
チェアー数：１１台
個室：１室
受付：１～２名
歯科衛生士：１名

診療室の実際

スタッフ

 ※

 

大学名 大阪大学

講座、分野（教室）名 小児歯科学教室

主任教授 仲野和彦
講座の特色

　大阪大学大学院歯学研究科口腔分子感染制御学講座（小児歯科学教室）は、昭和39年7月に大阪大学歯
学部附属病院内に発足した「小児歯科診療室（初代室長：吉田定宏先生）」を母体にしています。昭和46
年には祖父江鎭雄先生が二代目の室長となり、昭和50年11月には診療科に昇格しました。そして、昭和51
年5月に「大阪大学歯学部小児歯科学講座」として開講し、昭和52年8月には、祖父江鎭雄先生が初代教授
に就任しました。その後、平成12年4月に大学院重点化政策に伴い現在の名称に変更されました。平成14
年8月には二代目の教授として大嶋　隆先生が就任され、平成26年8月からは三代目の教授として仲野和彦
先生が引き継がれています。現在、仲野教授のもとで、常勤スタッフ18名（教員5名、医員2名、大学院生
9名、研修医1名）、非常勤スタッフ5名が、診療・研究・教育活動に精力的に取り組んでいます。

大阪大学歯学部附属病院

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

記載欄
ポイントを記載
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2018/03/14 23:22松風 - 世界の歯科医療に貢献する | SHOFU inc.

1/2 ページhttp://www.shofu.co.jp/

カスタム検索 文字サイズ

お客様サポート・お問い合わせ サイトマップ GLOBAL SITE

-平成28年熊本地震により被災された方々に、心よりお見舞い申しあげます。-

関 連 サ イ ト の ご 案 内

電子公告
一覧へ

2018/03/02
役員等人事に関するお知らせ

2018/02/14
平成30年3月期 第3四半期報告書を掲載しま
した

2018/02/02
平成30年3月期 第3四半期決算発表

2017/11/29
SHOFU REPORT（第146期中間報告書）を
掲載しました

2017/11/22
平成30年3月期 第2四半期決算説明会資料を
掲載しました

一覧へ

2018/03/01
【採用情報】2019年新卒採用情報を掲載しま
した。

2017/12/12
【採用情報】中途採用情報を掲載しました。

2017/09/22
【採用情報】中途採用情報を掲載しました。

2018/03/06
セミナー情報を更新しました。

2018/02/28
セミナー情報を更新しました。

2017/12/04
セミナー情報を更新しました。

2017/09/08
新製品情報を更新しました。

2017/09/01
8/27　DH Party in大阪　多くのご来場あり
がとうございました！当日の様子をupしまし
た。

2017/08/25
セミナー情報を更新しました。
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2018/03/14 23:18ホーム | アレクシオン ファーマ

1/3 ページhttp://alexionpharma.jp/

私たちは、見えないものを
見出します
We see the unseen.
アレクシオンは、他の人が目を向けないところに敢えて目を向け、不可能だと思わ
れていることに果敢に挑戦します。見過ごされることが多い深刻な病気に苦しむ患
者さんのために、革新的なサイエンスを画期的な治療法につなげる道筋を見出しま
す。 生命を脅かす病気を抱える患者さんには効果的な治療選択肢がない場合が多
く、患者さんとそのご家族は、わずかな希望しか持てずにいます。私たちが目指す
のは、未開の領域に革新的な医薬品を届けること。私たちの取り組み次第で救われ
る命があることを知っているからこそ、私たちは日々努力を惜しまず目標に向かっ
て邁進します

アレクシオンで働
くことは、またと
ない貴重な機会で
す。”深刻な疾患に
苦しむ患者さんと
その家族の生活を
一変させる”という
使命に強く共感し
た最も優秀な人材

Japan グローバルサイト お問い合わせ

アレクシオンについて 患者さん・一般の皆さま 医療関係者の皆さま 採用情報 ニュースSearch
\n`b_pj[qk��-

2018/03/14 23:20大阪大学医学系研究科・医学部

1/4 ページhttp://www.med.osaka-u.ac.jp/

受験生の方へ  在学生の方へ  卒業生の方へ  企業の方へ

サイト内検索

研究成果

研究成果一覧へ

リンパ球が産生する自然抗体が脳の成長を促すことを発見～脱髄疾患
の治療開発に繋がる成果～

山下 俊英 教授≪分子神経科学≫
Nature Neuroscience

UPDATE 2018/03/06

58の臨床検査値に影響する遺伝的背景を解明～エピゲノム情報との統
合で、生活習慣病の病態解明が可能に～

岡田 随象 教授≪遺伝統計学≫
Nature Genetics

UPDATE 2018/02/06

�
講座一覧
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2018/03/14 23:26国内初の純大学産 大阪産業大学発ベンチャー 株式会社オーエスユー OSU - 会社案内

1/2 ページhttp://www.osu-japan.net/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=38

Home

新着情報

OSUの最新技術

燃焼合成

次世代型新素材

セラミック多孔質材

会社案内

リンク

お問合せ

会社案内

■会社名■会社名

株式会社オーエスユー
（Osaka Sangyo Universityの頭文字から命名）

■設立日■設立日

平成12年12月12日

■資本金■資本金

1500万円

■出資■出資

学校法人大阪産業大学�工学部教授�山田修

■役員■役員

代表取締役：山田修（工学部） 
取締役：龍谷正則（工学部） 
取締役：井口秀作（人間環境学部） 
監査役：中山英明（法人本部事務局長・常務理事） 
監査役：鈴木邦明
（公認会計士・イーサーブ代表取締役・前朝日監査法人）

■所在地■所在地

〒574-8530
大阪府大東市中垣内3丁目1番1号�大阪産業大学気付

■連絡先■連絡先

TEL：072-875-1594
FAX：072-875-3132
URL：http://www.osu-japan.net
E-mail： osu@osu-japan.comこのメールアドレスはスパムボットから保護されてい
ます。観覧するにはJavaScriptを有効にして下さい 

■特徴■特徴

「国内最初の大学発ベンチャー」（学校法人と教員が出資して設立）
「本学が有する特許および高度テクノロジーの実践応用」
「大学研究成果の迅速な社会還元」
「学生のベンチャー精神の育成・援助」
「企業やキャピタルなどの外部資本金が無い大学関係者だけの出資だからできる営利
を第一目的としないSocial Company」  

検索

!��-_q^clq

2018/03/14 23:29「夢職人 ロゴ」の検索結果 - Yahoo!検索（画像）

1/1 ページhttps://search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&gdr=1&p=夢職人+ロゴ#mode%3Ddetail%26index%3D0%26st%3D0

320x240 - 29.8kB - 株式会社夢職人 大阪ものづくり...
http://www.m-osaka.com/jp/takumi/8081/

画像は著作権で保護されている場合があります。
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1年目
（研修歯科
医（小児歯
科週2日、
総合診療部
週3日））

臨床
　１）健常児に対する治療計画の立案
　２）母親教室・定期検診
　３）健常児に対する齲蝕治療
　４）初診・救急患者の治療の補助
　５）症例検討会

1年目
（研修歯科
医（小児歯
科週2日、
総合診療部
週3日））

臨床
　１）健常児に対する治療計画の立案
　２）母親教室・定期検診
　３）健常児に対する齲蝕治療
　４）初診・救急患者の治療の補助
　５）症例検討会
　６）臨床に関する抄読会

２年目
（大学院１
年目）

臨床
　１）健常児に対する治療計画の立案
　２）母親教室・定期検診
　３）健常児に対する齲蝕治療
　４）初診・救急患者の治療の補助
　５）公衆衛生活動の場での歯科検診
　６）症例検討会
研究
　１）学位論文に関する研究
　２）研究に関する抄読会
教育
　１）学生講義のサポート
　２）学生実習のサポート
　３）臨床実習のサポート

２年目
（専修歯科
医（臨床の
み）もしく
は研究生・
医員）

臨床
　１）健常児に対する治療計画の立案
　２）母親教室・定期検診
　３）健常児に対する齲蝕治療
　４）初診・救急患者の治療の補助
　５）公衆衛生活動の場での歯科検診
　６）症例検討会
　７）臨床に関する抄読会
研究
　　臨床研究のサポート
教育
　１）学生講義のサポート
　２）学生実習のサポート
　３）臨床実習のサポート

３年目
（大学院２
年目）

臨床
　1）健常児に対する齲蝕治療
　2）健常児に対する咬合誘導
　3）初診・救急患者の治療の補助
　4）公衆衛生活動の場での歯科検診
　5）症例検討会
　6）国内学会での発表
研究
　1）学位論文に関する研究
　2）国内学会での発表
　3）研究に関する抄読会
教育
　1）歯科衛生士実習生の指導
　2）学生実習での指導
　3）臨床実習での指導

３年目
（研究生・
医員）

臨床
　１）健常児に対する齲蝕治療
　２）健常児に対する咬合誘導
　３）初診・救急患者の治療の補助
　４）公衆衛生活動の場での歯科検診
　５）症例検討会
　６）国内学会での発表
　７）臨床に関する抄読会
研究
　　臨床研究のサポート
教育
　１）歯科衛生士実習生の指導
　２）学生実習での指導
　３）臨床実習での指導

大学名 大阪大学
講座、分野（教室）名 小児歯科学教室
主任教授 仲野和彦

講座医局員研修プログラムの内容
研修歯科医→大学院生 研修歯科医→（専修歯科医）→研究生・医員

講座医局員研修プログラム責任者 野村良太

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
日本障害者歯科学会認定医も取得可能

講座医局員研修プログラムの特色
　小児歯科臨床においては、健全な永久歯列を完成させるという目標までに、成長過程における変化に対応する必要が
あります。そのため、入局後数年をかけて様々な年齢にある健常な小児患者を配当し、成長期における変化および適切
な治療方法を修得します。その後、全身疾患を有する小児および障がい者に対する治療を経験していただきます。ま
た、大学院生には博士（歯学）の学位取得に向けた研究を、それ以外の医局員には小児歯科に関連した臨床研究を行っ
ていただくとともに、全ての医局員に学部学生および歯科衛生士実習生等の指導にも従事していただきます。さらに、
日本小児歯科学会専門医資格取得を目指したサポートを行っていきます。



４年目
（大学院３
年目）

臨床
　1）健常児に対する齲蝕治療
　2）健常児に対する咬合誘導
　3）健常児に対する外科処置
　4）公衆衛生活動の場での講演
　5）症例検討会
　6）国内・国際学会での発表
研究
　1）学位論文に関する研究
　2）研究成果の国際誌への投稿
　3）国内・国際学会での発表
　4）研究に関する抄読会
教育
　1）衛生士・技工士専門学校での講義
　2）歯科衛生士実習生の指導
　3）学生実習での指導
　4）臨床実習での指導

４年目
（研究生・
医員）

臨床
　１）健常児に対する齲蝕治療
　２）健常児に対する咬合誘導
　３）健常児に対する外科処置
　４）公衆衛生活動の場での講演
　５）症例検討会
　６）国内・国際学会での発表
　７）臨床に関する抄読会
研究
　　臨床研究
教育
　１）衛生士・技工士専門学校での講義
　２）歯科衛生士実習生の指導
　３）学生実習での指導
　４）臨床実習での指導

５年目
（大学院４
年目）

臨床
　１）健常児に対する齲蝕治療
　２）健常児に対する咬合誘導
　３）健常児に対する外科処置
　４）公衆衛生活動の場での講演
　５）症例検討会
　６）国内・国際学会での発表
研究
　1）学位論文に関する研究
　2）研究成果の国際誌への投稿
　3）国内・国際学会での発表
　4）研究に関する抄読会
教育
　１）衛生士・技工士専門学校での講義
　２）学生実習での指導
　３）臨床実習での指導

５年目
（研究生・
医員）

臨床
　１）健常児に対する齲蝕治療
　２）健常児に対する咬合誘導
　３）健常児に対する外科処置
　４）公衆衛生活動の場での講演
　５）症例検討会
　６）国内・国際学会での発表
　７）臨床に関する抄読会
研究
　　臨床研究
教育
　１）衛生士・技工士専門学校での講義
　３）学生実習での指導
　４）臨床実習での指導

６年目
（大学院卒
後１年目）

臨床
　１）全身疾患を有する小児・障がい児の治療
　２）症例検討会
　３）症例報告の国際誌への投稿
　４）専門医試験の準備
研究
　１）研究成果の英文誌への投稿
　２）国際学会での発表
　３）研究に関する抄読会
教育
　１）新入局員の指導
　２）学生実習での指導
　３）臨床実習での指導
　４）大学院生の指導

６年目
（研究生・
医員）

臨床
　１）全身疾患を有する小児・障がい児の治療
　２）症例検討会
　３）症例報告の国際誌への投稿
　４）専門医試験の準備
　５）国際学会での発表
　６）臨床に関する抄読会
研究
　１）臨床研究
　２）研究成果の英文誌への投稿
教育
　１）新入局員の指導
　２）学生実習での指導
　３）臨床実習での指導



必要な書類： 願書提出時に必要な書類：

大学院生
https://www.dent.osaka-
u.ac.jp/graduate/graduate_m_000066.htm
l

研究生 https://www.dent.osaka-
u.ac.jp/graduate/graduate_000270.html

大学名 大阪大学

講座、分野（教室）名 小児歯科学教室

主任教授 仲野和彦

講座への入局希望受付期間：随時 講座への入局希望受付期間：随時

履歴書・歯科医師免許証のコピー

面接あり（入局受付後、教授と相談の上決定）

問い合わせ先：仲野和彦（nakano@dent.osaka-u.ac.jp）

本学の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

本学に在籍したことがない者のキャリアデザインに向けてのフローチャート

問い合わせ先：仲野和彦（nakano@dent.osaka-u.ac.jp）

詳細

面接あり（入局受付後、教授と相談の上決定）

研修歯科医
講座への入局希望受付期間：随時
必要な書類：
履歴書・歯科医師免許のコピー

大学院生・研究生研修歯科医
詳細
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