
令和 4年度　東京都立心身障害者口腔保健センター研修会一覧表 
東京都立心身障害者口腔保健センターでは障害者歯科や口腔保健、福祉への知識や理解を深めることを目的に、
都内在勤・在住の歯科医師・歯科医療従事者等を対象とした各種研修会を無料で開催しています。 

＊集団研修 
講義を中心とした研修会です

研修会
コード 研修会名 回 プログラム 開催日時

A1-1

歯科医師・ 
歯科医療従事者研修会

 
 
 

第1回 
 

＊Web 
  研修

①「かかりつけ歯科医に役立つ摂食機能療法の実際」 
日本大学歯学部 摂食機能療法学講座 教授　植田耕一郎 令和4年4月10日（日） 

① 9:30～11:00 
②11:20～12:50②「認知症患者への歯科診療」 

東京都健康長寿医療センター 歯科口腔外科 部長　平野浩彦

A1-2

 
 
 

第2回 
 

＊Web 
  研修

①「全身疾患を有する抜歯患者の歯科的対応」 
東京歯科大学 口腔腫瘍外科学講座 教授　野村武史 令和4年5月15日（日） 

① 9:30～11:00 
②11:20～12:50②「知っておこう口腔にまつわるアレルギー」 

医療法人社団 優恒会 松村歯科医院 理事長　松村光明

A1-3

 
 
 

第3回 
 

＊Web 
  研修

①「歯科でできる最新の院内感染予防対策」 
兵庫医科大学 歯科口腔外科学講座 主任教授　岸本裕充 令和4年6月12日（日） 

① 9:30～11:00 
②11:20～12:50②「歯周病と糖尿病の関連性」 

にしだわたる糖尿病内科 院長　西田　亙

A2-1

歯科衛生士研修会

第1回

①「多職種ですすめる要介護高齢者への口腔ケア」 
東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科　松尾浩一郎 地域・福祉口腔機能管理学分野 教授　

令和4年7月24日（日） 

①10:00～11:30 
②12:30～14:00

②「歯科衛生士による周術期等口腔機能管理と病診連携」 
東邦大学医療センター大森病院 がんセンター　久保田玲子 がん口腔機能管理部　歯科衛生士　

A2-2 第2回

①「歯科衛生士が知っておくべき歯の発育とその異常」 
東京歯科大学 小児歯科学講座 主任教授　新谷誠康 令和4年8月28日（日） 

①10:00～11:30 
②12:30～14:00

②「糖尿病患者へのエビデンスに基づいた歯周治療」 
東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科　片桐さやか 歯周病学分野 准教授　

A2-3 第3回

①「口腔習癖 ～見逃してはいけない小児期のサイン～」 
山口歯科医院 院長　河井　聡 令和4年10月2日（日） 

①10:00～11:30 
②12:30～14:00②「はじめてみよう！障害のある人のセルフケアの支援」 

当センター 歯科衛生士　森田寛子

A3-1

学校教職員等研修会

 
 
 

第1回 
 

＊Web 
  研修

「発達段階で考える障害児への関わり方」 
明治大学 子どものこころクリニック 院長　山登敬之 令和4年8月1日（月） 

① 9:30～11:00 
②11:20～12:50「特別支援教育に活かす脳科学」 

早稲田大学教育・総合科学学術院・教育学部 教授　坂爪一幸

A3-2

 
 
 

第2回 
 

＊Web 
  研修

「口腔内環境から疑われる児童虐待の現状」 
明海大学保健医療学部 口腔保健学科 小児歯科学 教授　渡部　茂 令和4年8月2日（火） 

① 9:30～11:00 
②11:20～12:50

「安全で健康的な食事をするために 
 ～食物アレルギーに配慮した食生活の実際～」 
神奈川県立循環器呼吸器病センター　栄養管理科長　磯部宏子

A3-3 第3回

「当センターにおける障害者歯科診療 ～見学つき～」 
当センター 歯科医師　横田英子 令和4年8月3日（水） 

①10:00～12:00 
②13:30～15:30「障害のある子どもへの口腔ケア ～実習つき～」 

当センター 歯科衛生士　上野桃子、原　史佳



研修会
コード 研修会名 回 プログラム 開催日時

A4 歯科医療従事者が学ぶ 
バリアフリー研修会

「診療にも役立つコミュニケーションへの支援」 
公益社団法人 発達協会 常務理事　湯汲英史

令和4年9月4日（日） 
10:00～11:30

A5-1

歯科医療従事者向け 
手話研修会

第1回
①「基礎編　講義／実技」 

東京手話通訳等派遣センター　ろう講師・手話通訳 
当センター  歯科衛生士　髙橋奈央、言語聴覚士　川西亜耶子

令和4年10月5日（水） 
18:30～20:00

A5-2 第2回
②「受付編　実技」 

東京手話通訳等派遣センター　ろう講師・手話通訳 
当センター歯科衛生士　上野桃子、言語聴覚士　川西亜耶子

令和4年10月12日（水） 
18:30～20:00

A5-3 第3回
③「診療編　実技」 

東京手話通訳等派遣センター　ろう講師・手話通訳 
当センター歯科衛生士　上野桃子、大塚菜月

令和4年10月19日（水） 
18:30～20:00

A6
看護師・保健師・ 
ケアマネージャー・ 
介護職員研修会

「多職種で支える要介護高齢者の口腔の健康～実習つき～」 
口腔栄養サポートチームレインボー  歯科衛生士　川野麻子

令和4年11月13日（日） 
10:00～11:30

A7-1 はじめて学ぶ 
摂食嚥下機能障害 
研修会

第1回
「障害のある子どもに対する摂食機能療法～自食に向けた支援～」 

明海大学歯学部 機能保存回復学講座　大岡貴史 摂食嚥下リハビリテーション学分野　教授　

令和4年11月10日（木） 
10:00～11:30

A7-2 第2回 「低栄養にさせないための栄養士の関わり」 
関東学院大学栄養学部 管理栄養学科 教授　田中弥生

令和4年12月9日（金） 
10:00～11:30

A8 在宅歯科診療に役立つ
摂食嚥下研修会

①「在宅要介護高齢者に対する摂食機能療法」 
東京医科歯科大学大学院  医歯学総合研究科　中川量晴 摂食嚥下リハビリテーション学分野 助教　

令和4年12月4日（日） 

①10:00～11:30 
②12:30～14:00②「食べることを支える口腔健康管理の実際」 

口腔栄養サポートチームレインボー 代表　篠原弓月

A9 はじめて学ぶ 
障害者歯科研修会

「はじめよう　障害のある方に対する歯科診療」 
①【講義】 
②【実習】 

当センター　歯科医師　関口五郎 
歯科衛生士　山田　彩 

堀越咲葵 
　青木　笑 

勅使川原依里佳

令和5年1月22日（日） 

①10:00～11:30 
②12:30～14:30

A10 歯科医療の 
チーム医療研修会

＊Web 
  研修

「高齢化社会における栄養指導の役割」 
相模女子大学栄養科学部 管理栄養学科 教授　吉野陽子

令和5年2月 5日（日） 
10:00～11:30

A11
障害者歯科認定医・ 
認定歯科衛生士研修会 
（認定の無い方でも受講可）

「障害児者の口腔機能発達・維持支援のための地域医療連携」 
日本大学松戸歯学部 障害者歯科学講座 専任講師　遠藤眞美

令和5年2月19日（日） 
10:00～11:30

A12
有病者歯科診療の 
リスクマネージメント 
研修会

「歯科診療時の偶発症とその対応」 
①【講義】 
②【実習】 

当センター　歯科医師　田中純子 
平林幹貴 

看護師　島田祐何里

令和5年3月 5日（日） 

①10:00～11:00 
②11:00～12:30

A13 評価医養成のための 
摂食嚥下研修会

［医師・歯科医師対象］ 
講義、実習、事例検討会 
詳細につきましては、ホームページをご覧ください。

A14 リハビリチーム養成の
ための摂食嚥下研修会

［コメディカルスタッフ対象（歯科衛生士・看護師・栄養士など）］ 
講義、実習、事例検討会 
詳細につきましては、ホームページをご覧ください。



研修会
コード 対　象 内　　　容 回 開催日程

B1-1

歯科医師 
歯科衛生士

障害者歯科個別研修会 
【基礎コース】 
 
障害者歯科の基礎が学べるコースです。 
　日程：講義 2日、臨床見学半日 
　講師：当センター 歯科医師、歯科衛生士、 
　　　　看護師、言語聴覚士

第1回 講義：4/7, 14 
見学：4/21 又は 4/28

B1-2 第2回 講義：9/1, 8 
見学：9/15 又は 9/22

B1-3 第3回 講義：12/8, 15 
見学：12/22 又は 1/5

B2-1 障害者歯科個別研修会 
【アドバンスコース】※基礎コース修了者対象 
 
臨床実習が中心のコースです。 
　日程：講義1日、相互実習1日、臨床実習4日 
　講師：当センター 歯科医師、歯科衛生士

第1回 講義実習：6/2, 9 
臨床実習：6/16, 23, 30, 7/7

B2-2 第2回 講義実習：10/13, 20 
臨床実習：10/27, 11/10, 17, 24

B2-3 第3回 講義実習：1/19, 26 
臨床実習：2/2, 9, 16, 3/2

B3

障害者歯科個別研修会 
【フォローアップコース】※アドバンスコース修了者対象 
 
臨床実習により、さらにスキルアップを目指したい方
向けのコースです。

随時開催 
9:00～12:00、13:00～16:00 
ご都合の良い日に受講できます。

B4

障害者歯科短期個別研修会 
 
巡回歯科診療を行っている多摩地域の施設において、
歯科診療車での実習を通して、障害のある方に対する
歯科診療を学びます。

歯科診療車が派遣される火曜日又は 
金曜日 
9:30～12:00、13:00～15:30

・お申し込み方法は、電話、専用用紙によるＦＡＸ、当センターホームページの研修会
申込みフォーム、の３つの方法がございます。（ホームページをご覧ください。） 

・Web研修会は、当センターホームページWeb研修専用の申込みフォームでお申し
込みください。 

・各研修会とも申込期間が設定されていますので、その期間内にお申し込みください。 

 
 
東京都立心身障害者口腔保健センター　研修担当 
電話　03-3235-1141　　FAX　03-3235-1144 
URL　https://tokyo-ohc.org 

【 会 場 】 東京都立心身障害者口腔保健センター 8階研修室 
【 交 通 】 ■ＪＲ利用の場合（総武線） 
              　飯田橋駅西口より徒歩 4分 
              ■地下鉄利用の場合 
              　東西線、有楽町線、南北線、都営大江戸線 
              　飯田橋駅B2b 出口 
              　セントラルプラザ 1階ロビー直結

お
申
し
込
み
方
法

お
申
し
込
み
先

研修会ページ

＊個別研修 
講義で学ぶ基礎コースと臨床実習を中心としたアドバンスコースなど、少人数で学ぶ研修会です。



研修会
コード 対　象 ・特別支援学校および支援学級等の教職員、保護者等 

・障害者(児)福祉施設、高齢者福祉施設等の職員、介助者、保護者等

C1

テーマ

　①「おいしく楽しく安全に ～障害のある子どもの食べる機能を育てる～」

C2 　②「おいしく楽しく安全に ～要介護高齢者の食事介助～」

C3 ★③「障害のある方の歯と口の健康を守ろう！ ～歯科医師から学ぶ口腔の基礎知識～」

C4 ★④「障害のある方の歯と口の健康を守ろう！ ～介助者による口腔のケア～」

C5 　⑤「障害のある方の歯と口の健康を守ろう！ ～歯磨きの自立を促す支援方法～」

※★印はWeb対応可。 
　詳細につきましては、ホームページをご覧ください。

研修形態 派遣型かWebセミナー型（★印のテーマのみ対応）を選択してください。

開催日時 月曜から金曜日の 9:00～17:00

講義時間 60分～90分（質疑応答含む）

会　　場 派遣型の場合、東京都内で派遣可能と判断される場所

人　　数 おおむね 10名以上（人数についてはご相談ください。）

申込方法 申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込みください。 
申込書は当センターホームページからダウンロードしてください。

申込締切 開催希望日の 1ケ月前　※診療の状況によってはご希望に添えない場合があります。 
（できるだけお早めにお申し込みください。）

費　　用 無料

＊地域派遣研修 
　障害のある方々の口腔保健の理解を深めるため、当センター歯科医師、歯科衛生士が無料で出向いて研修を行います。 
　研修内容は 5つのテーマの中からお選びいただけます。一部Webセミナーも対応しています。

東京都立心身障害者口腔保健センター　研修担当：杉本 
電話　03-3235-1141　　FAX　03-3235-1144 
〒162-0823 
東京都新宿区神楽河岸 1-1   
セントラルプラザ 8F・9F 
URL　https://www.tokyo-ohc.org

詳細は当センターホームページをご覧ください。

当センターHPへ

お
問
い
合
わ
せ
先


