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２００７年１０月７日から１０日の日程で筆者らと渡辺賢
法人事務局庶務課員の３名で米国メリーランド州の
ボルティモアにあるメリーランド大学歯学部を訪問
した。メリーランド大学歯学部は，１８４０年設立の米
国で最も歴史のある歯学部・歯科大学であり（図
１），２００６年に約１６０億円をかけ新校舎・新病院
（New dental school building）を建設した。今回，
Christian Stohler 学部長ならびにメリーランド大学
歯学部（University of Maryland Baltimore，UMB）
のスタッフと歯科医学教育の改革に関して意見交換
をしたので，以下にメリーランド大学歯学部の概要
とあわせて報告する。

１．訪問の目的

現在，日本の歯科大学および大学歯学部は多くの
課題を抱えている。まず，少子化という環境下で優
秀な人材をどのように集めるかということがある。
また，文部科学省や厚生労働省から指摘されている
教育の質を如何に向上させるかということがある。
さらに，入学定員の削減と国家試験の難度化という
問題がかかわってきており，これらを解決しなけれ
ばいけないという状況がある。さらに教育の質を向
上しつつ卒後研修や受給問題を解決し，財務的に良
好な経営状態を担保しなければならないという状況
もある。メリーランド大学歯学部は，前述のように
最も歴史のある歯学部・歯科大学であり，伝統を有
することから大学の趣は本学になぞる点が多いと聞
いていた。このような背景から，上記を解決するた

めの一助になる知見を得る目的で今回の訪問を行っ
た。

２．訪問の概要

メリーランド大学歯学部のChristian Stohler 学
部長はじめスタッフから歓迎を受けた（図３）。メ
リーランド大学歯学部は，光を巧みに採り入れ，機
能性の高い施設であった（図２）。訪問前に，筆者
（金子譲）より，Christian Stohler 学部長宛に質問事
項を送り，それをもとに意見交換がなされた。質問
事項は，総論として，①米国の歯科の方向性・将来
の展望について②米国の歯学部が直面している問題
点は何か③メリーランド大学歯学部の教育・研究・
診療における重点目標は何かが提出され，各論とし
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ては，①教育・研究について ②経営について，
③改革の背景，④病院の形態について等の多くの事
項からなっていた。Stohler 歯学部長には，それぞ
れの質問に対し，数々の回答の便宜を図っていただ
いた。各質問に対して，Dr. Harry Goodman，Dr.
David George，Dr. Peter Murray，Dr. Gary
Hack，Dr. Linda Otis，Dr. Margaret Wilson，Dr.
Carroll Ann Trotman らの教授陣から時間をかけ，
時に見学形態をとり，時に講義形態をとり非常に丁
寧な回答がなされた。メリーランド大学開学２００年
を祝うガラパーティーにも招待された（図４）。（ガ
ラパーティーには大学関係者と企業関係者約８００名
が参加し，そこでかかげられた寄付金目標は約７５０
億円である。）
ここで特に印象に残った意見交換の要旨を述べた

い。
１）米国の歯科の方向性・将来展望，歯学が直面し
ている課題

⑴ 米国で一番苦境にたたされているのは，民間の
歯科大学である
米国は寄付金を集める制度が確立し，大学運営も

寄付金に多く依存している。世界に名が知れ渡って
いる私立大学において歯学部を有している大学は多
く，寄付金の額も相応である。歯学部でも当然のこ
とながら施設の改善が必要になり，それには多額の
出費を伴う。しかし，大学全体としては，遺伝子工
学等の最先端の研究部門に力が注がれることが優先
され，資金投入されることがほとんどであり，歯科
という狭い分野単体には使用されにくい傾向があ
る。寄付や資金の調達には，歯科という範疇にこだ

図２－３ メリーランド大学歯学部の内観図２－１ メリーランド大学歯学部の外観

図２－２ メリーランド大学歯学部の内観 図３ Christian Stohler メリーランド大学歯学部長と筆者
（金子 譲）
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わらずに幅広いスコープで研究課題を考えていかな
ければならない。UMB歯学部においては，基礎系
研究者３７人のうち，歯学部出身は３人と少数であ
り，競争力があり科学を創造できる歯科医師が，今
後ますます必要となってくる。そのために歯科大学
は，医学と連携して研究力をつけながら，人材育成
を進める必要がある。
⑵ 歯科が細分化された専門領域に閉じこもった状
態である
米国においても日本においても歯学部が細分化さ

れている点が指摘されている。これは利点でもあ
り，欠点でもある。今後，高齢化を迎える社会にお
いて多様な基礎疾患を抱える方が増えることが予想
される。歯科が多方面に細分化できる利点を活か
し，歯科が医科とコミュニケーションをとることに
より医科の医療サービスを歯科が提供するシステム
を作る必要がある。また，歯科が必要な細かなサー
ビスの提供をする一方で，歯科全体としての包括的
な診療体系，それを構築する教育体系の確立も必要
であり，大学での総合歯科の診療体系もそこに含ま
れると考える。
２）メリーランド大学歯学部の教育・研究・診療
⑴ メリーランド大学歯学部の概要
メリーランド大学は，州立であり，Dental school

（歯学部）のほかに，Law，Medical，Nursing，Phar-
macy，Public Health，Social Work の７つの pro-
fessional school と graduate school からなり，その
キャンパスはボルティモアのダウンタウンの中央に

位置している（図２）。
メリーランド大学歯学部は，教員数は１２４名，非

常勤の教員数は９１名である（２００６年）。（２００７年１０月
１日時の本学の教員数は３１４名，非常勤の教員数は
４２７名である。）
学生数は各学年１３０名で４学年での総数は５２０名で

ある。（本学の学生数は定員として各学年１２８名で６
学年での総数は７６８名である。）
２００６年に建設した新校舎・新病院の建設費用は
約１６０億円であり，そのうち約１１５億円は州からの
補助金によった。総面積は３６６，０００ft２＝３４，０００m２＝
１０，２９０坪である。（本学TDCビ ルの総面積は
２６０，６００ft２＝２４，２１１m２＝７，３２４坪である。）
学費は２００６年時でメリーランド州の住人であれば

４学年での総額として約１，５００万円（当時円換算），
住人でなければ約２０００万円（当時円換算）である。
（本学は６学年の総額として約２９００万円である。）
⑵ メリーランド大学歯学部教育システムの特徴
メリーランド大学歯学部における教育体系は，日

本の歯科大学に類似したオーソドックスなフレーム
ワークであるが，方略として以下の特徴がある。
①登院前の徹底したシミュレーション教育（診療
スペースと別に設置）

② ITを有効活用することにより，新世代の学習
ニーズを満たしながら，研究マインドを持ち，
エビデンスを創ることのできる学生を育成

⑶ デジタル時代における新時代の歯科教育スタイ
ル

図４ 創立２００周年を祝賀するガラパーティー
１）右はChristian Stohler メリーランド大学歯学部長

図４ 創立２００周年を祝賀するガラパーティー
２）中央はDavid J. Ramsay メリーランド大学学長
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①新世代（１９８２年以降に生まれた学生）の特徴
iPod，PDA等のメディアを使用している学生が

多いことから，２４時間の３６５日体制のサービスを提
供している。また，以下の特徴を学生が有している
ことから，新世代の学生ライフスタイル，学習スタ
イルを理解することがカリキュラム作成にとって重
要である。
ａ．受動的な講義ではなく，グループワークを好
む。

ｂ．マルチタスクな生活に慣れている。
ｃ．従前のものさし（評価法）では学生を正しく測
れない。

Stohler 学部長は学生に対して以下のような所感を
述べている。
「教科書に縛り付けられている教育は破棄しなけれ
ばいけない。科学というのは，実際のオリジナル文
献にある。科学文献をインターネットなどで読み，
それを消化し，理解し，そして質問をしていくと
いったような科学的思考を育成しなければならな
い。」
「われわれは新しい世代の学生が持っている潜在的
なものを解放してあげなければならない。それを解
放するためには，古い価値観にしがみついている教
員がいると邪魔になってしまう。新しいものを受け
入れなくてはいけない。」
②新世代の学習スタイルに対応した歯科教育
新世代の学習スタイルに対応した歯科教育とし

て，以下を列記できる。
ａ．マルチキャスティング，マルチタスキング
（いつでもどこでも年中無休）
ｂ．電子カルテ，学習支援システム，遠隔教育シ
ステム

ｃ．診療用チェアも高度にネットワーク化され教
育用にも使用

講義動画等の教材は随時Webにアップロードさ
れ学生はいつでも，どこでも学習可能である。ま
た，シミュレーションルームでの実習進捗状況や，
移動式X線装置で撮影した画像を無線のネット
ワークにより中央情報管理センターに集約し，教育
リソースとして再構築することで，授業の予習復
習，自習，教員とのコミュニケーションに役立てて
いる。さらに動物実験施設，感染予防・滅菌システ

ムについても，集中管理・自動制御化がすすみ，少
人数での管理運営を可能としている。
また，Stohler 学部長はこのような新しいシステ

ムの構築にあたり，以下のような所感を述べてい
る。
「新校舎建設事業のような工程は，まず置き換えの
建物を考える前に，何が欲しいか，何を入れたいか
ということを考えて進めていく必要がある」
⑷ 情報テクノロジー
情報テクノロジーの管理運営は，各セグメントの

代表からなる IT常任委員会に情報テクノロジーに
関する共通意識を確認し，目標を達成するためのア
クションプランを立て実行する。ハードウエア，ソ
フトウエアともにデザインは標準化され，「誰でも
どこでも同じ方法で」利用することができる。また
人事，給与，財務等の事務に関するアプリケーショ
ンは，歯学部独自ではなく，キャンパス全体で共用
できる統合システムを導入し，キャンパス全体で運
用している。
情報管理は，前述の教育研究だけでなく診療，経

営管理等の各種デジタルデータをキャンパス全体で
統合および集約した上で，効果的に再構築し，学内
の情報資産の有効活用に努め，教職員の負担を軽減
しながらハイパフォーマンスな体制を実現してい
る。
⑸ 入学試験
１）入学選考では，多面的評価により多様な人材
を選考する
入学選考は，①卒業大学の成績，②DAT

（※），③エッセイ，④面接により多面的に評価選
考を行っている。州立大学であるため，一定以上
の州出身者の学生数が必要であるが，その条件を
満たす範囲でできるだけ多様な学生が集まるよう
に努力している。（Stohler 学部長談「異なった畑
から取れた葡萄でワインを造る」）
※DAT：歯科医学，総合科学等の学力を評価す
る米国内の共通試験で満点は３０点，全国平均１７
点，UMB合格ラインは，約２０－２２点である。

２）入学選考に広報（学生募集）としての機能をも
たせる
面接試験では在学生も面接委員となり，常に親

近感をもった関係を築くようにしている。試験終
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了後は，学生主体による施設見学会を実施し，大
学の教育施設・教員・学生の PRを行う。優秀な
学生は，複数の名門とされている大学に出願して
おり，この入学試験時において，大学のハード
面・ソフト面の比較検討を行い，入学校を決定す
ることが多い。
３）入学志願者は毎年増加傾向にある
入学定員１３０名に対する志願者数は２００７年時に

２７５６名であり，毎年増加傾向にある。（本学の
２００７年度の志願者数は６２３名である。）米国，特に
メリーランド州は歯科医師不足のため需要が高
い。入学志願者の増加理由は，①UMB自体の評
判，②新校舎と最新設備に対する期待，③メリー
ランド州が伝統的に歯科で有名であることがあげ
られる。

⑹ 学生の個性を尊重した修学指導体制
本学の学年主任・副主任制度に類似した修学アド

バイザー制度を採用し，学生の修学上の問題解決を
サポートしている。１・２年次には３名のアドバイ
ザーがつき，そのうち２人が，卒業まで同じ学生を
指導する体制をとっている。また，卒業生のなかに
は「母校と関わりあいを持ちたい」と考えている歯
科医師が多くいることもあり，将来的に卒業生を修
学アドバイザーとして活用することを検討してい
る。
退学する学生は約２％で，理由の大半は進路変更

である。成績不良等の問題で学生を退学にする問題
が生じた場合は，随時プログレッションコミッ
ティーという委員会で協議を行う。
保護者および親族は，学生の成長過程に関わりを

もちたいと強く望んでおり，白衣授与式（本学でい
う登院式）といったセレモニーは家族も参加でき，
大変好評である。また，このような学生の修学状
況・教育システムなどは，動画を含む各種デジタル
データとしてWeb上に公開される。このように大
学の独自性や優位性を常に発信している。
以上のように修学指導においても，前述の入試戦

略と同様に，交流組織，イベント，各種メディアを
活用しながら，保護者・親族，受験生，卒業生，地
域住民，企業，寄付の提供者と様々なかたちでコ
ミュニケーションをとる機会を設けている。
⑺ 病院運営

１）大学の学術と臨床，クリニックとの分離
経営組織として大学学術部門と病院部門を独立

して運営している。米国でも新しい概念であり，
現在管理運営方法を検討中である。
２）収益構造，学生の臨床参加
３・４年を中心に約３００名の学生が臨床活動に

従事している。学生の治療費は，通常の治療費の
約半額であるため，廉価な治療費での診療を希望
する低所得者が患者の中心である。地域の患者に
は保険に加入していない者も多いことから，福祉
サービスに近い状況であるものの，ぎりぎりのと
ころで黒字を維持している。収益の柱となってい
るのは，診療報酬ではなく，グラントを中心とし
た研究面での収入である。
３）診療の質を担保するための組織，評価基準
各部門のディレクター（部長，科長）は病院職員

として，診療活動の管理責任者となる。マネ
ジャーと称される職種は，歯学部教員で給与は大
学からでているが，臨床に従事する学生のメン
ターの役割を果たし，学生の治療計画を支援する
ことにより学生の臨床活動を多方面からサポート
する。診療の質を担保するため，学生を含む病院
職員の診療評価は，アメリカ歯科学会の認定基準
をベンチマークとしている。また患者側の様々な
要望等を学生に伝え，患者の立場を代弁するペイ
シェント・ケア・コーディネーターを配置するこ
とで，学生の診療レベル，患者の満足度の向上を
はかっている。
４）その他の特徴
以下に，その他の主な特徴を列記する。
①就労者が就業後に来ることができるように，
夜間も診療を実施している。

②歯科病院には入院施設はなく，口腔外科的な
処置は隣接のメディカルセンターで行ってい
る。

③ポスドクプログラム（卒後研修）は，メディカ
ルセンターで実施している。

④開業医に診療施設を貸し出している。
⑻ 財政・人事
１）資金政策
①寄付金，助成金

寄付金，助成金総額は年間約５５０万ドル（１
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ドル１００円とすると５億５，０００万円）である。
そのうち３００万ドルはエンダウメント（基金）
形式で活用され，運用から得た収益のみ使用
することができる。

②資金を調達するディベロップメントグループ
ビルの拡充や建設の際に，資金の提供者の

もとに出向き資金を調達するディベロップメ
ントグループがある。資金の提供者の希望に
より使途が区分され，それぞれに口座が作ら
れるシステムとなっている。

③企業との提携
同窓会組織だけでなく，企業等の様々な団

体から寄付を集め，寄付団体の冠名のシミュ
レーション実習室等を整備することで教育研
究施設を充実させている。

２）人事および給与に関する政策
収入の中心を担う米国のNIH（National Insti-

tutes of Health）グラントは，研究費の約５０％が
間接経費として直接費に上乗せされて大学に支給
されるため，間接経費は大学運営の大きな財源と
なっている。そのため，グラントの獲得できる優
秀な研究者の確保が，大学運営に多大な影響を及
ぼす。またグラント制度では，獲得したグラント
から研究者本人の給料のみならず，ポスドクの給
与やスタッフの給与の支払いが可能であることか
ら，グラントは研究者本人のみならず研究室維持
にとっても重大な事項である。UMBでは，グラ
ント獲得実績といった個人の貢献度に応じた報酬
を支給するシステム（インセンティブ制度）を現在
構築中である。

３）移転に関する内部委員会
校舎移転準備段階から，大学の管理運営に関す

る意見を集約する内部活動委員会を設置した。内
部活動委員会には教職員だけでなく，学生の代表
も参加し，そこでは，それぞれの立場から大学運
営の課題と将来像を協議している。

３．まとめ

メリーランド大学歯学部を訪問して，本学の今後
の方向性に関して参考になる点を見聞できた。同じ
歴史ある大学としてここ数年でなされたメリーラン
ド大学歯学部の改革は共感できる点が多いと感じ
た。
また，Stohler 学部長が“日本の歯科教育改革者

の皆様へ”と宛てた以下のメッセージが強く印象に
残った。
①人より先を行かないと，遅れてしまう。そし
て，何も残らない。

②痛みを伴わない変化は改革でない。改革は痛み
を伴うもの。

③寄付・助成金を獲得するには，人と同じことを
やっていてはダメ。人が恐れることをやるこ
と。
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