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開催概要

開催方式：WEB 開催（ライブ配信＋オンデマンド配信） 

日  時：（ライブ）2021 年11 月21 日（日）14:00-16:00 

オンデマンド：2021 年11 月26 日（金）-12 月19 日（日）（予定） 

メインテーマ：一般社団法人 日本歯科専門医機構の認証による新専門医制度について

単位：第１回補綴歯科専門医研修会は，制度説明であるため専門医制度に係る研修単位付与は

ありません．第2 回以降は単位付与を予定しております．

参加登録 

参加資格：公益社団法人日本補綴歯科学会 会員

参加費：無料

期 間：2021 年10 月18 日（月）より11 月19 日（金）23:59 まで 

方 法：

申し込みは，2 段階となっております．管理の都合上，お手数をおかけしますが，ご協力のほ

どよろしくお願いいたします．

１．研修会参加申込フォームにて，必要事項をご入力いただき，「送信をする」を押してください.

２．入力されたメールアドレス宛に視聴登録用 URL をお送りいたします．視聴登録用URL か

ら「ウェビナー登録」の登録ページを開き，登録時と同じお名前とメールアドレスをご入力く

ださい．登録後，no-replyzoom.us から参加用のメールが届きます．

研修会参加申込フォーム

https://shinsen-mc.co.jp/jps2021/entry/ 

（業務委託先の株式会社シンセンメディカルコミュニケーションズに移動します）

参加・視聴方法

上記の2 段階目の登録終了後にno-replyzoom.us から届きましたメールからご参加ください．

メール下段の「ウエビナーに参加」を押すか，URL をクリックしてください．

当日は30 分前より入室可能です． 
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参加する皆様へ

１．参加（ライブ聴講）方法は下記の通りとなりますのでご熟読ください. 

１）研修会参加申込フォームにて，必要事項をご入力いただき，「送信をする」を押してくださ

い．

２）入力されたメールアドレス宛に視聴登録用 URL をお送りいたします.視聴登録用URL か

ら「ウェビナー登録」の登録ページを開き，登録時と同じお名前とメールアドレスをご入力

ください．登録後，no-reply zoom.us から参加用のメールが届きます． 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lRE1mEhSTb2R2UF8GkOf-A 

ブラウザ（ZOOM US からアクセスの場合）は 

ID 850 4393 0902  パスコード 829388 をご入力願います． 

３）専門医研修会は終了しますと，全員強制退出となります．

２．使用ツールおよび登録のお願い

本専門医研修会はZoom 会議システム（ウェビナー）を利用します．専門医研修会開催までに

各自にて事前にお持ちのPC，タブレット，または携帯端末等へZoom アプリのインストールお

よび事前登録の氏名とメールアドレスの入力をお願いいたします. 

※アプリからご視聴の際は ID 850 4393 0902  パスコード 829388 をご入力願います． 

３．オンデマンド配信について

日本補綴歯科学会YouTube チャンネルで公開いたします．         

期間は2021 年11 月26 日（金）-12 月19 日（日）（予定）です． 

期間内はご自由に視聴可能です．

https://www.youtube.com/channel/UCS6yC8e8qW1GFXzO8d6cAwA 

４．禁止事項

・配信される動画の収録，音声データの録画，録音，写真撮影は発表者の著作権保護のため禁

止させていただきます. 
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・盗撮及び画像コピー等が発覚した場合は速やかに法的な対応をとらせていただきます.

・万が一，参加者による不正行為が発覚した場合，公益社団法人日本補綴歯科学会およびそれ

が指定する者は責任を負うものではないこととします. 

事務局・お問い合わせ

１ 研修会について

公益社団法人日本補綴歯科学会事務局

〒105-0014 

東京都港区芝2-29-11 高浦ビル4階 

TEL：03-6722-6090  

hotetsu-gakkai01hotetsu.org 

２ 参加登録について

株式会社シンセンメディカルコミュニケーションズ内

〒950-0983 新潟市中央区神道寺1丁目6-14 

TEL：025-278-7232 FAX：025-278-7285（平日9：00～17：00，土，日，祝日休み） 

E-mail：jps2021shinsen-mc.co.jp
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専門医研修会タイムテーブル

14:00-14:50 

【講演１】「専門医機構認証の新制度について（仮）」

座長: 馬場 一美 先生（日本補綴歯科学会 理事長） 

演者: 河相 安彦 先生（日本補綴歯科学会 修練医・認定医・専門医制度委員会 委員長） 

14:50-15:40 

【講演２】「新制度の新規および更新認定について（仮）」

座長: 馬場 一美 先生（日本補綴歯科学会 理事長） 

演者: 木本 克彦 先生（日本補綴歯科学会 修練医・認定医・専門医認定委員会 委員長） 

15:40-16:00 

【質疑応答】

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

新制度に関するご質問を受け付けます。

どんなご質問でも結構です．是非，お寄せください．

いただきましたご質問は，Q&A集としてホームページ等で公開を予定いたします． 

ご質問は下のQRコードからお願いいたします． 

制度の関するご質問
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専門医研修会 座長抄録

一般社団法人 日本歯科専門医機構の認定による新専門医制度について

馬場 一美

（日本補綴歯科学会 理事長）

医療法の一部改正が令和 3 年 10 月 1 日より適用され，厚生労働大臣の告示

により，正式に日本歯科専門医機構が認定する専門医の広告が可能にななっ

た．日本補綴歯科学会では，日本歯科専門医機構の認定を受けた広告可能な専

門医制度を目指し，大川前理事長の強力なリーダーシップのもと，同機構との

意見交換会を重ねてきた．一連の意見交換会を通して，新たな専門医制度の概

形がほぼ固まった．本件については大川前理事長より本年６月にご報告済みで

ある．

６月に発足した現執行部でもこれを引き継ぎ，修練医・認定医・専門医制度

委員会の河相委員長，同認定委員会の木本委員長，小見山総務担当理事，教育

問題検討委員会の鮎川委員長，窪木，細川両副理事長を中心として，令和４年

４月の新制度への移行を目指し，具体的な制度設計と新制度への移行の方法つ

いて，日本歯科専門医機構と建設的な議論を重ねてきた．

本研修会では，まず新制度つまり機構認定の広告可能な専門医制度における

専門医申請資格，研修施設の要件について旧制度との違いに焦点を当てながら

解説させていただく．さらに本学会の現指導医・専門医の方が，新制度専門医

へ移行するために必要な要件と手続きについて，併せて現在，専門医を目指し

ている方への対応について解説する予定である．

本件については新制度の開始時期も含めて未だ未確定の点もあるが，現時点

での進捗状況を会員皆様にお知らせし，できるだけスムーズに新制度への移行

ができるように本研修会を企画した．皆様からもご質問をお受けする予定です

ので奮ってご参加頂ければ幸いである．

トピックス

●日本歯科専門医機構

●広告可能な専門医制度

●補綴歯科専門医
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専門医研修会 講演１抄録

（一社）日本歯科専門医機構認定の新制度について

河相 安彦

（日本補綴歯科学会 修練医・認定医・専門医制度委員会 委員長）

2002 年に医療制度改革と医療機関の広告規制緩和に基づき，厚労省告示（専

門医告示）により広告可能な専門医資格を認定する団体が定められ，歯科領域で

は 2003 年に日本口腔外科学会が広告可能な専門医資格として初めて認定され

た．2017 年に（公社）日本歯科医師会，有識者および（一社）日本歯科医学会

連合からなる「歯科専門性に関する協議会（歯科医師専門医制度構築のための第

三者機構設立作業部会）」が設置され，新たなる歯科専門医のあり方について協

議され，（一社）日本歯科専門医機構（以下，機構）が発足した．そして，2021

年 9 月に広告することができる事項の一部を改正する告示が施行され，機構が

行う専門性の認定（以下，機構認定）を受けた旨が広告開示可能となった．

上記の経過の中で，国民に益し，しかも継続的に歯科医療の向上に資するもの

であることを観点とした基本方針が既に機構から示され，その基本方針に沿っ

て，歯科専門医の理念，考え方，制度の枠組みなどの検討が，既に専門医資格が

広告可能となっている５学会と，新たな５領域で進んでいる．補綴歯科学会もそ

の領域の一つとして，基本方針に則り，複数回の意見交換会を機構側と重ね，本

学会の制度設計と認定・研修要件について検討を進め，概ね了解を得てきている

ところである．

本講演は機構の基本方針と，新たな制度設計を概説し，現時点で会員諸氏に提

供できる情報を共有し，フィードバックをいただくことを念頭にしている．是

非，疑問の点はお寄せいただき，Q&A 集の作成の参考にしたいと考えている． 

トピックス

●広告可能な専門医資格

●制度設計

●基本方針
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専門医研修会 講演２抄録

新制度の新規および更新認定について

木本 克彦

（日本補綴歯科学会 修練医・認定医・専門医認定委員会 委員長）

公益社団法人日本補綴歯科学会は，広告開示可能な補綴歯科専門医（仮称）

に関して，一般社団法人日本歯科専門医機構（機構）のご指導のもと，2022年

4月からの新制度運用に向けて準備を進めている． 

これまでに，「専門医資格・更新の要件および認定基準」や「専門医研修施

設の要件および認定基準」について具体的な運用内容について機構と協議を重

ねてきた．

新制度における「専門医資格・更新の要件および認定基準」については，現

行の制度に比べて，取得しなければならない要件や単位数が増えることになり

ます．また，指導医・専門医・これから専門医を目指す先生によってそれぞれ

認定基準は異なります．さらに，専門医共通研修や機構認定医の認定試験も新

たな要件として加わることになる．

一方，「専門医研修施設の要件および認定基準」についても認定基準が変わ

ります．特に各認定研修機関における基本症例数（装置数）（症型分類の

LevelⅠ・Ⅱ）と難症例数（LevelⅢ・Ⅳ）の分類が求められ，必要な症例数に

ついては，各機関に所属する「専門研修医数」および「専門医数」により評価

されることになる．

本専門医研修会では，会員の先生方に新制度への移行措置の具体的な内容に

ついて現時点での最新情報を提供させて頂く予定である．

トピックス

●補綴歯科専門医

●認定基準

●症型分類
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