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No. 開催日・期間 主催団体 開催方式 講師名、所属 講演題目 対象 区分　

001 2022.6.27～2022.8.05 日本歯科麻酔学会 Web開催
大西　秀樹
埼玉医科大学国際医療センター
精神腫瘍科　教授

遺族外来 社員学会会員 ② 患者・医療者関係の構築

002 2022.6.27～2022.8.05 日本歯科麻酔学会 Web開催
宮脇　正和
医療過誤原告の会　会長

医療事故被害者からの応援メッセージ―被害者の実像― 社員学会会員 ② 患者・医療者関係の構築

003 2022.4.30～2022.5.31 日本有病者歯科医療学会 オンデマンド
豊田　郁子
患者・家族と医療をつなぐNPO法人架け橋
理事長

医療事故を経験した遺族からの提言
単位認定学会の会員に限定
（既に広告可能な5学会）

② 患者・医療者関係の構築

004 2022.4.30～2022.5.31 日本有病者歯科医療学会 オンデマンド
佐藤慶太
鶴見大学公共医科学研究センター　教授

歯科治療に起因した重大事故が起きたときー歯科における重大事故の実態と医療事故調査制度への対
応ー

単位認定学会の会員に限定
（既に広告可能な5学会）

⑤ 医療関連法規・医療経済

005 2022.6.4 日本歯科放射線学会 ハイブリッド
江草　宏
東北大学大学院歯学研究科
分子・再生歯科補綴学分野　教授

今あらためて確認したい歯科医療における院内感染予防対策 主催団体の会員に限定 ④院内感染対策

006 2022.6.4 日本歯科放射線学会 ハイブリッド
伊東　孝
岡山大学病院
新医療研究開発センター　教授

医療機器の開発から保険導入までの道のり 主催団体の会員に限定 ⑤ 医療関連法規・医療経済

007 2022.5.15 日本口腔外科学会 Web開催
織田　順
大阪大学高度救命センター　教授

多職種が連携する救急医療における診療アプローチ 社員学会会員 ③医療安全

008 2022.6.4～2022.7.20 日本歯周病学会 ハイブリッド
長尾能雅
名古屋大学医学部附属病院
患者安全推進部　教授

患者安全の全体像と展望 社員学会会員 ③医療安全

009 2022.6.25～2022.7.11 日本口腔外科学会 ハイブリッド
松下　修三
熊本大学ヒトレトロウイルス学
共同研究センター　特任教授

感染症新時代：院内感染、エイズ、新型コロナ 社員学会会員 ④院内感染対策

010 2022.7.2 日本口腔外科学会 ハイブリッド
一杉　正仁
滋賀医科大学医学部
社会医学講座法医学部門　教授

歯科医療における円滑な医療安全　－円滑な救急処置を目指して－ 社員学会会員 ③医療安全

011 2022.6.17～2022.7.27 日本頭頸部癌学会 ハイブリッド
辰巳　満俊
奈良県立医科大学附属病院
医療安全推進室　室長

歯科医療における安心・安全 公開 ③医療安全

012 2022.6.18～2022.7.27 日本頭頸部癌学会 ハイブリッド
笠原　敬
奈良県立医科大学
感染症センター　センター長

いま知っておくべき感染症のトピックス
～新型コロナウイルス感染症と薬剤耐性菌感染症を中心に～

公開 ④院内感染対策

013 2022.7.30
日本歯科麻酔学会
関東臨床歯科麻酔懇話会

対面方式
木下　樹
群馬県小児医療センター
歯科・障害児歯科部長

重症心身障害児・者の歯科治療と全身管理　-多職種連携による包括的治療- 社員学会会員 ③医療安全

014 2022.6.29
大原記念倉敷中央医療
機構
倉敷中央病院

対面方式
中村　京太
横浜市立大学附属市民総合医療センター
医療の質・安全管理部部長　診療教授

安全の新しいアプローチSafety-Ⅱとチームマネジメント 主催団体の会員に限定 ③医療安全

015 2022.8.17 豊橋市民病院 対面方式
勝村　久司
医療情報の公開・開示を求める市民の会
代表世話人

医療安全における患者参加型医療の必要性 公開 ② 患者・医療者関係の構築

016 2022.10.8 日本歯科放射線学会 Web開催
宮坂　道夫
新潟大学大学院
保健学研究科　教授

臨床現場での倫理問題への対処方法　～原則的な考え方から実際の対応まで～ 主催団体の会員に限定 ①医療倫理

017 2022.10.9 日本歯科放射線学会 Web開催
照光　真
北海道医療大学歯学部
生体機能・病態学系 歯科麻酔科学分野　教授

医療におけるもしもの時に　～救命救急の基本～ 主催団体の会員に限定 ③医療安全

※詳細は各主催団体にお問い合わせください。※表中敬称は省略させていただいております。2022年度 機構認定共通研修 一覧



No. 開催日・期間 主催団体 開催方式 講師名、所属 講演題目 対象 区分　

018 2022.9.14～2022.9.28 日本小児歯科学会 オンデマンド
平田　創一郎
東京歯科大学
社会歯科学講座　教授

小児歯科医に求められる医療関連法規の知識 主催団体の会員に限定 ⑤ 医療関連法規・医療経済

019 2022.9.14～2022.9.28 日本小児歯科学会 オンデマンド
岸本　裕充
兵庫医科大学医学部
歯科口腔外科学講座　教授

歯科における標準予防策と感染経路別予防策 主催団体の会員に限定 ④院内感染対策

020 2022.10.28 日本歯科麻酔学会 対面方式
吉川　文広
千葉大学医学部附属病院
麻酔・疼痛・緩和医療科　助教

航空から学ぶノンテクニカル・スキルと医療におけるヒューマンエラー対策 公開 ③医療安全

021 2022.10.29 日本歯科麻酔学会 対面方式
鈴木　慎太郎
昭和大学医学部　内科学講座
呼吸器・アレルギー内科学部門　准教授

Anaphylaxis　～From Classroom to Clinic～ 公開 ③医療安全

022 2022.10.29 日本歯科麻酔学会 対面方式
高宮　有介
昭和大学医学部
医学教育学講座　教授

緩和ケアにおける倫理的葛藤 公開 ①医療倫理

023 2022.9.2～2022.10.24 日本歯周病学会 ハイブリッド
大毛　宏喜
広島大学病院
感染症科　教授

サイレントパンデミック 公開 ④院内感染対策

024 2022.9.3～2022.10.24 日本歯周病学会 ハイブリッド
高島　響子
国立国際医療研究センター臨床研究センター
臨床研究統括部生命倫理研究室　主任研究員

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針の内容と2022改正 公開 ①医療倫理

025 2022.10.10 日本口腔顔面痛学会 ハイブリッド
佐久間　泰司
大阪歯科大学歯学部　教授

歯科医療と患者の人権
単位認定学会の会員に限定
 （歯科麻酔・口腔外科
    歯科放射線・歯周病）

①医療倫理

026 2022.11.5～2022.11.30 日本口腔外科学会 ハイブリッド
櫻井　滋
SMD/静眠堂メディカルデザイン　代表

災害時感染制御と医療関連感染対策 公開 ④院内感染対策

027 2022.11.6～2022.11.30 日本口腔外科学会 ハイブリッド
水沼　直樹
東京神楽坂法律事務所　弁護士

医療における安全上の注意点　～カルテ記載・せん妄～ 公開 ③医療安全

028 2022.11.17 豊橋市民病院 対面方式
平野　雅穏
豊橋市保健所　感染症対策室　室長補佐

我が国、豊橋市における結核の現状と課題 公開 ④院内感染対策

029 2022.11.18 豊橋市民病院 対面方式
稲葉　一人
いなば法律事務所　弁護士

臨床倫理の基礎～自院での倫理コンサルテーション事例から学ぶ 公開 ①医療倫理

030 2022.9.29 防衛医科大学校病院 対面方式
桑原　博道
仁邦法律事務所　所長

訴訟事例から学ぶ医療安全 主催団体の会員に限定 ⑤ 医療関連法規・医療経済

031 2022.11.29
大原記念倉敷中央医療
機構
倉敷中央病院

対面方式

橋本　徹
大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院
臨床検査・感染症科　主任教授
医療安全総括責任者

重大事故発生時の対応 主催団体の会員に限定 ③医療安全

032 2022.12.10 日本口腔外科学会 ハイブリッド
鈴木　雄介
鈴木法律事務所　医師・弁護士

歯科医療における医療事故対策 公開 ⑤ 医療関連法規・医療経済

033 2023.1.25 防衛医科大学校病院 対面方式
西　圭史
日本大学　薬学部薬学科
薬剤師教育センター　教授

現場におけるAST対策　ー抗菌薬適正使用から消毒薬の基本までー 主催団体の会員に限定 ④院内感染対策

034 2023.1.26～2023.2.28 日本口腔腫瘍学会 オンデマンド
樋口　仁
岡山大学　歯科麻酔科　准教授

手術における全身管理
単位認定学会の会員に限定
 　　（口腔外科）

③医療安全

035 2023.3.18 日本有病者歯科医療学会 ハイブリッド

1　柳本惣市
　  広島大学大学院医系科学研究科
　  口腔腫瘍制御学　教授
2　近藤英司
　  信州大学医学部歯科口腔外科学教室　助教

1　医療安全マニュアルの概要

2　医療安全マニュアルの具体例
公開 ③医療安全



No. 開催日・期間 主催団体 開催方式 講師名、所属 講演題目 対象 区分　

036 2023.2.10～2023.3.10 日本口腔外科学会 オンデマンド

1　徳増誠一
　  大阪地方裁判所第17民事部　判事
2　児玉安司
　  新星総合法律事務所　弁護士

1　医療訴訟の概要（基本的枠組みと審理判断の具体例）

2　口腔医療全般に関連する医療訴訟とその解決・医療ADRについて
単位認定学会の会員に限定
 　　（口腔外科）

⑤ 医療関連法規・医療経済
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