月14日～平成27年5月15日 神奈川県横浜市
東京医科歯科大学歯学部附属病院　総務課
http://www.tmd.ac.jp/denthospital/kensyu/index.html

北海道医療大学病院 第21回指導歯科医講習会 平成27年7月25日～平成27年7月26日 北海道札幌市
北海道医療大学歯科クリニック　事務課
TEL：0133-23-1211

徳島大学病院 第18回中国・四国地区歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成27年6月13日～平成27年6月14日 徳島県徳島市
徳島大学病院卒後臨床研修センター
http://www.tokudai-sotsugo-dental.jp/info/news.html?news_id=14271702225406
TEL：088-633-9359

大阪大学歯学部附属病院 平成27年度大阪大学歯学部附属病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成27年6月6日～平成27年6月7日 大阪府吹田市
大阪大学歯学研究科総務課人事係
TEL：06-6879-2834

朝日大学歯学部附属病院 第17回朝日大学歯科医師臨床研修指導医ワークショップ 平成27年6月13日～平成27年6月14日 静岡県浜松市
朝日大学歯学部附属病院　附属病院事務課
TEL：058-329-1112

松本歯科大学病院 第16回松本歯科大学病院指導歯科医講習会 平成27年6月13日～平成27年6月14日 長野県塩尻市
松本歯科大学病院　病院事務室
http://www.mdu.ac.jp/hospital/kousyukai.html

日本歯科大学附属病院 歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成27年6月19日～平成27年6月20日 東京都千代田区 
日本歯科大学附属病院　臨床研修係
TEL：03-3261-5511

愛知学院大学歯学部附属病院 第12回愛知学院大学指導歯科医講習会 平成27年10月24日～平成27年10月25日 愛知県名古屋市
愛知学院大学歯学部附属病院　総合診療部
TEL：052-759-2187

東京医科歯科大学歯学部附属病院 平成27年度第2回東京医科歯科大学歯学部附属病院臨床研修指導歯科医講習会 平成27年10月8日～平成27年10月9日 東京都多摩市
東京医科歯科大学歯学部附属病院　総務課
http://www.tmd.ac.jp/denthospital/kensyu/index.html

鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 平成27年鹿児島大学医学部・歯学部附属病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成27年10月24日～平成27年10月25日 鹿児島県鹿児島市
鹿児島大学医学部・歯学部附属病院　総務課臨床研修係
http://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/~sotsugo/dental/topics/20-news/131-2014-07-18-05-27-42.html

九州歯科大学附属病院 2015年度九州歯科大学歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成27年9月8日～平成27年9月9日 福岡県北九州市
九州歯科大学附属病院　臨床研修センター
https://www.kyu-dent.ac.jp/hospital/training/inspection

埼玉県歯科医師会 第７回埼玉県歯科医師会歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成27年10月11日～平成27年10月12日  埼玉県さいたま市
埼玉県歯科医師会　事業課
TEL：048-829-2323

東京歯科大学  第33回東京歯科大学カリキュラム研修ワークショップ－歯科医師臨床研修指導医講習会－ 平成27年9月26日～平成27年9月27日 東京都千代田区
東京歯科大学水道橋病院　庶務課
TEL：03-5275-1729

神奈川歯科大学 第21回歯科医師臨床研修指導歯科医講習会（神奈川歯科大学FDワークショップ） 平成27年11月7日～平成27年11月8日 神奈川県横須賀市
神奈川歯科大学附属病院　臨床研修支援室
http://www.kdu.ac.jp/hospital/101-004-08.html



北海道大学 北海道大学病院　指導歯科医講習会 平成27年10月31日～平成27年11月1日 北海道札幌市
北海道大学病院　卒後臨床研修センター
http://www.huhp.hokudai.ac.jp/sotsugo/information/detail/49.html

日本大学松戸歯学部 平成27年度日本大学松戸歯学部付属病院歯科医師臨床研修指導歯科医ワークショップ 平成27年11月28日～平成27年11月29日 千葉県松戸市 
日本大学松戸歯学部付属病院　管理課庶務係
http://www.mascat.nihon-u.ac.jp/hospital/index.php

奥羽大学 平成27年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成27年12月5日～平成27年12月6日 福島県郡山市 
奥羽大学歯学部附属病院　庶務課臨床研修担当
http://www.ohu-dent.jp/kenshu/koshu.html

東京医科歯科大学 平成27年度第3回東京医科歯科大学歯学部附属病院臨床研修指導歯科医講習会  平成28年1月28日～平成28年1月29日  東京都多摩市
東京医科歯科大学歯学部附属病院　総務課
 http://www.tmd.ac.jp/denthospital/kensyu/index.html

岡山大学 第19回中国・四国地区歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成27年11月7日～平成27年11月8日 岡山県岡山市
岡山大学病院　卒後臨床研修担当
TEL：086-223-7151

千葉大学 平成27年度第1回全国医学部附属病院歯科口腔外科科長会議　臨床研修指導歯科医講習会 平成27年10月31日～平成27年11月1日 千葉県千葉市
千葉大学医学部附属病院　総務課　総合医療教育係
TEL：043-222-7171

日本歯科医師会 平成27年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成28年2月20日～平成28年2月21日 東京都千代田区 
日本歯科医師会
学術課TEL：03-3262-9213

昭和大学 平成27年度昭和大学歯科病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成27年11月28日～平成27年11月29日 東京都世田谷区
昭和大学歯科病院　事務課
http://www.showa-u.ac.jp/SUHD/news/2015/20151020.html

鶴見大学 第10回鶴見大学歯学部附属病院主催歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成27年12月5日～平成27年12月6日 神奈川県横浜市
鶴見大学歯学部附属病院　病院事務室
TEL：045-580-8502

大阪歯科大学 第11回大阪歯科大学附属病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成28年1月10日～平成28年1月11日 大阪市中央区
大阪歯科大学附属病院　病院庶務課
http://www.osaka-dent.ac.jp/hospital/

日本大学 平成27年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成28年1月23日～平成28年1月24日 東京都千代田区 
日本大学歯学部付属歯科病院　管理課（研修事務室）
TEL：03-3219-8207 

九州大学 平成27年度九州大学病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成28年2月13日～平成28年2月14日 福岡県福岡市 
九州大学病院　臨床教育研修センター
TEL：092-642-5222

岩手医科大学 岩手医科大学附属病院歯科医療センター第7回卒後臨床研修指導歯科医養成ワークショップ 平成28年2月20日～平成28年2月21日 岩手県盛岡市
岩手医科大学附属病院歯科医療センター　歯科医師卒後臨床研修センター事務室
TEL：019-651-5110

平成28年度指導歯科医講習会 東京医科歯科大学 平成28年度第1回東京医科歯科大学歯学部附属病院臨床研修指導歯科医講習会 平成28年5月26日～平成28年5月27日 神奈川県横浜市
東京医科歯科大学歯学部附属病院　総務係
TEL：03-5803-5414

北海道医療大学 第22回指導歯科医講習会 平成28年7月30日～平成28年7月31日 北海道札幌市
北海道医療大学歯科クリニック　事務課歯科医師臨床研修科
0133-23-1211（代）

福岡歯科大学  平成28年度福岡歯科大学医科歯科総合病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会  平成28年7月16日～平成28年7月17日 福岡県福岡市
福岡歯科大学医科歯科総合病院　歯科医師臨床研修室
TEL：092-801-0411（代）

大阪大学 平成28年度大阪大学歯学部附属病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成28年6月4日～平成28年6月5日 大阪府吹田市
大阪大学大学院歯学研究科　総務課人事係
TEL：06-6879-2834

朝日大学 第18回朝日大学歯科医師臨床研修指導医ワークショップ  平成28年5月14日～平成28年5月15日 静岡県浜松市 
朝日大学歯学部附属病院　附属病院事務課
TEL：058-329-1112

松本歯科大学 第17回松本歯科大学病院指導歯科医講習会 平成28年6月25日～平成28年6月26日 長野県塩尻市
松本歯科大学病院　病院事務室
http://www.mdu.ac.jp/hospital/kousyukai.html

日本歯科大学 歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成28年6月17日～平成28年6月18日  東京都千代田区 
日本歯科大学附属病院
TEL：03-3261-5511

東京医科歯科大学 平成28年度第2回東京医科歯科大学歯学部附属病院臨床研修指導歯科医講習会 平成28年10月13日～平成28年10月14日  東京都多摩市
東京医科歯科大学歯学部附属病院　総務係
http://www.tmd.ac.jp/denthospital/kensyu/index.html

鹿児島大学 平成28年鹿児島大学医学部・歯学部附属病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成28年10月29日～平成28年10月30日 鹿児島県鹿児島市
鹿児島大学病院総務課臨床研修係
TEL：099-275-6720
http://com4.kufm.kagoshima-u.ac.jp/~sotsugo/dental/

埼玉県歯科医師会 第8回埼玉県歯科医師会・明海大学歯学部共催歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成28年10月9日～平成28年10月10日 埼玉県さいたま市
一般社団法人　埼玉県歯科医師会
TEL：048-829-2323

東京歯科大学  東京歯科大学カリキュラム研修ワークショップ－歯科医師臨床研修指導歯科医講習会－ 平成28年9月17日～平成28年9月18日 東京都千代田区
東京歯科大学水道橋病院
TEL：03-5275-1904

神奈川歯科大学 第22回歯科医師臨床研修指導歯科医講習会（神奈川歯科大学FDワークショップ） 平成28年11月19日～平成28年11月20日 神奈川県横須賀市
神奈川歯科大学
TEL：046-822-9426

奥羽大学歯学部 平成28年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会（第11回） 平成28年12月10日～平成28年12月11日 福島県郡山市
奥羽大学歯学部附属病院　庶務課
TEL：024-932-9268
http://www.ohu-dent.jp/kenshu/koshu.html

東京医科歯科大学 平成28年度東京医科歯科大学歯学部附属病院臨床研修指導歯科医講習会 平成29年1月26日～平成29年1月27日 東京都多摩市
東京医科歯科大学歯学部附属病院　総務係
http://www.tmd.ac.jp/denthospital/kensyu/index.html

日本大学松戸歯学部 平成28年度日本大学松戸歯部歯学付属病院歯科医師臨床研修指導歯科医ワークショップ 平成28年11月5日～平成28年11月6日 千葉県松戸市
日本大学松戸歯学部付属病院　管理課庶務係
TEL：047-360-9511

北海道大学病院 北海道大学病院　指導歯科医講習会 平成28年11月12日～平成28年11月13日 北海道札幌市
北海道大学歯学部　総務課臨床研修係
TEL：011-706-7050

日本歯科医師会 平成28年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成28年12月3日～平成28年12月4日 東京都千代田区
公益社団法人日本歯科医師会　学術課
TEL：03-3262-9213

昭和大学 平成28年昭和大学歯科病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成28年12月10日～平成28年12月11日 東京都世田谷区 
昭和大学歯科病院　事務課
TEL：03-5498-1981

日本歯科大学新潟病院 平成28年度日本歯科大学新潟病院臨床研修指導歯科医講習会 平成28年12月17日～平成28年12月18日 新潟県新潟市
日本歯科大学新潟病院　院務部
TEL：025-267-1500

鶴見大学 第11回鶴見大学歯学部附属病院主催歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成28年12月10日～平成28年12月11日 神奈川県横浜市
鶴見大学歯学部附属病院　病院事務室　臨床研修担当
TEL：045-580-8576

日本大学 平成28年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成29年2月9日～平成29年2月10日 東京都千代田区
日本大学歯学部付属歯科病院　管理課（研修事務室）
TEL：03-3219-8207

岡山大学 第20回中国・四国地区歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成29年2月11日～平成29年2月12日 岡山県岡山市
岡山大学病院総務課
TEL：086-235-7508

長崎大学 第3回長崎大学病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会 平成29年2月18日～平成29年2月19日 長崎県長崎市
長崎大学病院医療教育開発センター
TEL：095-819-7200（内線7874）

岩手医科大学 岩手医科大学附属病院　歯科医療センター第8回卒後臨床研修指導歯科医養成ワークショップ 平成29年3月11日～平成29年3月12日 岩手県盛岡市
岩手医科大学附属病院　歯科医療センター
歯科医師卒後臨床研修センター事務室
TEL：019-651-5111（内線4137）


