令和 4 年 6 月 10 日
会員 各位
公益社団法人

日本学校歯科医会

令和 4 年度日本学校歯科医会主催
「基礎研修」「更新研修」の開催について
平素より学校歯科保健ならびに本会事業推進に特段のご理解とご協力を賜り
厚く御礼申し上げます。
さて、本会主催「学校歯科医生涯研修制度

基礎研修、更新研修」につきまし

ては今年度もオンライン形式で開催することといたしましたので、開催要項と
受講の流れをご参照のうえ、受講を希望される正会員の方はご所属の加盟団体
へ、準会員及び賛助会員の方は本会事務局へお問い合わせくださいますようお
願い申し上げます。
記
☆学校歯科医生涯研修制度「基礎研修」「更新研修」
開催日時：令和 4 年 8 月 18 日（木）「基礎研修」14：10～17：30
「更新研修」10：10～12：20
開催形式：Web によるオンライン形式
受講に必要なもの：①双方向送受信が可能な端末
（パソコン推奨、OS を最新の状態にしておくこと）
②安定して送受信が可能なネット環境
③研修用資料（受講決定者へ後日送付予定）
申し込み先：
○正会員…所属の加盟団体
○準会員、賛助会員…日本学校歯科医会事務局
（TEL：03-3263-9330／メール：jasd_for_53@nichigakushi.or.jp）
締め切り：令和 4 年 7 月 19 日（火）正午 日本学校歯科医会事務局必着
以上

公益社団法人日本学校歯科医会
「学校歯科医生涯研修制度 基礎研修」開催要項
趣

旨：学校歯科医がその職務を行ううえでの基礎となる「学校保健の概念」
「保健教育」
「保健管理」「組織活動」に関する基礎的事項を習得するとともに、歯科医師と
しての専門性を活かしながら教育者としての資質を備え、積極的に学校歯科保健
活動を推進し、もって幼児、児童生徒の歯・口腔の健康増進に寄与することを目
的とする。
主
催：公益社団法人日本学校歯科医会
日
時：令和４年８月１８日（木）１４：１０開会
形
式：Web による研修
受講対象: ・公益社団法人日本学校歯科医会正会員
・公益社団法人日本学校歯科医会加盟団体が推薦する者
・公益社団法人日本学校歯科医会理事会が推薦する者
（上記のいずれかに該当する者）
日
程（予定）：
13:40 基礎研修 受付開始
14:10 開 会
14:20
14:40
15:40

講義

Ⅰ

講義

Ⅱ

「学校歯科保健の概念」
(講師：生涯研修制度運営委員会 委員
「学校歯科保健における保健教育」
（講師：生涯研修制度運営委員会 委員

坪水良平）
工藤淳治）

質疑応答
休

憩（15:50～16:00）

16:00

講義

Ⅲ

17:00

講義

Ⅳ

17:20

質疑応答

17:30

閉

会

その他:

１

受講者の募集及び受講決定者への受講案内は、日本学校歯科医会が加盟団体を通じ
て行うものとする。加盟団体は受講者を令和４年７月１９日（火)正午必着で日本学
校歯科医会へ推薦する。
既に基礎研修を受講した者も、今回の研修の受講者として推薦できる。
受講者への旅費・日当は日本学校歯科医会では支弁しない。
受講修了者へは日本学校歯科医会が「基礎研修修了証」を交付する。
（遅刻または早
退をした者はのぞく）
受講定員各団体 8 名まで。（サテライト会場を使用する場合を除く）

２
３
４
５

「学校歯科保健における保健管理」
（講師：日本学校歯科医会 理事 竹中 博）
「学校歯科保健における組織活動」
（講師：生涯研修制度運営委員会 委員 福井峰雄）

公益社団法人日本学校歯科医会
「学校歯科医生涯研修制度 更新研修」開催要項
趣

旨：基礎研修受講修了者が、学校歯科保健に関する新たな事柄もしくは各種法令な
どに基づく変更点について、知見を取得することを目的とする。
主
催：公益社団法人日本学校歯科医会
日
時：令和４年８月１８日（木）１０：１０開会
形
式：Web によるオンライン研修
受講対象: 基礎研修を修了した本会正会員で加盟団体から推薦された者
日

程（予定）：
９：４０
更新研修

１０：１０

開

１０：２０

講義Ⅰ

受付開始

会
「教育関連法規の理解と改訂のポイントについて」
１、教育関連法規等と学校歯科保健について学ぼう
２、ポイントを理解しよう。
① 新学習指導要領
② 第２次～第３次学校安全の推進に関する計画
③ 第３次～第４次食育推進基本計画
④ 第２期～第３期スポーツ基本計画
（講師：明海大学

１１：２０

講義Ⅱ

１２：１０

質疑応答

１２：２０

閉

学長

安井利一）

「災害共済給付制度について～歯牙欠損見舞金～」
（講師：常務理事 澤田章司）

会

【募集・受講について】
１）受講者の募集及び受講決定者への受講案内は、日本学校歯科医会が加盟団体を通じて行うも
のとする。加盟団体は受講者を令和４年７月１９日（火）正午必着で日本学校歯科医会へ推
薦する。
２）受講者への旅費・日当は日本学校歯科医会では支弁しない。
３）受講修了者へは日本学校歯科医会が「更新研修修了証」を交付する。
（遅刻または早退をした
者はのぞく）
４）受講定員各団体 8 名まで。（サテライト会場を使用する場合を除く）
５）講師は状況により変更になる可能性があります。

オンライン研修参加について
以下についてご確認ください

・ インターネットに接続できること
（○ケーブル接続、△Wi－Fi 接続。通信が安定するため、ケーブル接続を推奨いたします。タブレットや
スマートフォンの場合はモバイル通信も可能ですが、データ量が多くなり高額請求となる可能性がありま
すのでご注意ください）

・ 各自で接続・立ち上げができること
※本会がオンライン研修において主に使用しているシステムの Zoom ウェビナーは、PC でご参加の場合は web
ブラウザ（Microsoft Edge、Chrome 等の最新状態）でご視聴・ご参加いただけます。スマートフォン、タブ
レットに関してはアプリのダウンロードが必要な場合もあり、それぞれの機種で使用方法が異なる場合があ
ります。Zoom ウェビナーに関するコード入力などを求められた場合は、登録完了メールをご覧ください。

・ 機種端末（PC・タブレット・スマートフォン等）はサポートされている OS で最新の状態であ
り容量に十分な空きがあること
・ 機種端末にマイクがついていて、音声参加が可能であること
・ 登録完了メールを、実際に使用する PC 等で確認・開封ができること
（リンク先がうまく表示されない場合は、別の端末にメールを転送する等しての利用も可能です）
・ 研修中に QR コードを表示する場合があるので、視聴用端末とは別に QR コード読み取り用の端

末（スマートフォン等）を用意すること
【受講登録時の注意】
Zoom ウェビナー登録画面で入力する姓名、受講者番号は各研修の受講者名簿に記載されているご自分の氏
名、番号を入力してください。名簿に記載のない氏名、番号で入力した場合、確認が取れず欠席となりま
すのでご注意ください。
研修名や加盟団体名、端末の機種名等、受講者の氏名と異なるものを入力しないでください。ローマ字で
の入力もご遠慮ください。
また、受講登録は各自で研修前日までに済ませてください。日本学校歯科医会から未登録の方へ登録案内
は行いませんのでご注意ください。

【接続テスト時間（任意）】
当日研修開始の 30 分程前から接続できるように準備いたします。接続テストをされる場合は、この時間を
ご利用ください。

【接続不良について】
稀に、立ち上げの際に音声接続がうまくいかない場合があります。その場合は一度ご退室いただき、再度
ご参加をお試しください。
受講者側の問題により Zoom ウェビナーに接続できない場合は欠席となります。

【令和4年度版】

公益社団法人日本学校歯科医会
学校歯科医生涯研修制度「基礎研修」「更新研修」（オンライン研修）受講の流れ
時期(目安）
＜令和4年＞
6月～

内容
推薦依頼送付（開催案内）
＜日本学校歯科医会 ⇒ 加盟団体＞
受講申し込み
＜受講希望者 ⇒ 加盟団体＞
◆申し込み期限
加盟団体が別に定める
⇒各加盟団体は所定の期日までに日本学校歯科医会へ推薦名簿を提出する。
◆申し込み事項
①推薦名簿に記載が必要な事項
②受講予定端末のメールアドレス（このアドレスに受講招待メールを送付します）
③その他加盟団体が必要とする事項
※加盟団体におかれましては、受講予定者のメールアドレスを把握いただけますよう
お願いいたします。
◆受講に必要なもの（受講者が各自で準備すること）
①双方向送受信が可能な端末（パソコン推奨、OSを最新の状態にしておくこと）
②安定して送受信が可能なネット環境
③研修用資料（受講決定者へ後日送付予定）
※受講者の端末やネット環境の不具合により研修参加が確認できない場合は
未受講扱いとなりますのでご注意ください。

7月19日

受講者推薦締め切り
＜加盟団体 ⇒ 日本学校歯科医会＞
◆推薦書類
受講者推薦名簿（データにて提出）
◆推薦期限
令和4年7月19日(火)正午必着
⇒日本学校歯科医会にて審査後受講者を決定

7月下旬～

8月

受講者決定通知送付
＜日本学校歯科医会 ⇒

加盟団体

⇒

受講決定者＞

受講招待メール送付
＜日本学校歯科医会 ⇒ 加盟団体 ⇒ 受講決定者＞
日本学校歯科医会は受講決定者をオンライン研修受講者に設定する。
設定後、受講に必要なURLを発行し加盟団体を通して資料と共に受講招待メールを
受講者へ送付する。
◆送付物
基礎研修テキストまたは更新研修資料（PDF）
受講事前登録
＜受講決定者＞
◆登録手続き
受講決定者は受講招待メールが届いたら、メールに記載のURLから受講登録を行う。

8月18日

「基礎研修」「更新研修」受講
＜受講者＞
受講招待メールに記載のURLからオンライン研修へ参加する。
各研修の開始30分間前より研修画面へ接続が可能となる。受講者は研修開始までに
接続ができるか確認すること。

2月～

修了証交付
＜日本学校歯科医会 ⇒ 加盟団体 ⇒ 受講修了者＞
各研修の必須項目を全て受講した者には、日本学校歯科医会が修了証を発行する。
修了証は加盟団体を通して受講修了者へ交付する。

