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歯科医療・歯科診療所の

第３者外部評価に関する Q&A

2016年 8月

問合せ・郵送先

NPO法人 ヘルスサイエンス地域国際センター

スーパー大学院実施委員会

NPO法人 口腔健康科学ネット歯科医療

歯科医療第３者外部評価委員会

事務局 アカデミーカフェサロン

NPO法人ヘルスサイエンス地域国際センター

NPO法人 口腔健康科学ネット

火・木・金 10：00～16：00

〒700-0816 岡山市北区富田町 1-2-1-102
TEL／FAX 086－897－6295
メール nagain_npo@yahoo.co.jp
事務局担当窓口 永井／秋月

貴院が自身の歯科医療・診療所について、第３者外部評価・認証を希望す

る場合は、本冊子に記入して、下記第３者外部評価委員会へ送付ください。

第３者外部評価委員会は専門委員により記入項目を評価し、基準に達成し

ている場合は、認定証（有効期間２年間）を送付します。尚、認定証（日本

語、英語）発行については有料です。

mailto:nagain_npo@yahoo.co.jp
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NPO法人によるスーパー大学院

口腔科学専攻 診療所における歯科医療の

第３者外部評価委員会の設置と認証制度について

趣旨

 我が国の歯科医療、診療所の医療の品質の評価を第３者機関（NPO）が行い、国民に公平な

情報を発信します。

 国民に質の高い歯科医療を提供していくためには、各歯科診療所の自らの機能評価が最も重

要であります。

 こうした努力をさらに効果的なものとし、患者様に安心して受診して戴くためには第３者に

よる評価認定制度を全国共通の基準を設けて各診療所の評価を公開することが必要でありま

す。

 第３者機関とは評価される側の歯科診療所とは別個に組織され、中立的で科学的に評価でき

る専門家集団でなければなりません。



実施機関

NPO法人 ヘルスサイエンス地域国際センター NPO法人 口腔健康科学ネットにおける、

（運営委員会委員長 古賀隆治 岡山大学名誉教授）スーパー大学院、歯科医療、診療所、外

部評価認証委員会

代表 永井 敎之 岡山大学名誉教授（元岡大歯学部長）

委員として 山上 哲贒 日本口腔インプラント学会元副会長

他、外科、救急医学を専門とする大学名誉教授、歯科医療に係る各専門分野の元大学教員から

構成されています。（HP http://ohsnet.jp）

主な NPO法人、スーパー大学院運営委員会、評価委員会等

古賀 隆治 岡山大学名誉教授 情報 山口 博幸 香川大学名誉教授 倫理学

赤木 忠厚 岡山大学名誉教授 医学 立川 敏明 香川大学名誉教授 医学

高橋 文博 岡山大学名誉教授 倫理学 田中 紀章 岡山大学名誉教授 医学

高木 愼 岡山大学元准教授 歯学 完山 学 倉敷成人病センター 歯学

中西 徹 就実大学教授 薬学 松村 誠士 岡山大学元准教授 歯学

岸本 悦央 岡山大学元准教授 歯学
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評価認証の流れ

① 第３者外部評価委員会は各専門学会等の歯科診療基準等に沿って、患者の目

線からの Q&Aを作成（冊子）しています。

② 本委員会の評価、認定を希望する診療所（院長等）は Q&A冊子を本委員会か

ら受け取り、記入して回答します。

③ 本評価委員会はその回答冊子により評価点が基準点以上の診療所に対して認

定証を発行します。認定証の有効期間は２年間です。委員会が直接診療所を

訪問することはありません。

④ Q&A冊子は認定証と共に返却され、冊子等の情報が公開されることはありま

せん。評価、認定費用は１診療所あたり３万円です。

お問い合わせ先

平成 30年 9月

NPO法人 ヘルスサイエンス地域国際センター

NPO法人 口腔健康科学ネット

代表理事 永井 敎之（岡山大学名誉教授）

事務局 アカデミーカフェサロン

NPO法人ヘルスサイエンス地域国際センター

NPO法人 口腔健康科学ネット

火・木・金 10：00～16：00

〒700-0816 岡山市北区富田町 1-2-1-102
TEL／FAX 086－897－6295
メール nagain_npo@yahoo.co.jp
事務局担当窓口 永井／秋月

mailto:nagain_npo@yahoo.co.jp
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歯科医療・歯科診療所の

第３者外部評価に関する Q&A
① 貴診療所の基本情報

回答者：理事長・院長

名称（形態）日本語

英語

住所・連絡先

メール

スタッフ 歯科医師 常勤 人 非常勤 人

歯科衛生士 常勤 人 非常勤 人

歯科助手 常勤 人 非常勤 人

歯科技工士 常勤 人 非常勤 人

その他 常勤 人 非常勤 人

設備 一般診療所チェア 台

特殊診療用チェア 台

X線 デンタル パノラマ CT

その他の設備

診療理念方針

希望審査分野
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② 希望分野担当スタッフの研修等記録

・歯科医師 男・女 臨床経験 年、 希望審査分野実施経験 年

・認定医資格取得 専門医等資格取得

・研修活動 年（過去５年間）実績

・学会活動（過去５年間）実績

・学位（博士、修士）

・救命救急に関する研修

・希望審査分野に関する研修

③社会貢献活動（地域との連携事業等）
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・歯科衛生士① 男・女 臨床経験 年 インプラント補助 年

・研修記録

・学会記録

・資格取得

・歯科衛生士② 男・女 臨床経験 年 インプラント補助 年

・研修記録

・学会記録

・資格取得

・その他のスタッフの研修活動
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病診・連携体制

・連携する医療機関

・臨床検査体制

・貴院の偶発症・合併症への対応を記入して下さい

④ 医療安全管理体制

・医療事故防止の対応（院内打合せ等 研修）

○a 貴院のヒヤリハット（インシデント）を収集する方法

○ｂ 貴院の医療安全対策法（歯科医師とスタッフの打ち合わせ会等）

○ｃ 救命、救急の研修と地域医療機関との連携

○d 院内感染予防対策の具体的事例
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⑤ 本評価、Q&Aは現地調査は行いませんので、診療中、診察室、手術室の状況を（写真

2葉、メール）添付して下さい。
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・ CT検査について（該当番号を○で囲む）

1. 自院 2. 紹介できる依頼先がある

3. ＣＴは必要ない 4. ＣＴ依頼先を探している

NPO法人では下記の施設を岡山市内にて開設しています。CT利用登録や実際

にしたい場合はご連絡ください。

NPO法人による頭頚部３D－CT図解解析共同利用施設開設のお知らせ

近年、歯科医療の高度化、インプラント医療、リスク回避及びインホームドコ

ンセントの重要性に伴い、歯科用３Ｄ－ＣＴ画像が必要とされています。又各歯

科専門分野の臨床研究のツールとして科研費申請や論文作成や３Ｄ－ＣＴ画像

の添付が有効とされています。

今般当ＮＰＯ法人は東区、西大寺地区にサブオフィスを設置、４月より頭頚部

３Ｄ－ＣＴ共同利用施設を開設いたしました。

 場所 東区西大寺天満屋ハッピータウン２Ｆ ハピー歯科

 利用日 随時受付（火曜日を除く）

 利用料金 ・インプラント保険適用外に利用する場合１件（１者当たり）

7,000円（記録、ＣＤ付）当日受付にて

・保険適応診断名の場合、初診として対応します。

 利用方法 詳細はＮＰＯ事務所へお問い合わせください。

貴院の患者を貴院のスタッフがお連れするか、直接患者を紹介する

場合対応します。

 画像解析読影については、特別岡山大学病院、歯科放射線科の協力指導が得

られます。
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歯科医療診療所の評価・認証制度

〈審査分野〉

・総合歯科医療(general Dentistry） ・障害者歯科医療(Handicapped Dentistry）

・歯科インプラント医療(Dental Implant） ・地域拠点歯科医療(Regional Standpoint Dentistry）

・口腔外科医療（Oral Surgery） ・患者に優しい歯科医療（Informed Consent Dentistry）

・予防歯科医療（Preventive Dentistry） ・矯正歯科医療(Orthodontic Dentistry）

・歯周病医療(Periodontology） ・審美歯科医療(Aesthetic Dentistry）

・小児歯科医療(Pediatric Dentistry）
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 認定証の入手について

① 貴院から Q&A冊子（回答済み）が事務局に届けられましたら、評価委員会が内容を

評価し、1カ月以内にメールにて結果をお知らせします。同時に認定証発行の為の請求

書（3万円）を送付します。（振込先記載）

② 評価認証委員会事務局は貴院からの発行費用が振り込まれたことを確認し、振込日時で

認定書を発行し送付します。

③ 認定証の発行期限は 2年です。延長の場合は更新発行費用（3万円）により更新します。

④ 不明の点は事務局へ

問合せ先

事務局 アカデミーカフェサロン

NPO法人ヘルスサイエンス地域国際センター

NPO法人 口腔健康科学ネット

〒700-0816 岡山市北区富田町 1-2-1-102

TEL／FAX 086－897－6295携帯 090-8992-9558

メール nagain_npo@yahoo.co.jp

HP http://ohsnet.jp

火木金 10：00～16：00 事務局担当窓口 永井／秋月

mailto:nagain_npo@yahoo.co.jp

