
1/5

都道府県 臨床研修施設名 募集締切日 選考試験日 連絡先 備　　考 掲載・更新日

北海道 旭川医科大学病院

平成29年3月17日
（金）必着

（但し、定員に達し
た時点で締め切り

ます。）

随時 0166-68-2198
応募の詳細については本院ホームページを参照してください。

http://www.jimu.asahikawa-med.ac.jp/shomu/sotsugo/
試験内容：書類選考、筆記試験、面接

11/8

北海道 医）つがやす歯科医院 平成29年3月末 随時 0155-21-2002

医事課　秋葉まで電話かメールでお問い合わせください
E-ｍａｉｌ　jimu@tsugayasu-sika.jp

応募の詳細については本院ホームページを参照ください
http://www.tsugayasu-sika.jp/

10/26

北海道
医療法人仁友会

日之出歯科
真駒内診療所

定員に達するまで 随時
011-584-5848

担当　南保（なんぽ）

応募の詳細については当診療所ホームページを参照ください
http://www.h-dent.jp/makomanai/

E-mail : m-kensyu@hinodeshika.or.jp
試験は面接のみで行います

10/28

北海道 札幌徳洲会病院 平成29年3月末 随時
011-890-1110

研修事務担当：中條

詳細については、ホームページまたは
メールにてお問い合わせください。

http://www2.satutoku.jp/
E-mail：dr-edu-satutoku@tokushukai.jp

10/26

北海道 日鋼記念病院 平成29年3月末 随時 0143-24-1616
応募の詳細につきましては当院ホームページを

ご参照の上、お問い合わせください。
http://www.nikko-kinen.or.jp/resident/index7.html

10/27

青森県 八戸赤十字病院 平成29年3月末 随時 0178-27-3111（内1132）
総務課　清水端まで電話かメールでお問い合わせください

E-mail：130ｅｘ001＠ｈａｃｈiｎｏｈｅ．jｒｃ．oｒ．jｐ
試験内容：面接

1/6

秋田県 あいば歯科医院 平成29年3月末 随時 018-863-8787 10/27

秋田県
秋田大学医学部

附属病院
平成29年3月 随時 018-884-6233

総合臨床教育研修センターまで電話かメールで
お問い合わせください。

E-Mail : kenshuu@hos.akita-u.ac.jp
試験内容：面接試験・筆記試験

10/26

秋田県
秋田大学医学部

附属病院
平成29年3月中旬 随時 018-884-6233

総務課卒後臨床研修担当まで電話かメールで
お問い合わせください

　E-Mail：kenshuu@hos.akita-u.ac.jp
試験内容　：面接試験

10/28

福島県 会津中央病院 定員に達するまで 随時 0242-25-1593
総務課　石黒まで電話かメールでお問い合わせください

E-mail：ishiguro@onchikai.jp
試験内容：面接

10/26

福島県
福島県立医科大学

附属病院
平成29年3月末 随時 024-547-1047

医療人育成・支援センター (担当　吉田)
TEL: 024-547-1047(直通)

FAX: 024-547-1715
E-mail: cmecd@fmu.ac.jp

※電話かメールでお問い合わせください。

10/26

茨城県 小山記念病院 平成29年3月末 随時 0299-85-1132

事務局　総務課　床枝（とこえだ）まで
電話かメールでお問い合わせください

E-mail：koyamahp@sopia.or.jp
試験内容：書類選考、面接、筆記試験

11/15

群馬県
利根保健生活協同組合

利根歯科診療所
平成29年3月末 随時 0278-24-9418

事務長・林まで電話かメールでお問い合わせください
E-mail： shk-tone02@tonehoken.or.jp

試験内容：書類選考、面接
10/26

埼玉県
埼玉医科大学

総合医療センター
平成29年3月末 随時 049-228-3802

臨床研修センターまで電話かメールでお問い合わせ下さい
E-mail：kensi@saitama-med.ac.jp

3/17

※歯科マッチング協議会へ依頼があった施設のみ掲載しています。
※詳細について、必ず各施設へ直接ご確認ください。

平成29年度歯科医師臨床研修　2次募集選考情報
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都道府県 臨床研修施設名 募集締切日 選考試験日 連絡先 備　　考 掲載・更新日

※歯科マッチング協議会へ依頼があった施設のみ掲載しています。
※詳細について、必ず各施設へ直接ご確認ください。

平成29年度歯科医師臨床研修　2次募集選考情報

埼玉県 ヒロデンタルクリニック 平成29年3月末 随時 048-434-3499
事務局　黒田まで電話かメールでお問い合わせください

E-mail：jimu@hirodent.com
試験内容：書類選考、面接、小論文

10/27

埼玉県 埼玉医科大学病院 定員に達するまで 随時 049-276-1862
臨床研修センターまでメールか電話でお問い合わせください

E-mai：kenshui@saitama-med.ac.jp
1/16

埼玉県 埼玉県央病院 平成29年3月末 随時 048−776−0107
希望者は電話にてお問い合わせください

048-776-0107     担当　石川
11/2

千葉県 テシマ歯科医院 平成29年5月末 随時 04-7129-2020
応募の詳細は電話かメールでお問い合わせください。

Ｅ－ｍail:tesh@chive.ocn.ne.jp
10/27

千葉県
医療法人社団健恒会

薬円台歯科
平成29年3月末 随時 047-429-4165

詳細は人事係濱窪まで電話またはメールにてお問い合わせ下さい。
E-mail;kenkohkai@nifty.com

10/27

千葉県
医療法人社団歯友会

ファミリー歯科
平成29年3月末 随時 0475-55-8112

事務部　吉岡まで電話かメールでお問合わせください
E-mail:info@shiyuhkai.com

10/26

千葉県 吉本矯正歯科 平成29年3月末 随時 043-292-6480
見学・面接随時可　詳細は電話かメールでお問い合わせ下さい

E-mail：yoshimotoa@aol.com
10/26

千葉県 大網歯科医院 平成29年3月末 随時 ０４７５ｰ７７ｰ７７３３ 左記の連絡先までご連絡ください。 12/12

東京都
医療法人徳洲会

東京西徳洲会病院
平成28年3月末 随時 042-500-4433

人事課　西田までメールかお電話でお問合せください。
Mail： resident@tokyonishi-hp.or.jp

3/17

東京都
医療法人社団歯友会

赤羽歯科(赤羽)
3/21 3/22 03-3902-5708

当院ホームページ参照のうえ、
担当：元澤・奥山まで電話でお問い合わせ下さい。

3/17

東京都
医療法人社団

アークブレーンズ
アーク歯科クリニック

平成29年3月末 随時 03-3222-4618
応募の詳細については当院ホームページを参照のこと

http://resident.arkd.mobi/
10/26

東京都
社会医療法人社団

健生会
相互歯科

平成29年3月末 3月に予定 042-525-6480

相互歯科事務長【小笠原】まで電話またはメールでお問い合わせください
（電話042-525-6480）

E-mail：jimuchou.sougosika-dc@t-kenseikai.jp
試験内容：実技試験、筆記試験、面接

1/26

神奈川県 ベル歯科医院 平成29年3月末 随時 046-234-0880

①出願期間：平成28年10月25日（水）～平成29年3月31日（金）
②選考日：平成28年10月25日（水）～平成29年3月31日（金）の
　　指定する日（応募時に決定）
③選考場所：ベル歯科医院
④選考方法：面接、筆記試験（歯科臨床）、論文提出
　　（論文テーマは応募受理時に応募者へ直接連絡）

10/26

神奈川県 横浜労災病院 平成29年3月末 随時 045-474-8111

応募の詳細については本院ホームページを参照してください。
https://www.yokohamah.johas.go.jp/

お問い合わせは医師臨床研修センターまでお願いします。
E-mail：kenshu-jimu@yokohamah.johas.go.jp

12/20
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都道府県 臨床研修施設名 募集締切日 選考試験日 連絡先 備　　考 掲載・更新日

※歯科マッチング協議会へ依頼があった施設のみ掲載しています。
※詳細について、必ず各施設へ直接ご確認ください。

平成29年度歯科医師臨床研修　2次募集選考情報

石川県 金沢医科大学病院 平成２９年３月末 随時
076-286-3511

内線5481

応募については下記まで電話かメールでお問い合わせください
臨床研修センター事務課　担当：中川

E-mail　：　kensyu-j＠kanazawa-med.ac.jp
応募書類については本院「臨床研修医募集」ページから

ダウンロード可（試験内容：面接）

10/28

福井県 福井総合クリニック 定員に達するまで 随時 0776-59-2508

豊富な手技経験により、確かな臨床能力を修得できます。
選考方法：書類審査、面接

見学は随時受け付けております。
詳細につきましてはお電話、メールにてお問い合わせ下さい。

E-mail：irinken@f-gh.jp
ホームページ：http://www.f-gh.jp/fgc/fgc_kyujinannai.htm

10/26

岐阜県
医療法人社団神明会

佐藤歯科医院
平成29年3月末 随時 0574-25-2010

事務長・山田まで電話又はメールにてお問い合わせください
E-mail：recruit@dentist-sato.com

http://www.dentist-sato.com
10/26

愛知県
名古屋大学医学部

附属病院
平成２９年３月末 随時 052-744-2348 電話でお問い合わせください 1/30

愛知県 さくら総合病院 H29.3.31 随時 0587-95-6711
応募の詳細については本院ホームページを参照のこと

http://www.ijinkai.or.jp
10/26

愛知県
医療法人スワン会

ステーションスワン歯科・
矯正歯科

平成29年3月末 随時 052-384-6332

管理本部　中根まで電話かメールでお問い合わせ下さい
E-mail：ｔn@swankai.jp

試験内容：書類選考（履歴書、卒業見込証明書
または卒業証明書）、面接

10/26

愛知県
医療法人スワン会

港スワン歯科・矯正歯科
平成29年3月末 随時 052-384-6332

管理本部　中根まで電話かメールでお問い合わせ下さい
E-mail：ｔn@swankai.jp

試験内容：書類選考（履歴書、卒業見込証明書
または卒業証明書）、面接

10/26

愛知県
医療法人正眼堂
疋田歯科医院

平成29年3月末 随時 0532-54-1541
当院　疋田までメールでお問い合わせください

E-mail：medical.corporation.seigando@gmail.com
試験内容：書類選考、面接、筆記試験

10/27

愛知県
医療法人清雅会

シバタ歯科
平成29年3月31日 随時 0564-54-8092

経営管理部　三浦まで電話かメールでお問い合わせください
E-mail：miura@shibata-dental.or.jp

試験内容：書類選考、面接
10/26

愛知県 小島歯科 平成29年3月末 随時 0565-34-1991
応募の詳細は事務の佐野　又は　澤田までご連絡下さい。

e-mail:　mail@kojimadc.com
試験内容： 書類選考、面接

10/26

愛知県 藤田保健衛生大学病院 定員に達するまで 随時 0562-93-2260
詳細については臨床研修センターまでお問い合わせください。

Email:kenshu-1@fujita-hu.ac.jp
ホームページ：http://www.fujita-hu.ac.jp/~kenshui/index.html

3/17

愛知県
独立行政法人
国立病院機構

名古屋医療センター
定員に達するまで 随時 052-951-1111

詳細については、ホームページまたはメールにてお問い合わせください。
http://www.nnh.go.jp/

E-mail：oral@nnh.hosp.go.jp
試験内容：面接、筆記試験

10/31

愛知県 碧南市民病院 平成29年3月22日 随時 0566-48-5050
応募の詳細については、本院ホームページをご覧ください。

http://www.city.hekinan.aichi.jp/HOSPITAL/b_kensyui/kensyuui_05.htm
12/22

愛知県 豊川市民病院 随時 随時
0533-86-1111

臨床研修センター
応募の詳細については本院ホームページを参照のこと

http://www.toyokawa-ch-aichi.jp
10/31
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都道府県 臨床研修施設名 募集締切日 選考試験日 連絡先 備　　考 掲載・更新日

※歯科マッチング協議会へ依頼があった施設のみ掲載しています。
※詳細について、必ず各施設へ直接ご確認ください。

平成29年度歯科医師臨床研修　2次募集選考情報

愛知県 名古屋第二赤十字病院
平成29年3月末

※但し、定員に達し
た時点で締め切り

随時 052-832-1121
応募の詳細についてはホームページをご覧ください

http://www.nagoya2.jrc.or.jp/
11/2

京都府
京都府立医科大学

附属病院
3月22日
17時まで

3月23日（木）午後 075-251-5233
応募の詳細については本院ホームページを参照のこと

http://www.kpu-m.ac.jp/j/pgce/
3/17

京都府 宇治武田病院 平成29年3月末 随時 0774-25-2075

総務部　山田まで電話かメールでお問い合わせください
TEL：0774-25-2075　E-mail：y-yamada@takedahp.or.jp

試験内容：書類選考、面接
http://www.takedahp.or.jp/uji/

10/27

京都府 洛和会音羽病院

平成29年3月末
（ただし、定員が充
足次第、募集締め

切ります）

随時

E-mail:
hisyo04_o@rakuwadr.com

Tel: 075-593-4111
洛和会音羽病院　秘書
課　サンドゥ ヨノツ（日本

語可）

応募の詳細については、当院のホームページをご参照ください
http://www.rakuwa.or.jp/recruit/resident-otowa-jr-shika.html
選考方法：書類選考、筆記試験、面接
応募書類：
1．願書（当院ホームページからダウンロード可）
2．履歴書（当院ホームページからダウンロード可）
3．卒業（見込み）証明書  4．成績証明書

1/30

兵庫県
兵庫県立

尼崎総合医療センター
随時 随時 06-6480-7000

応募の詳細については当院ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを参照してください。
http://agmc.hyogo.jp/

10/26

和歌山県
日本赤十字社

和歌山医療センター
定員に達するまで

応募後、
日程調整のうえ

決定
073-422-4171

応募の詳細については当院ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞを参照してください。
http://www2.kankyo.ne.jp/nisseki-w/

10/28

和歌山県
和歌山県立医科大学

附属病院
平成29年3月23日 平成29年3月下旬 0734-441-0575

応募の詳細については、当院卒後臨床研修センター
ホームページを参照してください。

http://www.wakayama-med.ac.jp/med/sotugo/index.html
2/7

山口県
独立行政法人

地域医療機能推進機構
徳山中央病院

定員に達するまで 随時 0834-28-4411

総務企画課　福村まで電話かメールでお問い合わせください
E-mail：main@tokuyama.jcho.go.jp

TEL0834-28-4411
試験内容：書類選考、面接

11/11

香川県
医療法人優心会
大塚歯科医院

平成29年3月末 随時 0877-24-6269

応募の詳細については本院ホームページを参照のこと
http://www.yusinkai.or.jp/ddct.html

試験内容：面接（面接方法は選択可能）
①通常面接　　（受験旅費費用あり。30,000円まで支給）

②遠隔地面接　（Skype等SNS使用により、自宅で面接可 ）

10/31

香川県 香川県立中央病院
平成29年

3月19日（日）
平成29年

3月21日（火）
087-811-3333

応募の詳細については本院ホームページを参照のこと
http://www.chp-kagawa.jp/resident/r003/001/

3/3

愛媛県
医療法人仁和会

カナザキ歯科
定員に達し次第

締め切り
随時

TEL:089-970-4182
E-mail：

chiba54@kanazaki.jp

選考方法：面接、適性検査
提 出 物 ：履歴書、自己アピール書、ポートフォリオ

※事務担当 千葉まで、電話かメールでお問い合わせください
ホームページ参照 http://www.kanazaki.jp/

11/11

福岡県
医療法人　社団　秀和会

小倉南歯科医院
平成29年3月末 随時 093-512-9202

人事課　古畑まで電話でお問い合わせください
試験内容：面接

10/27

福岡県 久留米大学病院 平成29年3月末 随時 0942-31-7503
臨床研修管理センターに電話かメールでお問い合わせください。

E-mail：kensyu_c@kurume-u.ac.jp
試験内容：書類選考、面接

10/26

福岡県 聖マリア病院
募集人員が
充足しだい

随時
0942-35-3322

（内線2745・2746）

臨床・教育・研究本部まで電話かメールでお問い合わせください
E-mail：pgr@st-mary-med.or.jp

試験内容：適性検査、小論文、面接
10/26
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都道府県 臨床研修施設名 募集締切日 選考試験日 連絡先 備　　考 掲載・更新日

※歯科マッチング協議会へ依頼があった施設のみ掲載しています。
※詳細について、必ず各施設へ直接ご確認ください。

平成29年度歯科医師臨床研修　2次募集選考情報

宮崎県 宮崎県立延岡病院 定員に達するまで 随時 0982-32-6625

【必要書類】　履歴書（所定様式あり）
【試験内容】　面接のみ
【試 験 日】　病院見学希望と併せて等、できる限りご希望に添えるよういたしますので、お気軽にご
相談ください。
【その他】　必要書類やその他詳細については、当院ホームページ（URL:http://nobeoka-
kenbyo.jp/）をご参照ください。
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