
チェアー数：14台
個室：2室
受付：1名
歯科衛生士：6名

診療室の実際

スタッフ

大学名 昭和大学

講座、分野（教室）名 小児成育歯科学講座

主任教授 島田　幸恵
講座の特色

　当大学歯学部は昭和52年開設され、小児歯科学講座は開設時より地域の小児歯科医療に貢献をしてきま
した。昭和大学の特色として、歯科のみではなく、医科・薬科・看護・理学・作業療法などの総合的な医
療大学であることがあげられます。当小児歯科も、歯科という分野のみにとらわれることなく、小児と保
護者を総合的にケアすることができる歯科医師を育成することを目標に医局員は日々研鑽を積んでいま
す。実際の研修では、健常児の齲蝕処置や口腔管理を行うなどの基本的なことを大切にして診療・指導を
行うことを基本とし、小児の外科処置、口蓋裂診療、有病児・障害児の診療、妊産婦への口腔ケア、保健
センターでの歯科健診などを通して小児歯科医として地域で活躍することができるようプログラムを作成
しています。

病院

設備

自由
各大学のアピール

記載欄
ポイントを記載

自由
各大学のアピール



1年目 小児歯科の基本的な知識、技術を習得する. 
指導医のもと症例検討の準備を行い、外来
治療は指導医のチェックを受けて行う. 選
択した基礎講座に出向し今後の研究の基盤
となることを学ぶ.
臨床:
 ①外来診療のアシスト
 ②模型実習による基礎的な術式の習得
　
③症例検討会
④治療計画の立案と実施
⑤全身麻酔下歯科治療のアシスト
教育:                                    ①歯学部４
年の基礎実習に参加                             

1年目 小児歯科の基本的な知識、技術を習得する. 
指導医のもと症例検討の準備を行い、外来
治療は指導医のチェックを受けて行う。　
　　　　　　　　　　　臨床:                   
                 ①外来診療のアシスト　　　
　　　　　　　　　　　            ②模型実
習による基礎的な術式の習得　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　③症例検討会　　　　　　　　　　
　　　　　　　                ④治療計画の立
案と実施

講座医局員研修プログラムの内容
大学院生 臨床専門専修科生・研究生・レジデント・医員

講座医局員研修プログラム責任者 杉山　智美

講座医局員研修プログラム修了時に資格要件を
満たす学会認定医等の名称

日本小児歯科学会・専門医 
日本障害者歯科・認定医
小児口腔外科学会・認定医

講座医局員研修プログラムの特色
　昭和大学小児成育歯科学講座では、医系総合大学の特色を生かした昭和大学口唇口蓋裂診療班のチーム
医療への参加をはじめ、小児歯科医としての基礎である歯科治療（外科処置を含む）や口腔衛生指導を通
して、発育過程にある小児（障害児を含む）に対しての口腔管理を行っている。さらに、外来での診療に
とどまらず、全身麻酔下での処置も多症例行っている。それに伴い、全身管理を含む分野の知識・技能を
習得する必要があり、幅広い症例に対応できるように指導にあたっている。

大学名 昭和大学
講座、分野（教室）名 小児成育歯科学講座
主任教授 島田　幸恵



２年目 小児歯科の基本的な知識、技術を習得する.
指導医のもと担当患児の治療計画を立案
し、医局内カンファレンスを実施する. 担
当患児につき全顎的治療を行った症例を修
了レポートとして発表する 基礎研究を実施
する.
臨床: 
①外来診療アシスト 
 ②修了プレゼンテーション
 ③症例検討会 
 ④多数歯う蝕の治療計画の立案と実施
教育:
 歯学部3年の基礎科目実習に参加 歯学部４
年の基礎実習に参加
研究:
①論文抄読会 
②指導医のもと実験の実施
③学内での中間発表の準備
④学会発表の準備

２年目 小児歯科の基本的な知識、技術を習得する.
指導医のもと担当患児の治療計画を立案
し、医局内カンファレンスを実施する. 担
当患児につき全顎的治療を行った症例を修
了レポートとして発表する.
臨床: 
①外来診療アシスト
②修了プレゼンテーション
③症例検討会 
④多数歯う蝕の治療計画の立案と実施 
⑤全身麻酔下歯科治療のアシスト
⑥昭和大学付属病院でのマタニティー歯科
や藤が丘病院でのスポーツ歯科等に参加
教育:
①歯学部2年生の歯科病院での実習に参加
②歯学部4年生の実習に参加
③授業に参加し基礎知識の確認
④歯学部5年生臨床実習への参加
研究:
①論文抄読会 
②基礎研究、臨床研究への参加

３年目 小児歯科の基本的な知識、技術を応用する.
担当患児の治療計画を立案し、医局内カン
ファレンスを実施 全顎的治療を行う. 集中
的に基礎研究に取り組む.
臨床: 
 ①症例検討会 
 ②多数歯う蝕の治療計画の立案と実施
 ③基礎疾患を有する小児・障害児の治療計
画の立案と実施
教育:         　　　　　　　　                   
①歯学部4年生の実習にライターとして参
加
研究:
①研究の実施
②学内での中間発表
③各学会にて発表
④論文抄読会

３年目 小児歯科の基本的な知識、技術を応用する.
担当患児の治療計画を立案し、医局内カン
ファレンスを実施. 全顎的治療を実施. 
臨床:
①症例検討会
②多数歯う蝕の治療計画の立案と実施 
③基礎疾患を有する小児・障害児の治療計
画の立案と実施 
④全身麻酔下歯科治療を実施する.
⑤臨床指導担当医の補佐を行う
⑥昭和大学付属病院でのマタニティー歯科
や藤が丘病院でのスポーツ歯科等に参加
教育
①歯学部4年生の基礎実習にライター補佐
として参加 
②歯学部5年生の臨床実習にライター補佐
として参加
研究:
①各学会での学会発表 
②基礎研究または臨床研究を遂行する



４年目 小児歯科の専門的な知識、技術を習得する 
治療計画の立案、医局内カンファレンス実
施 専門的な小児歯科治療を行う. 集中的に
基礎研究に取り組み論文を作成する。
臨床:
 ①症例検討会
②多数歯う蝕の治療計画の立案と実施 
③基礎疾患を有する小児・障害児の治療計
画の立案と実施
④全身麻酔下歯科治療を実施
⑤埋伏抜歯などの外科処置の実施
教育: 
①歯学部4年生の実習にライターとして参
加
研究:
①各学会での学会発表
②学位論文作成
③学会発表の指導
④論文抄読会

４年目 小児歯科の専門的な知識、技術を習得する.
新人小児歯科医局員の治療計画の立案実施
指導、医局内カンファレンスを実施. 全顎
的治療の実施、指導補佐を行う.専門的な小
児歯科治療を実施
臨床: 
①症例検討会
②多数歯う蝕の治療計画の立案実施指導 
③基礎疾患を有する小児・障害児の治療計
画の立案と実施 
④全身麻酔下歯科治療を実施
⑤埋伏抜歯などの外科処置の実施             
⑥臨床指導担当医の補佐                          
⑦マタニティー歯科やスポーツ歯科に参加
教育:  　　　　　　　                           
①歯学部4年生の実習にライターとして参
加
②歯学部5年生の臨床実習にライターとし
て参加
研究: 
①各学会での学会発表
②基礎研究または臨床研究を遂行する



卒後
１年目

臨床小児歯科の専門的な知識、技術を応用
する.新人小児歯科医局員の治療計画の立案
実施指導、医局内カンファレンスを実施 全
顎的治療の実施、指導補佐を行う.専門的な
小児歯科治療を実施.
臨床:
①症例検討会
②多数歯う蝕の治療計画の立案実施指導
③基礎疾患を有する小児・障害児の治療計
画の立案と実施
④全身麻酔下歯科治療を実施
⑤埋伏抜歯などの外科処置の実施
⑥臨床指導担当医の補佐
⑦マタニティー歯科,スポーツ歯科に参加
教育: 
①歯学部4年生の実習ヘッドライター 
②歯学部5年生臨床実習ライター
③各ワークショップ参加
研究: 
①臨床,基礎研究遂行指導
②各学会での発表、論文作成

５年目 臨床小児歯科の専門的な知識、技術を応用
する.新人小児歯科医局員の治療計画の立案
実施指導、医局内カンファレンスを実施 全
顎的治療の実施、指導補佐を行う.専門的な
小児歯科治療を実施.
臨床:
①症例検討会
②多数歯う蝕の治療計画の立案実施指導
③基礎疾患を有する小児・障害児の治療計
画の立案と実施
④全身麻酔下歯科治療を実施
⑤埋伏抜歯などの外科処置の実施
⑥臨床指導担当医の補佐
⑦マタニティー歯科,スポーツ歯科に参加
教育: 
①歯学部4年生の実習ヘッドライター 
②歯学部5年生臨床実習ライター
③各ワークショップ参加
研究: 
①臨床,基礎研究遂行指導
②各学会での発表、論文作成



卒後
２年目

臨床小児歯科の専門的な知識、技術を応用
する.新人小児歯科医局員の治療計画の立案
実施指導、医局内カンファレンスを実施 全
顎的治療の実施、指導補佐を行う.専門的な
小児歯科治療を実施.
臨床:
①症例検討会
②多数歯う蝕の治療計画の立案実施指導 
③基礎疾患を有する小児・障害児の治療計
画の立案と実施
④全身麻酔下歯科治療を実施
⑤埋伏抜歯などの外科処置の実施             
⑥臨床指導担当医の補佐                        
⑦マタニティー歯科,スポーツ歯科に参加
教育:   　　　　　　　　                         
①歯学部4年生の実習ヘッドライター
②歯学部5年生臨床実習ライター
③各ワークショップ参加
研究:
①臨床,基礎研究遂行指導
②各学会での発表、論文作成
専門医試験の受験

６年目 臨床小児歯科の専門的な知識、技術を応用
する.新人小児歯科医局員の治療計画の立案
実施指導、医局内カンファレンスを実施 全
顎的治療の実施、指導補佐を行う.専門的な
小児歯科治療を実施.
臨床:
①症例検討会
②多数歯う蝕の治療計画の立案実施指導 
③基礎疾患を有する小児・障害児の治療計
画の立案と実施
④全身麻酔下歯科治療を実施
⑤埋伏抜歯などの外科処置の実施             
⑥臨床指導担当医の補佐                        
⑦マタニティー歯科,スポーツ歯科に参加
教育:   　　　　　　　　                         
①歯学部4年生の実習ヘッドライター
②歯学部5年生臨床実習ライター
③各ワークショップ参加
研究:
①臨床,基礎研究遂行指導
②各学会での発表、論文作成
専門医試験の受験



講座への入局希望受付期間：

詳細

http://www.showa-u.ac.jp/grad/dent/admission.html

問い合わせ先：杉山　智美（pedo@dent.showa-u.ac.jp）
                         教室電話：03-3787-1151　内線269

問い合わせ先：杉山　智美（pedo@dent.showa-u.ac.jp）　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

本学　社会人大学院にて入学した際のキャリアデザインに向けてのフローチャート

社会人大学院生
大学院入学試験時期（12月頃）
願書提出時に必要な書類

入局説明会：11月頃 入局説明会：11月頃
願書提出時に必要な書類：
http://www.showa-

u.ac.jp/grad/dent/admission.html 入局説明会時に資料配布 説明会後に教授とご相談くださ
い

研修医修了者のキャリアデザインに向けてのフローチャート

詳細
大学院生 普通研究生 特別研究生

大学名 昭和大学

講座、分野（教室）名 小児成育歯科学講座

主任教授 島田　幸恵
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