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抄録：卒前臨床実習のカリキュラムの変更によ

り，１０９期生から当科でも前期臨床実習が独立して

行われるようになった。新しい前期臨床実習では，

従来の実習項目（血圧測定，静脈確保，下顎孔伝達

麻酔，吸入鎮静法（後期），心肺蘇生法（後期））に加

え，技能系実習として，モニタリング機器の装着，

高齢者擬似体験，対診書作成および全身麻酔記録の

作成，症例検討（PBS）として，高齢者・有病者の全

身管理計画および障害者の全身管理計画を行った。

実習最終日の前日にOSCEを行い，実習最終日に

口頭試問を行った。実習終了後には，全員に対して

アンケート調査を行った。アンケート調査の結果か

ら，現在の歯科麻酔科臨床実習に対する学生の評価

は比較的よく，実習の成果も上がっていると考えら

れた。今後は，より効率的でより診療参加型の臨床

実習を目指すべく，実習内容の再検討が必要と考え

られた。

１．緒 言

平成１７年度からの共用試験の正式実施と平成１８年

度からの歯科医師臨床研修の必修化に向けて，本学

では卒前・卒後カリキュラムの改訂が進められてき

た。このような中で，歯科麻酔学の教育内容も大き

く変化してきた。すなわち，従来，臨床実習の前後

期にわたって口腔外科学と同時に行われていた歯科

麻酔学の臨床実習が，平成１４年から独立して約１週

間，臨床実習前期の期間に行われるようになった。

また，平成１５年からは歯科麻酔学の臨床基礎実習が

開始された。

現在の歯科麻酔学の教育体系は，４年生の前後期

にわたる講義（２３～２４コマ）と４年生後期の臨床基礎

実習（２コマ×４回）および５年生の臨床実習前期に

おける独立した歯科麻酔学臨床実習（約６日間）と６

年生の臨床実習後期における口腔外科学と同時の臨

床実習からなっている。

歯科麻酔学の教育を通じて学生が学ぶべき内容は

時代とともに変化するが，いつの時代であっても

minimum requirement を明確化し１），この学問の

core がどこにあるのかを学生に知らしめる努力が

重要であると考えられる。これは，現在の日本にお

ける歯科医学の卒前・卒後教育が，歯学教育モデ

ル・コア・カリキュラム２）や歯科医師国家試験出題

基準３），歯科医師臨床研修の到達目標４）を，その基本

的な拠り所としていることからも明らかである。

そこで今回新しく開始した歯科麻酔学のカリキュ

ラムの現状を把握し，さらに改善すべき点を検討す

ることを目的として，５年生の臨床実習前期の歯科

麻酔学臨床実習について，学生に対して行ったアン

ケートの結果をもとに平成１４年および平成１５年の２

年間の評価をまとめたので報告する。
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５年生（１１０期生，１２２名）の２学年に実施した歯科麻

酔学の臨床実習を対象とした。すべての学生に対し

て，歯科麻酔学の臨床実習終了時にアンケート調査

を行った。調査内容は，�実習内容，�講義内容，

�症例見学，�その他についてとし，感想と改善す

べき点を記名式で用紙に記入させた。その後，臨床

実習に参加した歯科麻酔学講座の全医局員の討論の

もとに，アンケートで多く回答された意見を抽出さ

れた問題点とみなし，重要度，緊急度，難易度から

３次元展開して，改善策を検討した。

歯科麻酔学の臨床実習の内容を表１，２に示す。

表１は従来の臨床実習であり，表２は新しい臨床実

習である。新しい臨床実習では，技能系実習と症例

検討が多く取り入れられ，評価として口頭試問の

他，OSCE が行われた。なお，吸入鎮静法と心肺蘇

生法の実習は，今回の調査の対象となった学年では

臨床実習後期に実施した。このうち吸入鎮静法実習

は，現在では臨床実習前期に行っている。

学生には臨床実習の開始にあたって学習目標を提

示した（表３）。この内容は，そのまま口頭試問や

OSCE の試験範囲とした。ある班の臨床実習の流れ

を図１に示す。講義や実習のない時間帯は，手術室

または歯科麻酔科外来の見学実習とした。

図２は高齢者体験実習の風景を示す。実習は高齢

者体験キットを用いた高齢者体験と白内障メガネを

表１ 従来の臨床実習

口腔外科・歯科麻酔科実習（約１．５ヶ月間）１班３２名
講義
見学：全身麻酔症例，外来担当症例（精神鎮静法など）
実習：血圧測定，静脈確保，下顎孔伝達麻酔

吸入鎮静法（後期），心肺蘇生法（後期）
評価：口頭試問

表２ 新しい臨床実習

講義：障害者の歯科診療，有病者の歯科診療
見学：全身麻酔症例見学，外来症例見学
技能系実習：静脈確保，下顎孔伝達麻酔

モニタリング機器の装着
高齢者体験実習
対診書作成
全身麻酔記録の作成

症例検討（PBL）：高齢者・有病者の全身管理計画
障害者の全身管理計画

評価：OSCE（総括的評価）
口頭試問（総括的評価）

表３ 歯科麻酔学臨床実習学習目標

一般目標（GIO）
安全で快適な歯科医療を行うために，必要な局所麻酔，
精神鎮静法，全身麻酔および全身管理の知識を習得する。

行動目標（SBOs）
局所麻酔薬を分類できる。
局所麻酔薬の作用機序を説明できる。
局所麻酔薬の麻酔効果に影響を及ぼす因子を説明
できる。
血管収縮薬添加の理由を説明できる。

：

血圧測定
一般目標（GIO）

正しい血圧測定のための技能と態度を修得する。
行動目標（SBOs）

血圧測定時に患者に不安を与えないように接する
ことができる。
患者に血圧測定を測定するのに正しい体位をとら
せることができる。
マンシェットを正しく巻くことができる。

：

講 義 実 習 オペ室 外来

１／１７（土） ９：３０ 学習内容説明 ３名 ３名

１／１９（月） ９：３０～
１０：００～
１５：００～
１７：００～

有病者管理

静脈確保・伝麻

症例検討
モニタ装着

静脈確保・伝麻

３名 ３名

１／２０（火） １１：００～ 高齢者体験 ３名 ３名

１／２１（水） １０：３０～ 対診書作成 ３名 ３名

１／２２（木） １０：００～ 障害者管理 症例検討 ３名 ３名

１／２３（金） １２：３０～ OSCE ３名 ３名

１／２４（土） ９：３０～ 口頭試問 ３名 ３名

図１ 実習の流れ
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装着して絵本を読むものである。図３は全身麻酔記

録の作成実習の風景と学生の作成した全身麻酔記録

を示す。本実習は，術前・術後の麻酔担当医とのカ

ンファレンスおよび手術室での全身麻酔管理からな

り，実習を通じて，学生は全身麻酔の流れとモニタ

リング機器の値の解釈を学習した。また同時に，可

能な症例では患者の気道確保や人工呼吸を医局員と

ともに体験した。

３．結 果

表４にアンケートの結果を示す。全体的には臨床

実習に対する学生の評価は比較的よく，講義では分

かりにくかった部分が理解できたとのコメントが多

かった。一方，臨床実習に対する意見として，実習

内容に関しては，患者に実際にモニタリング機器を

装着したいという意見が多く，その他にも，見学だ

けでなく，より多くの症例で診療に参加したいとの

意見がみられた。高齢者体験実習は，特に評価が良

かった。講義内容に関しては，高齢者体験に併せて

介護実習を行ってほしいという意見があった。症例

見学に関しては，１班をさらに３～４名ずつの２グ

ループに分けて，手術室または歯科麻酔科外来を見

学するため，見学内容にばらつきがあるとの意見が

あった。その他の意見として，現在では歯科麻酔科

表４ アンケート結果

実習内容
・モニターの装着を行いたい。
・麻酔記録の記載をもっと経験したい。
・処置終了後に説明をしてほしい。
・実地ケースが少ない。
・症例検討ケースを増やしてほしい。

講義内容
・介護の仕方について講義してほしい。

症例見学
・手術室，外来見学の内容にばらつきがある。

その他
・期間が短い。
・学生控え室がほしい。
・リクアイヤメント帳をポケットサイズにしてほしい。

白内障メガネを装着して絵本を読む実習

高齢者体験キット装着

通常の視界 白内障メガネからの視界

図２ 高齢者体験実習
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の学生控え室がなく，口腔外科の学生控え室と共用

であることから，学生控え室の設置を希望する意見

が多くみられた。

これらの回答をもとに，重要度，緊急度，難易度

から３次元展開して，改善策を検討した（図４）。そ

の結果，重要度も緊急度も高い位置となったのは，

モニタリング機器の装着や麻酔記録，実地ケースな

どの診療参加に関することと，処置修了後の feed-

back に関することであった。診療参加に関して

は，現在では患者に対するモニタリング機器装着の

機会を増やし，全身麻酔のみならず，歯科麻酔科外

来における静脈内鎮静法施行時の記録作成も行わせ

るようにしている。Feedback に関しては，できる

だけその時間を長くとるように全医局員に周知し，

努力している。一方学生控え室の問題は，重要度は

高いものの難易度が極めて高い位置となり，現状で

は適切な解決策はないとの結論に達した。

４．考 察

新しい歯科麻酔学の臨床実習を開始してから２年

間の成果をまとめた。その結果，全体的には学生の

評価は比較的よかったが，学生はより多くの診療参

麻酔記録の作成

学生が記録した麻酔チャート

マスク換気

図３ 全身麻酔記録の作成

図４ 解決計画の立案
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加の機会と，同時に実習の現場での feedback を求

めていることが分かった。

これに対し，現在では患者へのモニタリング機器

の装着や麻酔記録の作成など，できる限りの学生の

診療参加と学生に対する feedback の努力を行って

いる。ただし，歯科麻酔学は専門性が高く，その手

技も静脈確保や気道確保などの基本手技の他は気管

挿管や全身麻酔薬・鎮静薬の投与など危険性の高い

ものが多いため，学生が直接に患者で実習できるこ

とは限られている。今後は，学生が可能な臨床実習

の範囲を広げるべく，実習の内容をさらに検討して

ゆきたい。

歯科麻酔学の臨床実習に関する報告は散見される

ものの５～１０），いずれも実習の個別の内容についての

報告であり，実習カリキュラム全体を通して検討し

た報告はなされていない。

歯学教育モデル・コア・カリキュラム２）による

と，歯科学生が卒前に習得すべき歯科麻酔学関連の

技能として，Ｆ臨床歯学教育―１ 診療の基本―�
歯科麻酔の基本の中に，血圧の測定，脈拍の把握，

呼吸の把握，精神鎮静法の介助および局所麻酔の実

施が含まれ，同じく，�救急処置の中に意識レベ

ル・呼吸・脈拍の把握，呼気吹き込み法による人工

呼吸の実施および非開胸式心マッサージの実施が含

まれている。その他の項目にも，医科への対診，高

齢者・障害者に対する基本的な歯科治療の介助など

が含まれている。これらの各項目は，臨床実習の水

準１として表面麻酔，浸潤麻酔，バイタルサインの

把握，気道確保，人工呼吸，心マッサージおよび誤

嚥に対する処置が，水準２として採血・穿刺，伝達

麻酔および過換気症候群に対する処置が，水準３と

して全身疾患を有する患者の歯科治療，精神鎮静法

が，水準４として全身麻酔が，それぞれ分類されて

いる。

また，平成１６年１月３０日付けの「歯科医師国家試

験の技術能力評価等に関する検討会」報告書１１）によ

ると，平成１８年以降に実施が検討されている歯科医

師国家試験の技術能力評価試験では，歯科麻酔学関

連からは心肺蘇生法が出題対象となっている。さら

に，平成１６年３月２６日付けの「歯科医師臨床研修必

修化に向けた体制整備に関する検討会」報告書４）で

も，基本習得コース�として救急処置が挙げられ，

バイタルサインの観察と一次救命処置の実践が含ま

れている。

以上より，現在我々が行っている歯科麻酔学臨床

実習の内容は，概ね妥当であると考えている。

学生が歯科麻酔学を学習する最大の目的は，安全

で快適な歯科医療を実践するための知識・技能・態

度を養成することである。従来，歯科麻酔学は歯科

学生にとって難解な科目のひとつであったが，今回

の臨床実習，また平成１５年から開始された臨床基礎

実習によって，学生の歯科麻酔学に対する理解がよ

り深まることが期待される。実際，学生のアンケー

ト結果で，より多くの診療参加の機会と実習の現場

での feedback が求められている事実は，学生の歯

科麻酔学への学習意欲の現れと考えられる。

今後は，高齢者や有病者などを含め，すべての歯

科患者の安全性と快適性を確保するために，歯科麻

酔学の知識と技能を十分に応用できる能力を養成す

るような，卒前・卒後を通じた一連の歯科患者の全

身管理学としての歯科麻酔学の系統的なカリキュラ

ムを構築してゆきたいと考えている。

５．結 論

従来の実習項目（血圧測定，静脈確保，下顎孔伝

達麻酔，吸入鎮静法（後期），心肺蘇生法（後期））に

加えて，技能系実習として，モニタリング機器の装

着，高齢者擬似体験，対診書作成および全身麻酔記

録の作成，症例検討として，高齢者・有病者の全身

管理計画および障害者の全身管理計画を行った。実

習最終日の前日に総括的評価として OSCE を行

い，実習最終日に口頭試問を行った。

新しい歯科麻酔学の臨床実習を開始して２年間の

成果をまとめた結果，全体として学生の評価は比較

的良かったが，より多くの診療参加の機会と実習の

現場での feedback を求めていることが分かった。

本論文の要旨は，第２７７回東京歯科大学学会例会（２００４年６

月５日，千葉）において発表した。
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A new curriculum for clinical practices in dental anesthesiology began in２００２． This curriculum con-

sists of two sessions． In the first session，groups of６or７students study only in the Dept． of Dental

Anesthesiology． In contrast，in the second session of the practice，they study dental anesthesiology con-

comitantly with oral and maxillofacial surgery．

In the present report，we introduce a new curriculum for clinical practices in dental anesthesiology of

the first session． In the new curriculum，skills training（setting up of a monitoring device，spurious expe-

rience of geriatric patiats，writing of a consultation letter to physicians，charting of a general anesthesia

record）and case studies（problembased learning）have been added to conventional iterns（blood pressure

measurement，benous securing，conduction anesthesia of the infraalveolar nerve，inhalation sedation，

cardiopulmonary resuscitation）． To evaluate the student’s to test progress，an objective structured clini-

cal examination（OSCE）to test skills and an oral examination knowledge are performed．

On the final day of each group practice，we performed a questionnaire about the curriculum． Stu-

dents stated that the curriculum is generally benchcial and interesting． It is suggested that the curricu-

lum should be reviewed for future improvement． （The Shikwa Gakuho，１０５：５５～６０，２００５）

松浦，他：歯科麻酔学の新規卒前臨床実習６０
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