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教育ノート

歯学部学生による下顎骨３D造形モデルを用いた
下顎枝矢状分割法の体験学習 
On-site training of sagittal splitting ramus osteotomy using
the mandibular bone ３D molding model by dental students
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キュラムも増えてきたものの，パソコン上で様々な
はじめに

操作を行い空想世界で物事をとらえることと，現実
現在，歯学教育モデル・コア・カリキュラムでは に通常の講義を行うことは別個のものとしてとらえ

「多様なニーズに対応できる歯科医師の育成」を目 ることが多く，両者が目的を達すべく融合している
標に掲げている１）。これは従来から進められてきた 内容が少ないのが実際である。
学修成果基盤型教育を骨組みに，実践的能力を修得 そこで今回，東京歯科大学の第５学年の学生を対
することを目指している。知識だけを身につけるの 象として口腔外科臨床実習の一環として臨床応用を
ではなく，修得した知識や技能を効率的に組み立て され始めたソフトウエアや３Dプリンターを利用し
られる歯科医師の育成を重点としている。しかし， た実習を計画した。本実習は，顎変形症の外科的矯
教育を受ける学生も時代と共に変化してきている。 正治療を主体として手術計画と手術手技に特化した
現在の学生は，デジタルネイティブ世代で身の回り 内容を実体験することにより，治療の流れを理解す
にパソコンやスマートフォン，それらを使用したイ るとともに専門性の高い知識と技能習得を目的とし
ンターネット環境が充実した生活環境に育ち，デジ て行った。
タル機器を取り入れた教育を小，中，高等学校にて
受けている２）。そのためこれまでのカリキュラムを

カリキュラム内容

継続していては，それらの学生には対応できなく 東京歯科大学では，口腔外科の臨床実習において
なってくる。最近ではデジタル機器を使用したカリ 医療面接，手術見学，抜歯を含む小手術の自験を主
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体として指導医の形成的ならびに総括的評価を行う
カリキュラムを行っている。また，毎日３０分間程度
の各疾患の診断と治療を中心に臨床に直結した講義
を行うことに加え，体験した症例について担当医か
らレポート課題を与え，それに対して形成的評価を
行い知識の習得を図っている。
今回，これらに追加して体験実習を主体とした新

たな試みを実施した。対象の学生は，第５学年の
前・後の臨床実習終了後の選択実習において口腔外
科を選択した学生２５名（男性：１０名，女性：１５名）で
ある。この体験実習では顎変形症の手術を主体と
し，手術シミュレーションソフトウエア Pro Plan 

CMFⓇ を使用したパソコンに（マテリアライズ社製）
よる疑似体験実習と３Dプリンター（ストラタシス
社製）により下顎骨模型を作製し，実際の手術器材
を用いた手術疑似体験実習の２つの体験実習を行っ
た。
Pro Plan CMFは，現在臨床において顎変形症や

主に顎骨の再建手術を必要とする症例において術前
のシミュレーションを行うために使用されている
（図１）。このソフトを使用することにより，術前の
CT画像を利用して患者の顎骨の形態の把握，解剖
学的な構造をパソコン画面上で確認できる。本実習
では先ずこのソフトウエアの骨切り（骨の分割）プロ
グラムを使用してパソコンの画面上で下顎枝矢状分
割法を学生に行わせた。このプログラムではステッ

プごとにパソコン上に出る解説に従うことで誰でも
簡単にシミュレーションを行うことができる。今回
の実習では２５名の学生に対してシミュレーションの
手順について①画面上での顎骨データの動作方法，
②骨切り線の設定の方法，③骨切り後の顎骨の移動
方法の解説を行った。その後にパソコン上でのシ
ミュレーションを実施させたが，３０分間程度で全員
の学生が操作方法を習得した。骨切りの設計線は学
生個々で顎骨の前後方向に移動することを前提に自
由設定させ，フィードバックをパソコン上で行わせ
た。この実習により下顎骨の解剖学的な構造を理解
し，手術で留意すべき部位を自分で直接確認させる
ことができた（図２）。
次にパソコンによる疑似体験実習をもとに実寸大

の下顎骨の３D模型に対して実際の手術器材を用い
た下顎枝矢状分割法の疑似体験実習を施行した。使
用する模型は東京歯科大学解剖学講座と共同で実習
用に開発したもので３Dプリンターにて作製した
（図３）。実際の骨質を含めた下顎骨の構造に近づけ
るため皮質骨相当部はアクリル系硬質樹脂，骨髄相
当部はサポート樹脂として模型を作製した。この模
型を使用して本学の日本口腔外科学会認定の専門医
以上の教員が指導し，下顎枝矢状分割法操作のすべ
てを学生に行わせた（図４）。実際に行ったところ，
模型の再現性が高く実際のヒトの下顎骨の構造と類
似するため器具の使い方によっては正しく分割でき

図１ 手術シミュレーションソフトウエア Pro Plan CMF Ⓡ

口腔外科にて臨床で応用している手術シミュレーションソフトウエア。パソコン上で下顎枝分割法をシ
ミュレーションしたもの。
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図２ パソコンによる疑似体験実習
パソコン上で下顎枝矢状分割法のシミュレーションをレクチャーしつつ学生に行わせた。

ずいわゆる異常骨折が起こり，実習後に設計通りに
骨を割ることができなかった学生が３人（全体の
１２％）見られた。この異常骨折については実際に器
具を使用して行ってみないと理解することが困難
で，学生がディスカッションする良い教材となっ
た。実習中，異常骨折を起こした学生に限らず指導
医とディスカッションをする学生が多く見られた。
実習終了後，学生からの意見は以下の通りであ

る。
•口腔外科への進路も考えられるようになった。
•実際に下顎枝矢状分割法を行うことで手術に一層
興味がわいた。

•上顎に対する Le Fort Ⅰ型骨切り術の実習もあれ
図３ 実習で使用した下顎模型

東京歯科大学解剖学講座と共同で開発した実習用下顎
骨模型。

図４ 手術疑似体験実習
口腔外科専門医の指導のもとに下顎骨模型を使用した下顎枝矢状分割法の体験実習を行っ

た。
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ば，より良かった。
•手術見学するより下顎骨についての手術解剖と顎
骨の構造を深く理解できた。
以上のように全般的に実習を行うことで興味がわ

き，知識習得や技能習得の意欲向上につながる感想
が得られた。
これまでの口腔外科の臨床実習では，医療面接，

手術見学，抜歯を含む小手術の外来における自験を
主体として行い，それぞれについて指導医のフィー
ドバックと評価を行っていた。特に自験について
は，学生に行わせる症例レベルを均一にするのは困
難である。また，口腔外科における手術は見学のみ
ですべてを理解させることはできないため，講義や
手術中の解説で知識の補充をしている。口腔外科に
おいては，卒後研修を見据えたすべての手術を行え
る知識，技能，態度を修得することを目標としてい
るため今回のようなカリキュラムは必要不可欠なも
のである。これからは，ただ単にポートフォリオで
学生の学びの記録を確認するだけでなく，その記録
に当たってアウトカム／コンピテンシーを加味した
カリキュラム再考すべきである３，４）。
今回，パソコンソフトを使用して顎変形症の手術

シミュレーションを行った後に模型を使用した疑似
体験実習を行うことで手術計画から手術手技に至る
一貫した理解を得られ，より専門性の高い知識習得
と技能体験ができた。実際の生体に近い模型で手術
の疑似体験をさせることにより学生の興味・関心を

引き出し，高い教育効果と口腔外科手術への興味が
得られると考える。背景として，本学では１年次に
各自がパソコンを購入し，情報学の講義実習を通し
てデジタル機器持参による学習が施されていたこと
が挙げられる。今後はさらに発展した実習プログラ
ムを計画し，参加型臨床実習において困難な技能面
の学習向上を図ると共にその成果をより綿密に検討
する予定である。

本カリキュラムは平成２８年度東京歯科大学学長奨励教育助
成金により行った。
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