
令和２年６月２３日 

都道府県歯科衛生士会 会長各位 

(公社)日本歯科衛生士会 

生涯研修委員会 
 

会員の自己学習特別支援（二次対策）について（ご案内） 

 
時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

日ごろより、生涯研修事業にご協力いただきありがとうございます。 

さて、令和２年６月１７日付の「COVID-１９拡大防止に対応した会員への研修支援について」にて

案内のとおり、会員の自己学習特別支援（二次対策）を下記のとおり実施することとなりましたので、

貴会員に周知くださいますようお願いいたします。 

 

記 

 

１．支援内容 

日本歯科衛生士会正会員の自己学習によるDH-KEN受講料を無料（日衛負担）とし、生涯研修単位

を取得することができます。生涯研修の単位については資料１をご参照ください。 

２．支援期間 

令和２年７月１日から１２月３１日までの期間に受講登録し、研修を修了したものに限ります。 

３．受講申し込み 

  従来どおり、DH-KENのサイトでログインを行い、受講登録の手続きを行います。 

４．ワークシートによる演習について 

  ７月中旬にご案内いたします。 

５．留意点 

  DH-KEN のコンテンツは一度に複数申し込みをせずに、１つのコースを修了してから次のコースの

受講を開始するようお願いします。 

６．添付資料 

  別紙 「DH-KEN 無料公開 PR用告知チラシ」 

   ※デンタルダイヤモンド社のご厚意でチラシ（PDF）を作成いただきました。都道府県歯科衛生士

会にて印刷・配布やHP掲載については了解を得ています。有効活用してください。 

７．問い合わせ先 

公益社団法人日本歯科衛生士会   研修担当 増田 

TEL ０３－３２０９－８０２０     FAX ０３－３２０９－８０２３ 

E-mail  kensyu@jdha.or.jp 

 

以上 



 
 資料１  DH-KEN の受講による取得単位について 

 

研修コース 研修項目 講師（敬称略） 単位 

歯周治療の

基本技術 

歯周治療の基礎 和泉 雄一 ３単位 

検査と評価 古市 保志 ３単位 

口腔衛生指導と生活習慣指導 沼部 幸博・野村 正子 ３単位 

スケーリング・ルートプレーニング 新田  浩・茂木 美保 ２単位 

歯周治療の補助に必要な知識と技術 二階堂雅彦 ２単位 

SPT・メインテナンスに必要な 

知識と技術 

浦野  智 １単位 

超高齢社会に求められる 

歯周病予防と治療 

和泉 雄一 １単位 

リフレッシ

ュコース 

医療面接 西田 亙 ３単位 

医療面接２ 西田 亙 ２単位 

医療面接３ 西田 亙 ２単位 

口腔機能低下症 櫻井 薫・水口 俊介 

上田 貴之・古屋 純一 

３単位 

保存修復治療 機器・材料の変遷 田上 順次 １単位 

補綴歯科治療 機器・材料の変遷 高橋 英和・鈴木 哲也 ２単位 

歯科衛生士に必要な業務記録の書き方 鳥山 佳則 １単位 

歯科衛生士に必要な口腔粘膜の知識 山根 源之 １単位 

 

診療所等に

おける医療

安全管理対

策 

①医療安全管理 小林隆太郎・内川 喜盛 ①のみ 1単位 

②歯科衛生士のための COVID-19  

正しい知識と対応 

小林隆太郎 ①と②の修了

で２単位 

 

在宅歯科 

医療の基礎 

はじめての在宅歯科医療 細野 純・山口 朱見 ２単位 

 



日本歯科衛生士会は、新型コロナウイルス感染症によって研修会や学会が中止・延期となっている現状を鑑みて、歯
科衛生士のための e ラーニング・DH-KEN（デンタルダイヤモンド社 共同開発）を、日衛会負担で日衛会会員に無料公
開することといたしました。通常有料のコンテンツを期間限定で無料で利用でき、生涯研修単位の取得も可能です。
ぜひ“いつでもどこでもひとりでも学べる”DH-KEN を活用して、生涯研修単位取得を目指してください！

●● インターネットで提供する動画を中心とした、歯科衛生士向けのeラーニングサイトです。
●● PC・スマートフォンなどに対応しており、時間や場所を問わず歯科医療の知識やスキルを磨けます。
●● コンテンツは日本歯科衛生士会の生涯研修プログラムに準じた内容です。専門分野でご活躍中の先生方に
よる講義動画や臨床テクニックの動画などで、わかりやすく解説しています。

本キャンペーンのご利用方法は裏面でチェック！

DHの臨床力を高める新たな研鑽の場！

ベーシッククラス コース 講師（敬称略） 総動画時間（約） 単位 ベーシッククラス コース 講師（敬称略） 総動画時間（約） 単位

 歯周治療の基本技術
歯周治療の基礎 和泉雄一 3時間10分 3

検査と評価 古市保志 2時間30分 3

口腔衛生指導と生活習慣指導 沼部幸博・野村正子 2時間30分 3

スケーリング・ルートプレーニング 新田浩・茂木美保 2時間40分 2

歯周治療の補助に必要な知識と技術 二階堂雅彦 1時間45分 2

SPT・メインテナンスに必要な知識と技術 浦野智 1時間30分 1

超高齢社会に求められる歯周病予防と治療 和泉雄一 40分 1

 医療面接
医療面接 西田亙 3時間20分 3

医療面接2 西田亙 2時間30分 2

医療面接3 西田亙 2時間5分 2

 口腔機能低下症 櫻井薫・水口俊介
上田貴之・古屋純一 2時間50分 3

 保存修復治療 機器・材料の変遷 田上順次 1時間15分 1

 補綴歯科治療 機器・材料の変遷 高橋英和
鈴木哲也 1時間50分 2

 歯科衛生士に必要な業務記録の書き方 鳥山佳則 50分 1

 歯科衛生士に必要な口腔粘膜の知識 山根源之 1時間5分 1

 はじめての在宅歯科医療 細野純
山口朱見 2時間10分 2

※本キャンペーンは早期終了となる場合もあります。お早めにご利用ください。

DH-KENとは……

いつでも
どこでも ひとり

でも

eラーニングで
研修できます！

！
無料受講
可能期間

7月1日 正午頃
 ～12月31日※

日本歯科衛生士会 会員限定

無料公開

 医療安全管理
医療安全管理 小林隆太郎・内川喜盛 1時間20分

2
歯科衛生士のためのCOVID-19正しい知識と対応 小林隆太郎 40分



本キャンペーンのご利用方法（写真はスマートフォンの場合のものです）

下記のQRコードや、URLの 入力、
Web検索などで、DH-KENのトップ
ページにアクセスします。
アクセスしたら、画面の右上にある
「ログイン」をタップし、DH-KEN
ログインページに移動します。

右写真のように、ログインページの
入力欄に、日衛会の会員番号（10桁
の数字）と日衛会ホームページで使用
しているパスワードを入力して、［ロ
グイン］ボタンをタップします。ログ
インに成功すると自動的にDH-KEN
トップページに戻ります。
※日衛会ホームページにメールアドレス
を登録されていない場合は DH-KENに
ログインできません。あらかじめメール
アドレスの登録をお願いします。

ログインした状態でコース一覧ページ
を開き、ベーシッククラスの中から受
講したいコースを選択して、［受講登録］
ボタンを押します（通常は有料のため決
済が必要になりますが、本キャンペーン
中はそのまま進みます）。これで受講登
録をしたことになり、登録日から3ヵ月
間そのコースが利用可能になります。
各コースは複数の動画と小テストから
なります。コース内のすべての動画を
視聴し、小テストに合格すると、「日衛
会研修単位連携」のリンクが選択可能に
なり、リンク先のページを開くと生涯
研修単位が加算され、修了となります。
※ひとつのコースを受講登録したら、そ
れを修了するまでは、他のコースの受講
登録はしないようにしてください。
※本キャンペーンは12月31日までを予定
しています。本キャンペーンで無料の受
講登録をしたコースは、12月31日までに
修了していただくようお願いいたします。

DH-KENのトップページにアクセスし、続けてログインページへ

各コースを受講して生涯研修単位を取得

日衛会の会員番号とパスワードを入力してログイン

１

３

２

DH-KEN トップページ DH-KEN ログインページ

https://dhken.jp

DH-KEN ログインページ

 受講の流れ

DH-KEN トップページ

「ログイン」をタップ ログインページに移動します

「会員番号」を入力

「パスワード」を入力

入力したらログインボタンを押す
ログイン状態では、右上の「ログイ
ン」の文字がアイコンに変化します

トップページの「コー
ス一覧」ボタンをタッ
プします。

コース一覧ページで
コースを選び、受講登
録ページを開きます。

小テストには1問のみ
のものや複数問のもの
があります。満点で合
格です。間違えても何
度でも受験できます。

受講登録ページで［受
講登録する］ボタンを
押して登録します。

登録によりコース内の項
目が見られるようになり
ます。完了した項目は
チェックがつきます。

動画と小テストすべて
にチェックをつけ、［日
衛会研修単位連携］を
押すと、単位を取得で
きます。

動画はプレイヤーの再
生ボタンを押すと始ま
ります。受講期間中は
何度でも視聴できます。

！ 各コンテンツの動画の視聴等で生じる通信料金につきましては、ご利用者様の負担となります。

会員番号やパスワードの確認、生涯研修単位に関する問い合わせなどは、
日本歯科衛生士会事務局にお願いします。

DH-KENの不具合や利用に関する問い合わせは、
DH-KEN事務局にお願いします。

TEL: 03-3209-8020 （平日のみ） E-mail: dhken@dental-diamond.co.jp
TEL: 050-5534-3706 （平日のみ）


