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プログラム管理責任者用メニューへのアクセス 

１．IE を開く 

２．http://debut.umin.ac.jp/にアクセスする 

３．DEBUT システムメニューから，「サンプル画面」および「試用系システム」にアクセスする 

４．DEBUT 試用系システムの プログラム管理責任者用メニュー にアクセスする 

５．配布されたプログラム管理責任者用 IDおよびパスワードを入力する 

 
※ プログラム管理者用ＩＤは、次の3つに決められており，利用申請後にUMINより配布される(****
は任意の文字)． 

debutkanri-**** 

debuttanto1-**** 

debuttanto2-**** 

個人の UMIN-ID ではアクセスできない． 

６．プログラム管理責任者用画面の上部に，単独・管理型施設として，自らの所属施設が記載されてい

ることを確認する． 

 



DEBUT 第 2回説明会 配布資料 

 －2－

本日の説明会で使用する架空臨床研修プログラム 

 

本日の入力体験では，架空の臨床研修プログラム（東都大学歯学部附属病院 歯科医師臨床研修プ

ログラム）を用い，全員が同じ条件で行います．下記の表１から表１０までのデータは本日使用するもので

すが，実際にＤＥＢＵＴのマスタ設定を行うため（すなわち，ＤＥＢＵＴの導入準備のため）には，これに準

じたデータを施設ごとに用意しなければなりません．本データは，本日の説明会終了後も保管し，各施設

にて導入準備を行う際の参考資料としてください． 

 

※ 表３，５，８，９，１０の「東都大学歯学部附属病院」という名称は，ご自分の大学病院等の名称に読み

替えてください． 

 

 

表１． 研修施設責任者（管理型施設） 

研修施設責任者は，3名まで登録できます． 

管理型施設の，診療科の設定，指導歯科医の登録，評価ブロックの設定が行えます． 

研修施設責任者名 UMIN ID 

富士 睦月 shido1-debut 

赤石 卯月 shido3-debut 

 

 

表２． 協力型研修施設およびその責任者 

研修施設責任者は，１施設につき３名まで登録できます． 

自分の施設における，診療科の設定，指導歯科医の登録，評価ブロックの設定が行えます． 

研修施設名称（よみ） 研修施設責任者（UMIN ID） 施設の種別 

利根歯科医院（とねしかいいん） 利根文月（shido6-debut） その他の病院 

筑摩歯科医院（ちくましかいいん） 筑摩葉月（shido7-debut） その他の病院 

熊野歯科医院（くまのしかいいん） 熊野長月（shido8-debut） その他の病院 

 

 

 表３．プログラム参加施設 

当該年度に，臨床研修プログラムに参加する施設です． 

研修施設名称 

東都大学歯学部附属病院 

利根歯科医院 

筑摩歯科医院 

熊野歯科医院 
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表４．参加研修歯科医と UMIN ID 

管理型として研修を受ける研修歯科医全員のリストです．協力型施設として受入れる研修歯科医は含め

てはいけません． 

研修歯科医名 UMIN ID 

桜  一郎 kenshu1-debut 

水仙 二郎 kenshu2-debut 

百合 三郎 kenshu3-debut 

林檎 四郎 kenshu4-debut 

蜜柑 五郎 kenshu5-debut 

葡萄 六郎 kenshu6-debut 

胡桃 七郎 kenshu7-debut 

檸檬 八郎 kenshu8-debut 

木苺 九郎 kenshu9-debut 

 

 

表５．研修歯科医への研修施設の割当て 

研修歯科医名 研修プログラム 研修期間および研修施設 

桜  一郎 単独型 2006年4月1日～2007年3月31日：東都大学歯学部附属病院 

水仙 二郎 単独型 2006年4月1日～2007年3月31日：東都大学歯学部附属病院 

百合 三郎 単独型 2006年4月1日～2007年3月31日：東都大学歯学部附属病院 

林檎 四郎 複合型Ａ 2006年4月1日～2006年5月31日：東都大学歯学部附属病院 

2006年6月1日～2006年10月31日：利根歯科医院 

2006年11月1日～2007年3月31日：東都大学歯学部附属病院 

蜜柑 五郎 複合型Ａ 2006年4月1日～2006年5月31日：東都大学歯学部附属病院 

2006年6月1日～2006年10月31日：筑摩歯科医院 

2006年11月1日～2007年3月31日：東都大学歯学部附属病院 

葡萄 六郎 複合型Ａ 2006年4月1日～2006年5月31日：東都大学歯学部附属病院 

2006年6月1日～2006年10月31日：熊野歯科医院 

2006年11月1日～2007年3月31日：東都大学歯学部附属病院 

胡桃 七郎 複合型Ｂ 2006年4月1日～2006年10月31日：東都大学歯学部附属病院 

2006年11月1日～2007年3月31日：利根歯科医院 

檸檬 八郎 複合型Ｂ 2006年4月1日～2006年10月31日：東都大学歯学部附属病院 

2006年11月1日～2007年3月31日：筑摩歯科医院 

木苺 九郎 複合型Ｂ 2006年4月1日～2006年10月31日：東都大学歯学部附属病院 

2006年11月1日～2007年3月31日：熊野歯科医院 
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表６．研修項目の追加 

初期設定の研修項目に対して，独自に追加したい項目を列挙します． 

１つの大項目に対して５項目まで追加できます． 

大項目Ｎｏ 表示順序 研修項目 

３ ００１ 歯石除去，ＴＢＩ 

 

 

 

 

表７．診療内容の追加 

初期設定の診療内容に対して，独自に追加したい内容と，それに含める研修項目を列挙します． 

表示順序 診療内容 研修項目 

００５ 口腔衛生指導 問診 

口腔内の診察 

歯周組織検査 

エックス線検査 

歯石除去，ＴＢＩ 

 

 

 

表８．診療科の設定 

研修施設ごとに，診療科名を設定します．指導歯科医は，診療科毎に管理するので，協力型施設で診療

科に分かれていない場合でも，１つは診療科を登録して下さい． 

また，研修協力施設は，管理型施設の１つの診療科として登録して下さい． 

施設名 表示順序 診療科の名称 

東都大学歯学部附属病院 ０１０ 保存科 

東都大学歯学部附属病院 ０２０ 補綴科 

東都大学歯学部附属病院 ０３０ 口腔外科 

東都大学歯学部附属病院 ０４０ 歯科 

利根歯科医院 ０１０ 歯科 

筑摩歯科医院 ０１０ 歯科 

熊野歯科医院 ０１０ 歯科 
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表９．指導歯科医の設定 

診療科毎に，指導歯科医を登録します．指導歯科医の UMIN ID も含めたリストを作成すると登録作業が

楽に行えます． 

施設名 診療科 指導歯科医名（UMIN ID） 

東都大学歯学部附属病院 保存科 富士 睦月（shido1-debut） 

東都大学歯学部附属病院 補綴科 北  如月（shido2-debut） 

東都大学歯学部附属病院 口腔外科 赤石 卯月（shido3-debut） 

東都大学歯学部附属病院 歯科 塩見 皐月（shido4-debut） 

東都大学歯学部附属病院 歯科 乗鞍 水無月（shido5-debut） 

利根歯科医院 歯科 利根 文月（shido6-debut） 

筑摩歯科医院 歯科 筑摩 葉月（shido7-debut） 

熊野歯科医院 歯科 熊野 長月（shido8-debut） 

 

 

 

表１０．評価ブロックの設定 

各研修施設での研修期間を１～４ヵ月程度のブロックに区切って，評価ブロックとして下さい． 

１つの評価ブロックは連続した期間とし，さらに複数の研修施設にまたがった設定はできません． 

研修歯科医名 

（UMIN ID） 

研修 

プログラム 
研修施設 評価ブロック 

総合評価担当 

指導歯科医 

2006年4月1日～2006年7月31日 補綴科 北 如月 

2006年8月1日～2006年10月31日 保存科 富士睦月 

2006年11月1日～2006年12月31日 補綴科 北 如月 

桜  一郎 

(kenshu1-debut) 
単独型 

東都大学歯学

部附属病院 

2007年1月1日～2007年3月31日 保存科 富士睦月 

2006年4月1日～2006年7月31日 補綴科 北 如月 

2006年8月1日～2006年10月31日 保存科 富士睦月 

2006年11月1日～2006年12月31日 補綴科 北 如月 

水仙 二郎 

(kenshu2-debut) 
単独型 

東都大学歯学

部附属病院 

2007年1月1日～2007年3月31日 保存科 富士睦月 

2006年4月1日～2006年7月31日 保存科 富士睦月 

2006年8月1日～2006年10月31日 補綴科 北 如月 

2006年11月1日～2006年12月31日 保存科 富士睦月 

百合 三郎 

(kenshu3-debut) 
単独型 

東都大学歯学

部附属病院 

2007年1月1日～2007年3月31日 補綴科 北 如月 

東都大学歯学部附属病院 2006年4月1日～2006年5月31日 口腔外科 赤石卯月 

2006年6月1日～2006年8月31日 歯科 利根文月 
利根歯科医院

2006年9月1日～2006年10月31日 歯科 利根文月 

2006年11月1日～2006年12月31日 歯科 塩見皐月 

林檎 四郎 

(kenshu4-debut) 
複合型Ａ 

東都大学歯学部附属病院
2007年1月1日～2007年3月31日 歯科 乗鞍水無月 
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東都大学歯学部附属病院 2006年4月1日～2006年5月31日 歯科 塩見皐月 

2006年6月1日～2006年8月31日 歯科 筑摩葉月 
筑摩歯科医院

2006年9月1日～2006年10月31日 歯科 筑摩葉月 

2006年11月1日～2006年12月31日 歯科 乗鞍水無月 

蜜柑 五郎 

(kenshu5-debut) 
複合型Ａ 

東都大学歯学部附属病院
2007年1月1日～2007年3月31日 口腔外科 赤石卯月 

東都大学歯学部附属病院 2006年4月1日～2006年5月31日 歯科 乗鞍水無月 

2006年6月1日～2006年8月31日 歯科 熊野長月 
熊野歯科医院

2006年9月1日～2006年10月31日 歯科 熊野長月 

2006年11月1日～2006年12月31日 口腔外科 赤石卯月 

葡萄 六郎 

(kenshu6-debut) 
複合型Ａ 

東都大学歯学部附属病院
2007年1月1日～2007年3月31日 歯科 塩見皐月 

2006年4月1日～2006年7月31日 口腔外科 赤石卯月 
東都大学歯学部附属病院

2006年8月1日～2006年10月31日 歯科 塩見皐月 

2006年11月1日～2006年12月31日 歯科 利根文月 

胡桃 七郎 

(kenshu7-debut) 
複合型Ｂ 

利根歯科医院
2007年1月1日～2007年3月31日 歯科 利根文月 

2006年4月1日～2006年7月31日 歯科 塩見皐月 
東都大学歯学部附属病院

2006年8月1日～2006年10月31日 歯科 乗鞍水無月 

2006年11月1日～2006年12月31日 歯科 筑摩葉月 

檸檬 八郎 

(kenshu8-debut) 
複合型Ｂ 

筑摩歯科医院
2007年1月1日～2007年3月31日 歯科 筑摩葉月 

2006年4月1日～2006年7月31日 歯科 乗鞍水無月 
東都大学歯学部附属病院

2006年8月1日～2006年10月31日 口腔外科 赤石卯月 

2006年11月1日～2006年12月31日 歯科 熊野長月 

木苺 九郎 

(kenshu9-debut) 
複合型Ｂ 

熊野歯科医院
2007年1月1日～2007年3月31日 歯科 熊野長月 

 


