
獨協医科大学病院

2021年度 初期研修歯科医採用のご案内

Dokkyo Medical University Hospital



所在地：栃木県 壬生町
栃木県は「日光東照宮」やいちごで有名な県です。当院が所在する壬生町（みぶまち）は東京から
北に約90キロメートルの距離にあり、北部は餃子で有名な宇都宮市に隣接しています。

壬生町はかつて、おもちゃ工場の工業団地があることから、「おもちゃのまち」というユニークな
地名が存在します。

獨協医科大学病院





獨協医科大学病院概要

 所在地 栃木県 下都賀郡 壬生町 北小林８８０

 病院種別 特定機能病院

 病床数 1,195 床（一般1,153床、精神42床）

 診療科目 ３０科・11センター

 職員数 2,500名

 うち常勤歯科医師1７名（うち指導歯科医５名）
（※医師406名、レジデント９０名、初期研修医88名、看護師1,065名、パラメディカル372名、事務225名 他）

 研修歯科医の主な出身大学 日本大学・徳島大学・ 鶴見大学 他

※令和２年度研修歯科医採用実績 → 1年次 ５名 ・ 2年次（任意研修）１名

 １日平均外来患者数 2,201.0名（2018年実績）

 １日平均入院患者数 1,022.8名（2018年実績）

 平均在院日数 13.9日/52.7日（一般/精神）



獨協医科大学病院の初期研修の特徴

① 市中病院的大学病院である
→2次救急から3次救急対応医療機関のため、

国内最大級の患者数・救急と急性期教育・
豊富なコモン症例＋多彩なレア疾患を経験
でき、丁寧な2年一貫教育で診断推論と標準
的治療を学べます！

②学会発表などのアカデミック指導も充実
→各科とも、臨床プレゼン・論文・学会発表

などアカデミックな指導体制が充実しており、
さらに学会参加費補助等も充実しています。



歯科医師臨床研修制度に規定される1年間の研修プロ
グラム（義務研修）と2年次のアドバンスドコース
（任意研修）を併せた2年間の研修を基本とします。

歯科研修プログラム 募集定員６名（予定）

獨協医科大学病院
歯科臨床研修プログラム



歯科臨床研修プログラムのしくみ

・1年次義務研修

獨協医科大学病院 口腔外科 （１２ヵ月）

→病棟研修・外来研修・手術研修を主体とする。

※当直研修（急患対応等）あり。

・研修目標症例数 外来：４０９例 訪問：０例

・前年度研修歯科医一人あたり平均症例数→ 外来：６２３例

・2年次任意研修（12ヵ月）

①獨協医科大学病院（口腔外科3ヵ月・麻酔部3ヵ月・救命ｾﾝﾀｰ3ヵ月）

獨協医科大学埼玉医療センター（病理）

② 佐野厚生総合病院（歯科口腔外科） いずれか選択し3ヵ月

上都賀総合病院（歯科口腔外科）



病院内での各種講習会

院内で開催される各種講習会（全職員対象）

 医療安全対策講習会

 感染防止対策講習会 等

当院独自の取り組み

 BLSヘルスケアプロバイダーコース受講

 除細動実技講習会

 緩和ケア研修会の受講 など



当院独自の取組み

除細動器実技講習会

・BLSプロバイダーコースに

続いて、１年目の下期に

心肺蘇生法及びAED（自動

体外式除細動器）での除細

動を学ぶ。

・救急科指導医による指導に

より、手技の向上を図る。



がん診療に携わる医師全てが習得するべき、緩和ケアの基本
的な知識・技術・態度を習得するための研修会。

・がん性疼痛の評価と治療に関する講義

・コミュニケーション講義とロールプレイなども行う

・厚生労働省健康局長認可の修了証が授与される

・現在日本で研修医が受講しているのは当院のみ！

国立がんセンターにて先進的な取り組みとして

当院は評価されています！！

当院独自の取組み

緩和ケア研修会



待 遇



待 遇 ①
 身 分： 臨床研修歯科医（常勤）

 給 与： 年額 4,944,000円

月額 412,000円×12か月

※月額34万円一律支給

＋当直手当18,000円×4回の場合

※月額には時間外手当8万円分含む

 当 直： 月４回程度（診療科の都合による）

（18,000円～21,000円/回）

 健康保険： 日本私立学校振興・共済事業団

 学会等出張旅費支給 ： 有（45,000円/年）

ＢＬＳ/ACLS 受講料補助制度有



待 遇 ②
 賠償保険： 病院で加入、個人は任意

 宿 舎： 単世帯用完備（雲雀館・新寮）

（月額3万円～3万5千円）

 福利厚生： 保養施設等優待利用

ディズニーランド入園料割引など

 研修歯科医研究室完備（口腔外科医局内）

 全員に新品PC・個人用デスク・ロッカー貸与

 研修医専用当直室（１６室）・シャワー室完備



【参考：新寮（ドミトリーさくら）】



令和３年度採用
初期臨床研修歯科医

募集について



募集要項①

募集定員
・歯科臨床研修プログラム ６名

応募資格

・歯科医師国家試験受験予定者

・20２０年度医師臨床研修マッチングに参加・登録
する者



募集要項②
応募について

募集要項を参照のうえ提出書類を募集期間内に
臨床研修センター宛郵送または持参してください。

募集期間
・令和２年６月１６日（火）

～ 令和２年８月７日（金）まで



募集要項③
提出書類

①臨床研修医応募願書
（本院所定の様式・ホームページからダウンロード可）

②履歴書
（本院所定の様式・ホームページからダウンロード可）

③卒業（見込）証明書
④成績証明書
⑤ＣＢＴ結果（写し）

※医療系大学間共用試験実施評価機構が実施するＣＢＴ個人
別成績表の写し。

⑥直近の模擬試験（全国模試）の結果（写し）
※全国模試のものに限る。受験していない場合は提出の
必要はない。



募集要項④

選考試験日

８月中に試験日を数日設定
※詳細は募集要項を参照してください。

※各選考日に定員を設ける。受付は先着順とする。



募集要項⑤
選考方法

①面接試験

②筆記試験

③2020年度医師臨床研修マッチング
参加・登録（全員必ず行ってください。）



当院での初期研修
修了後のキャリアデザイン



初期臨床研修修了後の
キャリアデザインは？

 初期研修修了後は専攻医として各診療科に所属し、

専門研修に移行します。

 当院では歯科専門研修プログラムを整備し、専門医

資格の取得を目指すことができます。

 専門分野での充実した研修と高度で良質な医療を提供
できる専門医の育成を目標とします。



 当大学大学院医学研究科では社会人大学院による

教育も実施しており、当院レジデントとして病院

に勤務しながら大学院に入学して専門教育を受講

したり研究を行うことが可能です。

 専門医資格と学位を取得できるよう充実した指導

体制を整えています。

初期臨床研修修了後の
キャリアデザインは？



初期臨床研修（2年間）

専門研修（後期研修）

社会人大学院生（4年間）
→研究・学位等の取得 他
※有給レジデントと両立して在学できます。

レジデント（３年間）
→専門医の取得 他

獨協医科大学 医学部教員

教授、准教授、講師、助教
→診療科運営・医学部学生教育・臨床研究

留学（国内・国外）・学外派遣 他



みなさまのご応募を
心よりお待ちしています！！

獨協医科大学病院 臨床研修センター
ホームページはこちら

↓
https://www.dokkyomed.ac.jp/hosp-m/recruit/8
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