講習会の種別
平成19年度プログラム責任者講習会
平成20年度プログラム責任者講習会
平成21年度プログラム責任者講習会
平成22年度プログラム責任者講習会
平成21年度指導歯科医講習会

平成22年度指導歯科医講習会

実施主体
財団法人 歯科医療研修振興財団
財団法人 歯科医療研修振興財団
財団法人 歯科医療研修振興財団
財団法人 歯科医療研修振興財団
財団法人 歯科医療研修振興財団
財団法人 歯科医療研修振興財団
社団法人埼玉県歯科医師会
北海道医療大学病院

講習会名称
平成19年度第1回プログラム責任者講習会
平成19年度第2回プログラム責任者講習会
平成20年度第1回プログラム責任者講習会
平成20年度第2回プログラム責任者講習会
平成21年度プログラム責任者講習会
平成22年度プログラム責任者講習会
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
第14回指導歯科医講習会
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
東京医科歯科大学歯学部附属病院
歯科医講習会
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
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
日本大学松戸歯学部
指導歯科医ワークショップ
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
大阪大学歯学部附属病院
講習会
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
（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）
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
(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
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
北海道医療大学病院
第15回指導歯科医講習会
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
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
東京医科歯科大学歯学部
歯科医講習会
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
岩手医科大学附属病院歯科医療センター
歯科医養成ワークショップ
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
神奈川歯科大学附属病院
ワークショップ）
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
東京歯科大学
床研修指導医のためのワークショップー
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
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
日本大学松戸歯学部
指導歯科医ワークショップ
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
大阪大学歯学部附属病院
講習会
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
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
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
東京医科歯科大学歯学部
歯科医講習会
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
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
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）
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
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
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
北海道医療大学病院
第16回指導歯科医講習会

開催日時
平成19年8月19日～平成19年8月21日
平成19年12月15日～平成19年12月17日
平成20年8月8日～平成20年8月11日
平成20年12月5日～平成20年12月8日
平成21年12月4日～平成21年12月7日
平成22年9月18日～平成22年9月21日
平成21年4月25日～平成21年4月26日
平成21年5月9日～平成21年5月10日
平成21年5月21日～平成21年5月22日
平成21年5月23日～平成21年5月24日
平成21年5月29日～平成21年5月30日
平成21年5月30日～平成21年5月31日
平成21年6月13日～平成21年6月14日
平成21年6月20日～平成21年6月21日
平成21年7月25日～平成21年7月26日
平成21年9月12日～平成21年9月13日
平成21年10月3日～平成21年10月4日
平成21年10月11日～平成21年10月12日
平成21年10月17日～平成21年10月18日
平成21年10月24日～平成21年10月25日
平成21年10月30日～平成21年10月31日
平成21年11月7日～平成21年11月8日
平成21年11月10日～平成21年11月11日
平成21年11月21日～平成21年11月22日
平成21年11月22日～平成21年11月23日
平成21年12月4日～平成21年12月6日
平成22年1月23日～平成22年1月24日
平成22年1月23日～平成22年1月24日
平成22年1月23日～平成22年1月24日
平成22年5月15日～平成22年5月16日
平成22年5月22日～平成22年5月23日
平成22年5月29日～平成22年5月30日
平成22年5月29日～平成22年5月30日
平成22年6月11日～平成22年6月12日
平成22年6月12日～平成22年6月13日
平成22年6月11日～平成22年6月12日
平成22年9月4日～平成22年9月5日
平成22年10月9日～平成22年10月10日
平成22年10月10日～平成22年10月11日
平成22年10月10日～平成22年10月11日
平成22年10月23日～平成22年10月24日

講習会の種別

実施主体

講習会名称
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
東京医科歯科大学歯学部
歯科医講習会
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
鹿児島大学医学部・歯学部附属病院
指導歯科医講習会
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
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
日本大学松戸歯学部
医ワークショップ
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
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）
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
大阪大学附属病院
講習会
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
東京医科歯科大学附属病院
講習会
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
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
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
北海道医療大学病院
第17回指導歯科医講習会
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
神奈川歯科大学
ショップ）
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
東京医科歯科大学附属病院
歯科医講習会
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
鹿児島大学医学部・歯学部附属病院
指導歯科医講習会の開催
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
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
大阪歯科大学付属病院
の開催
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
明海大学歯学部付属明海大学病院
科医講習会の開催
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
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
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
岩手医科大学付属病院歯科医療センター
科医養成ワークショップの開催
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
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
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
北海道医療大学病院
第18回指導歯科医講習会
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
大阪大学歯学部附属病院
講習会
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年度福岡歯科大学医科歯科総合病院 歯科医師臨床研修指
福岡歯科大学医科歯科総合病院
導歯科医講習会
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
神奈川歯科大学附属病院
ワークショップ）
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
東京医科歯科大学附属病院
歯科医講習会
日本歯科医師会

平成23年度指導歯科医講習会

平成24年度指導歯科医講習会

開催日時
平成22年11月6日～平成22年11月7日
平成22年11月9日～平成22年11月10日
平成22年12月4日～平成22年12月5日
平成22年12月4日～平成22年12月5日
平成23年1月15日～平成23年1月16日
平成23年1月22日～平成23年1月23日
平成23年1月22日～平成23年1月23日
平成23年3月5日～平成23年3月6日
平成23年5月7日～平成23年5月8日
平成23年5月14日～平成23年5月15日
平成23年5月14日～平成23年5月15日
平成23年5月26日～平成23年5月27日
平成23年6月11日～平成23年6月12日
平成23年6月17日～平成23年6月18日
平成23年7月9日～平成23年7月10日
平成23年7月30日～平成23年7月31日
平成23年10月8日 ～平成23年10月9日
平成23年10月15日～平成23年10月16日
平成23年10月27日～平成23年10月28日
平成23年12月3日～平成23年12月4日
平成23年12月3日～平成23年12月4日
平成24年1月14日～平成24年1月15日
平成24年1月28日～平成24年1月29日
平成24年1月21日～平成24年1月22日
平成24年2月11日～平成24年2月12日
平成24年2月11日～平成24年2月12日
平成24年3月3日～平成24年3月4日
平成24年5月12日～平成24年5月13日
平成24年5月12日～平成24年5月13日
平成24年7月28日～平成24年7月29日
平成24年5月12日～平成24年5月13日
平成24年6月9日～平成24年6月10日
平成24年6月29日～平成24年6月30日
平成24年7月15日～平成24年7月16日
平成24年10月6日～平成24年10月7日
平成24年10月25日～平成24年10月26日

講習会の種別

平成25年度指導歯科医講習会

平成26年度指導歯科医講習会

実施主体

講習会名称
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
東京歯科大学
床研修指導医のためのワークショップ―
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
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
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
東京歯科大学
床研修指導医のためのワークショップ―
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
東京医科歯科大学附属病院
歯科医講習会
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
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
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
日本大学松戸歯学部付属病院
医ワークショップ
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
東京医科歯科大学附属病院
歯科医講習会
北海道医療大学病院
第19回指導歯科医講習会
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
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
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
福岡歯科大学医科歯科総合病院
導歯科医講習会
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
大阪大学歯学部付属病院
講習会
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
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
東京医科歯科大学附属病院
歯科医講習会
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
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
神奈川歯科大学附属病院
ワークショップ）
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
東京歯科大学
床研修指導医のためのワークショップ―
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
日本大学松戸歯学部附属病院
ワークショップ
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
鶴見大学歯学部附属病院
第8回鶴見大学歯学部
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
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
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
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
東京医科歯科大学歯学部附属病院
歯科医講習会
北海道医療大学病院
第20回指導歯科医講習会
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
大阪大学歯学部附属病院
講習会
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
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

開催日時
平成24年7月28日～平成24年7月29日
平成24年10月13日～平成24年10月14日
平成24年10月27日～平成24年10月28日
平成24年9月29日～平成24年9月30日
平成24年10月20日～平成24年10月21日
平成25年1月17日～平成25年1月18日
平成24年12月8日～平成24年12月9日
平成24年12月22日～平成24年12月23日
平成25年1月26日～平成25年1月27日
平成25年1月19日～平成25年1月20日
平成25年1月13日～平成25年1月14日
平成25年5月16日～平成25年5月17日
平成25年7月27日～平成25年7月28日
平成25年6月15日～平成25年6月16日
平成25年5月11日～平成25年5月12日
平成25年7月14日～平成25年7月15日
平成25年5月11日～平成25年5月12日
平成25年6月1日～平成25年6月2日
平成25年6月22日～平成25年6月23日
平成25年6月21日～平成25年6月22日
平成25年10月24日～平成25年10月25日
平成25年10月26日～平成25年10月27日
平成25年11月2日～平成25年11月3日
平成25年9月21日～平成25年9月22日
平成25年11月2日～平成25年11月3日
平成25年11月30日～平成25年12月1日
平成25年12月7日～平成25年12月8日
平成25年12月21日～平成25年12月22日
平成25年12月21日～平成25年12月22日
平成26年2月22日～平成26年2月23日
平成26年1月12日～平成26年1月13日
平成26年1月25日～平成26年1月26日
平成26年5月15日～平成26年5月16日
平成26年7月26日～平成26年7月27日
平成26年5月10日～平成26年5月11日
平成26年6月7日～平成26年6月8日
平成26年6月13日～平成26年6月14日
平成26年6月28日～平成26年6月29日

講習会の種別

実施主体
京都大学医学部附属病院
埼玉県歯科医師会
東京医科歯科大学附属病院
鹿児島大学医学部・歯学部附属病院
北海道大学病院
東京歯科大学
神奈川歯科大学附属病院
東京医科歯科大学附属病院
昭和大学歯科病院
広島大学病院
鶴見大学歯学部附属病院
日本大学歯学部付属歯科病院
大阪歯科大学附属病院
公益社団法人 日本歯科医師会

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
北海道医療大学病院
徳島大学病院
大阪大学歯学部附属病院
朝日大学歯学部附属病院
松本歯科大学病院
日本歯科大学附属病院
愛知学院大学歯学部附属病院
東京医科歯科大学歯学部附属病院
鹿児島大学医学部・歯学部附属病院
九州歯科大学附属病院
埼玉県歯科医師会
東京歯科大学
神奈川歯科大学
北海道大学
日本大学松戸歯学部
奥羽大学
東京医科歯科大学
岡山大学
千葉大学
日本歯科医師会
昭和大学

講習会名称
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
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
第5回北海道大学病院指導歯科医講習会
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－
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
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
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年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会
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26年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会
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
第21回指導歯科医講習会
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
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
第16回松本歯科大学病院指導歯科医講習会
歯科医師臨床研修指導歯科医講習会
第12回愛知学院大学指導歯科医講習会
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
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
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
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－
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）
北海道大学病院 指導歯科医講習会
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年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会
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
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年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会
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

開催日時
平成26年6月28日～平成26年6月29日
平成26年7月20日～平成26年7月21日
平成26年10月9日～平成26年10月10日
平成26年11月15日～平成26年11月16日
平成26年10月4日～平成26年10月5日
平成26年10月4日～平成26年10月5日
平成26年11月1日～平成26年11月2日
平成27年1月15日～平成27年1月16日
平成26年12月13日～平成26年12月14日
平成26年12月20日～平成26年12月21日
平成26年12月13日～平成26年12月14日
平成27年1月24日～平成27年1月25日
平成27年1月11日～平成27年1月12日
平成27年2月21日～平成27年2月22日
平成27年5月14日～平成27年5月15日
平成27年7月25日～平成27年7月26日
平成27年6月13日～平成27年6月14日
平成27年6月6日～平成27年6月7日
平成27年6月13日～平成27年6月14日
平成27年6月13日～平成27年6月14日
平成27年6月19日～平成27年6月20日
平成27年10月24日～平成27年10月25日
平成27年10月8日～平成27年10月9日
平成27年10月24日～平成27年10月25日
平成27年9月8日～平成27年9月9日
平成27年10月11日～平成27年10月12日
平成27年9月26日～平成27年9月27日
平成27年11月7日～平成27年11月8日
平成27年10月31日～平成27年11月1日
平成27年11月28日～平成27年11月29日
平成27年12月5日～平成27年12月6日
平成28年1月28日～平成28年1月29日
平成27年11月7日～平成27年11月8日
平成27年10月31日～平成27年11月1日
平成28年2月20日～平成28年2月21日
平成27年11月28日～平成27年11月29日

講習会の種別

実施主体
鶴見大学
大阪歯科大学
日本大学
九州大学
岩手医科大学

平成28年度指導歯科医講習会

東京医科歯科大学
北海道医療大学
福岡歯科大学
大阪大学
朝日大学
松本歯科大学
日本歯科大学
東京医科歯科大学
鹿児島大学
埼玉県歯科医師会
東京歯科大学
神奈川歯科大学
奥羽大学歯学部
東京医科歯科大学
日本大学松戸歯学部
北海道大学病院
日本歯科医師会
昭和大学
日本歯科大学新潟病院
鶴見大学
日本大学
岡山大学
長崎大学
岩手医科大学

平成29年度指導歯科医講習会

東京医科歯科大学
大阪大学
京都大学
松本歯科大学
朝日大学
福岡歯科大学

講習会名称
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
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27年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会
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
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
第22回指導歯科医講習会
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
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
第17回松本歯科大学病院指導歯科医講習会
歯科医師臨床研修指導歯科医講習会
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
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
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－
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年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会（第11回）
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
北海道大学病院 指導歯科医講習会
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年度日本歯科大学新潟病院臨床研修指導歯科医講習会
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年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会
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
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
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29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
第5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
第18回松本歯科大学病院指導歯科医講習会
第19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29年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会

開催日時
平成27年12月5日～平成27年12月6日
平成28年1月10日～平成28年1月11日
平成28年1月23日～平成28年1月24日
平成28年2月13日～平成28年2月14日
平成28年2月20日～平成28年2月21日
平成28年5月26日～平成28年5月27日
平成28年7月30日～平成28年7月31日
平成28年7月16日～平成28年7月17日
平成28年6月4日～平成28年6月5日
平成28年5月14日～平成28年5月15日
平成28年6月25日～平成28年6月26日
平成28年6月17日～平成28年6月18日
平成28年10月13日～平成28年10月14日
平成28年10月29日～平成28年10月30日
平成28年10月9日～平成28年10月10日
平成28年9月17日～平成28年9月18日
平成28年11月19日～平成28年11月20日
平成28年12月10日～平成28年12月11日
平成29年1月26日～平成29年1月27日
平成28年11月5日～平成28年11月6日
平成28年11月12日～平成28年11月13日
平成28年12月3日～平成28年12月4日
平成28年12月10日～平成28年12月11日
平成28年12月17日～平成28年12月18日
平成28年12月10日～平成28年12月11日
平成29年2月9日～平成29年2月10日
平成29年2月11日～平成29年2月12日
平成29年2月18日～平成29年2月19日
平成29年3月11日～平成29年3月12日
平成29年5月25日～26日
平成29年6月17日～18日
平成29年6月24日～25日
平成29年6月24日～25日
平成29年6月24日～25日
平成29年7月15日～16日

講習会の種別

実施主体
北海道医療大学
日本大学
佐藤歯科医院
徳島大学
埼玉県歯科医師会
東京歯科大学
奥羽大学
日本歯科医師会
日本歯科医師会
九州大学
神奈川歯科大学
昭和大学
大阪歯科大学
すずき歯科医院
北海道大学病院
新潟大学医歯学総合病院
東京歯科大学
長崎大学病院
東北大学病院
伊東歯科口腔病院
つがやす歯科医院

平成30年度指導歯科医講習会

東京医科歯科大学
日本歯科大学
朝日大学
大阪大学
北海道医療大学
埼玉県歯科医師会
東京医科歯科大学
日本歯科医師会
愛知学院大学
鹿児島大学
奥羽大学
神奈川歯科大学
日本大学松戸歯学部
松本歯科大学
鶴見大学
大阪歯科大学

講習会名称
第23 回指導歯科医講習会
平成29年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会
平成２９年度医療法人社団神明会佐藤歯科医院・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
第21回中国・四国地区歯科医師臨床研修指導歯科医講習会
第9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
第35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29年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会
平成29年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会
平成29年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会
平成２９年度九州大学病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会
第23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29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
第12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29年度すずき歯科医院指導歯科医講習会
北海道大学病院 指導歯科医講習会
平成29年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会
第36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
床研修指導歯科医講習会―
第4回長崎大学病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会
東北大学病院主催平成29年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会
平成29年度医療法人伊東会・伊東歯科口腔病院 歯科医師臨床研修
指導歯科医講習会
第1回 歯科指導歯科医講習会
平成30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30年度日本歯科大学附属病院主催歯科医師臨床研修指導歯科
医講習会
第19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30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
第24 回指導歯科医講習会
第10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30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30年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会
第13回愛知学院大学指導歯科医講習会
平成30年度鹿児島大学病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会
平成30年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会（第13回）
第24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30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
第19回松本歯科大学病院指導歯科医講習会
第12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講
第13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

開催日時
平成29年8月5日～6日
平成29年8月23日～24日
平成29年10月12日～13日
平成29年12月16日～17日
平成29年10月8日～9日
平成29年10月28日～29日
平成29年11月25日～26日
平成29年10月14日～15日
平成30年2月17日～18日
平成30年2月10日～11日
平成29年11月18日～19日
平成29年12月9日～10日
平成30年1月20日～21日
平成29年12月1日～3日
平成29年11月18日～19日
平成29年12月9日～10日
平成30年1月6日～7日
平成30年2月3日～4日
平成30年2月24日～25日
平成30年3月17日～18日
平成30年3月17日～18日
平成30年5月17日～18日
平成30年5月18日～19日
平成30年5月19日～20日
平成30年6月9日～10日
平成30年8月4日～5日
平成29年10月7日～8日
平成30年10月11日～12日
平成30年10月13日～14日
平成30年10月20日～21日
平成30年11月10日～11日
平成30年11月17日～18日
平成30年11月17日～18日
平成30年12月1日～2日
平成30年12月1日～2日
平成30年12月8日～9日
平成30年12月15日～16日

講習会の種別

実施主体

奥羽大学

講習会名称
平成30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30年度新潟大学医歯学総合病院歯科医師臨床研修指導歯科医
講習会
第37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30年度すずき歯科医院指導歯科医講習会
平成30年度第2回鹿児島大学病院歯科医師臨床研修指導歯科医講
平成30年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会
第5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30年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会
第22回中国・四国地区歯科医師臨床研修指導歯科医講習会
第2回指導歯科医講習会
2019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
2019年度日本歯科大学附属病院主催歯科医師臨床研修指導歯科医
講習会
第21回朝日大学歯科医師臨床研修指導医ワークショップ
2019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
岩手医科大学歯学部第9回卒後臨床研修指導歯科医養成ワーク
2019年度医療法人社団湧泉会ひまわり歯科 歯科医師臨床研修指導
歯科医講習会
2019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
第25回指導歯科医講習会
第11回埼玉県歯科医師会・明海大学歯学部付属明海大学病院共催
歯科医師臨床研修指導歯科医講習会
第14回奥羽大学歯学部 歯科医師臨床研修指導歯科医講習会

日本歯科医師会

令和元年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会

昭和大学
新潟大学
東京歯科大学
すずき歯科医院
鹿児島大学
日本大学
長崎大学病院
日本歯科医師会
岡山大学病院
つがやす歯科医院
令和元年度指導歯科医講習会

東京医科歯科大学
日本歯科大学
朝日大学
大阪大学
岩手医科大学
ひまわり歯科
福岡歯科大学
北海道医療大学病院
埼玉県歯科医師会

神奈川歯科大学附属病院
日本大学松戸歯学部付属病院
鶴見大学歯学部附属病院
新潟大学医歯学総合病院
松本歯科大学病院
昭和大学歯科病院
東京歯科大学
徳島大学病院
大阪歯科大学附属病院
日本大学歯学部付属歯科病院
長崎大学病院
医療法人仁和会カナザキ歯科
朝日大学医科歯科医療センター

第25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）
令和元年度 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
第13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
令和元年度新潟大学医歯学総合病院歯科医師臨床研修指導歯科医
講習会
第20回 松本歯科大学病院指導歯科医講習会
令和元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
第38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―
第23回中国・四国地区歯科医師臨床研修指導歯科医講習会
第14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
令和元年度歯科医師臨床研修指導歯科医講習会
第6回長崎大学病院歯科医師臨床研修指導歯科医講習会
第１回カナザキ歯科指導歯科医講習会
第22回朝日大学歯科医師臨床研修指導医ワークショップ

開催日時
平成30年12月15日～16日
平成30年12月15日～16日
平成30年12月22日～23日
平成31年1月26日～27日
平成31年2月2日～3日
平成31年2月7日～8日
平成31年2月10日～11日
平成31年2月16日～17日
平成31年2月16日～17日
平成31年3月30日～31日
2019年5月16日～17日
2019年5月17日～18日
2019年5月18日～19日
2019年6月8日～9日
2019年6月8日～9日
2019年6月22日～23日
2019年９月14日～15日
2019年9月21日～22日
2019年10月13日～14日
2019年11月30日～12月１日
2019年10月５日～10月６日
2020年２月８日～２月９日
2019年11月16日～11月17日
2019年11月30日～12月１日
2019年11月30日～12月１日
2019年12月７日～12月８日
2019年12月14日～12月15日
2019年12月20日～12月21日
2020年１月11日～１月12日
2020年２月１日～２月２日
2020年２月１日～２月２日
2020年２月６日～２月７日
2020年２月15日～２月16日
2020年２月22日～２月23日
2020年２月22日～２月23日

