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はじめに

歯科治療を行う上で，窩洞や支台歯の形成技術は
必要不可欠であり，歯科医学教育モデル・コア・カ
リキュラム（平成２８年度改訂版）においても，臨床実
習の内容と分類において，コンポジットレジン修復

（単純窩洞）と支台歯形成は，「Ⅰ．指導者のもと実
践する（自験を求めるもの）」として挙げられてい
る１）。また，共用試験歯学系 OSCE では，臨床実習
参加前に身につけるべき技能としてその課題に，支
台歯形成とレストシートの形成を挙げている２）。そ
のため全国の歯科大学及び歯学部では，患者に対し
実際に歯の切削を行う診療参加型臨床実習の実施前
に，臨床基礎実習として歯科用ハンドピースを用い
た形成実習が行われている。歯科用ハンドピースを
用いた形成実習では，窩洞や支台歯の形態を正しく
理解するための解釈～問題解決レベルの認知領域
と，それを具現化する精神運動領域の到達目標が設
定される。精神運動領域すなわち技能については，
診療参加型臨床実習に求められる形成技術を身につ

けるためには模倣レベルでは不十分であり，コント
ロール～自動化レベルの修熟が必要である。このよ
うに精神運動領域の taxonomy が深くなれば修熟難
易度は高くなり，相当の時間と反復練習を要する。
しかしながら現在のほとんどの学生はマッチやナイ
フなどの原始的な道具の使用に修熟しておらず，以
前の学生に比べて基本的な工作技能に乏しいことか
ら，歯科用ハンドピースの使用法も持ち方の模倣レ
ベルから教えなければならない。精神運動領域の到
達目標に達するに相当の時間を要するのみならず，
技能の未熟さ故に実習を通じた深いレベルの認知領
域の修得にも支障をきたしている。一方で，初めて
歯科用ハンドピースを使用するにも関わらず，上手
に扱える学生も散見される。このように初学者の技
能に大きな個人差がみられるのは，既に身につけて
いる何らかの他の技能が歯科用ハンドピースの使用
にも影響を及ぼしているものと推察される。すなわ
ち，技能修得に要する時間が学生間でまちまちであ
り，大人数で行う一斉実習をより困難にしている。

加えて，歯科医学の高度化に伴い，教育に使用で
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きる時間をより知識の修得に割かざるを得ず，歯学
部教育における技能修得のための実習時間は不足
している。診療参加型臨床実習の推進に向け，診療
参加型臨床実習後客観的臨床能力試験（Post-CC
OSCE）の導入も２０２０年度の本格実施に向けたトラ
イアルが行われているところであり，形成技能の向
上のための方略は喫緊の課題である。

近年，盛んに開発されてきているシミュレーター
は，基本的な技能より高度な判断を伴う複合的技能
に向いていること，非常に高価であるため大人数に
高頻度に用いることができないこと，決まった場所
でしかできないことなどが短所として挙げられる。
基本的な技能の修熟には，素振りや糸結びのような
単純化された動作の反復練習が必須であり，場所や
時間を問わず練習できるツールの開発が求められ
る。そこで筆者らは，歯科用ハンドピース操作の基
本的技能の修得のために，歯科用ハンドピース型技
能訓練具（長田電機工業株式会社 特許第５９７０１７５号）

（図１）を開発した。
本ツールは，いつでもどこでも何度でも自習を可

能とするために，可搬性が高く，安全で簡便に使用
でき，安価に反復継続できることを目指した。そこ
で，実物の歯科用ハンドピースと同様の外観・形
状・重量バランスを与えるため，外装部分は実物を
使用し，ホース接続部分に開発した重りを接続し
た。実物に近似した形状は，特に初学者に対して動
機付けの点で有効であると考える。また，反復練習
が困難な切削に代替する方法として，描記を行える
よう先端部分にはロケット鉛筆を装着可能とした。

本研究は，このツールの効果的な実習プロトコル

を開発し，その効果を検証することを目的としてい
る。

方 法

本学学生の保存修復学未修者で，歯科医療へのモ
チベーションを高めるため，臨床基礎実習開始前の
１年生１名，２年生８名の実験参加希望者計９名を
対象とした。

初めに歯科用ハンドピースの使用方法の説明とデ
モを行った後，プレパレーションプレート（以下，
プレート）（図２）の直線部分及び上顎左側第一大臼
歯咬合面部分と，上顎左側第一大臼歯人工歯へのメ
タルインレー１級窩洞の形成を行わせた。

その後，本ツールを４週間貸与して自習を行わ
せ，練習量を記録させた。練習内容は，図１に示す
模擬実習台（以下，テーブル）の上に貼付した訓練用
シール（図３）に，レスト固定点にレストを置いた状
態で直線（十字），曲線（円）及び上顎左側第一大臼歯
咬合面に記入されたメタルインレー１級窩洞外形線
をなぞり，塗りつぶす練習，上顎左側第一大臼歯咬

図１ 歯科用ハンドピース型技能訓練具（長田電機工業株式会社 特許第５９７０１７５号）
模擬実習台のレスト固定点にレストを置き，先端に取り付けた描記部でシールに描記す

る自習を行う。

図２ プレパレーションプレート（株式会社ニッシン）

２０ 平田：ハンドピースの基本的使用法訓練ツールの開発
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合面に自分でメタルインレー１級窩洞を描記する練
習，並びに白紙に自由に描記するものとした。ハン
ドピースの可動範囲を修得させるため，咬合面は実
物大とした。練習は４週間，できるだけ毎日，可及
的に多くするよう指示した。練習量は，図４に示す
ハンドピース練習帳に日付と訓練用シールを貼付す
ることで記録させた。なお，自習期間には初回，中
間評価，最終評価以外に実際の切削は行わせない。

自習開始１週後に誤った操作方法を行っていない
かの確認を行い，必要に応じて指導を行った。

技能評価として，初回にプレートと人工歯へ，中
間評価として２週後にプレートへ，最終評価として
４週後にプレートと人工歯へ上顎左側第一大臼歯メ
タルインレー１級窩洞形成を行わせた。窩洞は歯科
保存学講座（現保存修復学講座）の臨床経験１６年及び
１０年の歯科医師である専任教員２名が，本学臨床基
礎実習と同じ基準で窩洞外形，窩底の平坦さ及び窩
洞深さを各５点，計１５点満点で採点し，その平均を
評価に用いた。分析は，自習の量及び継続性により
以下の４群に分類し，比較検討した。
１．自習量が多かった者：訓練用シール１００枚以上

の自習を行った者
２．継続性があった者：自習を行わなかった日が３

日以上連続しなかった者
３．自習量が多く継続性があった者（再掲）：前記１

かつ２の者
４．自習量が少なく継続性がなかった者：前記

１，２いずれにも当てはまらなかった者
また，最終評価後に本法に対する自計式無記名ア

ンケートを行った。アンケート項目を以下に示す。
Ｑ１：全体練習の回数はどうでしたか（適切であっ

た，少なかった）。
Ｑ２：自習量はどうでしたか（十分であった，適切

であった，不十分であった）。

図３ 訓練用シール
直線練習用の十字と曲線練習用の円を組み合わせたも

の，上顎左側第一大臼歯咬合面に１級窩洞外形線を記入
したもの，外形線を記入していないもの，白紙の４種類
を用いた。

図４ ハンドピース練習帳
練習した日付を記入し，描記したシールを貼付する。
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Ｑ３：把持方法は身に付きましたか（身についた，
比較的身についた，あまり身につかなかっ
た，全く身につかなかった）。

Ｑ４：固定点を置いたハンドピース操作を習得でき
ましたか（よくできた，比較的できた，あま
りできなかった，全くできなかった）。

Ｑ５：固定点を置くことを習慣化できましたか（よ
くできた，比較的できた，あまりできなかっ
た，全くできなかった）。

Ｑ６：本ツールでの筆記，描画に慣れましたか（慣
れた，比較的慣れた，あまり慣れなかった，
全く慣れなかった）。

Ｑ７：切削可能な範囲を把握できましたか（よくで
きた，比較的できた，あまりできなかった，
全くできなかった）。

Ｑ８：実施時期はどうでしたか（早かった，適切な
時期であった，遅かった）。

Ｑ９：歯科治療に対するモチベーションはどうでし
たか（とても上がった，比較的上がった，あ
まり上がらなかった，全く上がらなかった）。

Ｑ１０：いつでもどこでも訓練できましたか（とても
しやすかった，比較的しやすかった，比較的
しにくかった，とてもしにくかった）。

これらに加えて，感想を自由記載させた。

本研究は，平成２８年度学長奨励教育研究助成によ
り実施した。また，東京歯科大学倫理審査委員会の
承認を受けて実施した。（承認番号７６２）

結 果

実習開始１週後の確認と指導によって，中間評価
及び最終評価時にはすべての対象者が正しい持ち

方，操作方法を行っていた。
練習量は，最高が練習用シール１９７枚，最低が４３

枚，平均及び標準偏差は１０４．６±４８．１であった。
技能評価の初回と最終評価の点数を表１に示す。

プレートでは全体で１．３点の向上がみられたが，人
工歯では０．３点にとどまった。

群別のプレート形成の点数推移を図５に示す。群
別にみるとプレートでは，自習量が少なく継続性が
なかった者３名は，初回点数が最も高かった者でも
８点と他の群と比較して相対的に低かったにも関わ
らず，平均で０．２点の低下が認められた。自習量が
多かった者（５名）のうち，初回が８点以上だった３
名中２名は点数の向上がみられなかったが，平均で
＋２．３点と概ね向上傾向が認められた。自習量が多
く継続性があった者２名（平均＋４．５点）を含む，継
続性があった者３名（平均＋３．３点）は全員が点数の
向上がみられた。最も点数が向上したのは自習量が
多く継続性があった者で，初回５点から最終評価１２
点，次に点数が向上したのは自習量が多かった者
で，４．５点から９点であった。最終評価の点数上位
２名は，自習量が多く継続性があった者であった。

人工歯形成の点数推移を図６に示す。人工歯で
は，すべての者で大きな点数向上がみられなかっ
た。最も点数が向上したのは自習量が少なく継続性
がなかった者で，２．５点の向上であったが，最終評
価は７．５点であった。

以上の事から，本自習を頻度高く継続して実施す
ることで，歯科用ハンドピースの平面的な切削操作
技能は向上したものの，本法では３次元的な切削操
作技能向上には十分な成果が得られなかったことが
示された。

アンケート結果は，Ｑ１：全体練習の回数は適切

表１ 形成技能評価の点数

プレパレーション
プレート 人工歯

初回評価 最終評価 初回評価 最終評価

自習量が多かった者（n＝５） ７．３ ９．６ ６．８ ７．２
継続性があった者（n＝３） ７．７ １１．０ ８．２ ８．５
自習量が多く継続性があった者（再掲）（n＝２） ７．０ １１．５ ７．０ ７．３
自習量が少なく継続性がなかった者（n＝３） ７．０ ６．８ ５．７ ６．０

総 計（n＝９） ７．４ ８．７ ６．９ ７．２

２２ 平田：ハンドピースの基本的使用法訓練ツールの開発
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であったが７７．８％，少なかったが２２．２％であった。
Ｑ２：自習量は十分であったが１１．１％，適切であっ
たが５５．６％，不十分であったが３３．３％であった。Ｑ
３：把持方法は身についたが５５．６％，比較的身につ
いたが４４．４％であった。Ｑ４：固定点を置いたハン
ドピース操作はよくできたが４４．４％，比較的できた
が４４．４％，あまりできなかったが１１．１％であった。
Ｑ５：固定点を置くことの習慣化はよくできたが
５５．６％，比較的できたが４４．４％であった。Ｑ６：本
ツールでの筆記，描画は慣れたが４４．４％，比較的慣
れたが４４．４％，あまり慣れなかったが１１．１％であっ
た。Ｑ７：切削可能な範囲の把握はよくできたが
０％，比較的できたが６６．７％，あまりできなかった
が３３．３％であった。Ｑ８：実施時期は早かったが
２２．２％，適切であったが７７．８％であった。Ｑ９：歯
科治療に対するモチベーションはとても上がったが
５５．６％，比較的上がったが４４．４％であった。Ｑ１０：

いつでもどこでも訓練できたかは，とてもしやす
かったが２２．２％，比較的しやすかったが７７．８％で
あった。

自由記載には，ハンドピースの操作に慣れた，薬

図５ 群別のプレート形成の点数推移
１．自習量が多かった者（５名）：訓練用シール１００枚以上の自習を行った者
２．継続性があった者（３名）：自習を行わなかった日が３日以上連続しなかった者
３．自習量が多く継続性があった者（再掲）（２名）：前記１かつ２の者
４．自習量が少なく継続性がなかった者（３名）：前記１，２いずれにも当てはまらなかった者

プレート形成については，自習量が多く継続性があった者は点数の向上を認め，最終評価の点数が高かったが，自習
量が少なく継続性がなかった者は点数が低下し，最終評価の点数が低かった。

図６ 人工歯形成の点数推移
人工歯形成については，自習量及び継続性に関わら

ず，点数に大きな変化は見られなかった。
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指を軸に動かすという動きに慣れた，平面の操作に
は慣れたが立体的に削ることが難しかった，モチ
ベーションが上がった，他の歯も削ってみたいと
いった意見が寄せられた。

考 察

２名の評価者間の評価点数の相関係数は，プレー
トで０．８６６，人工歯で０．８５１と高い値を示したことか
ら，評価の客観性に問題ないものと考えられる。

素振りやシャドーなど，多くのスポーツが基本的
動作を身につけるための反復練習を行っており，技
能の修得，向上には単純化された反復練習が必要で
あることは明らかである。医療技術においてこの代
表的な練習方法には糸結びがあるものの，近年の技
能訓練開発についてはシミュレーターを用いる報告
が多く３－７），筆者が渉猟する限りそれ以外の反復継
続可能な基本的手技の修得のための方略の開発につ
いては報告が見当たらない。これは私見であるが，
より現実に近い複雑なシミュレーターは要求される
技能の難易度が高く，ある程度の技能を身につけた
者がより複雑な技能を身につけるには効果的である
が，初学者には向かないと考える。Kottke らは，
注意は一度に１つの活動に制限され，注意を１秒あ
たり３回以上頻繁に切り替えることはできないと述
べており，また，葉巻作りに修熟するのに３００万本，
手編みをするのに１５０万針，男性が行進するのに６
週間８０万歩，真珠の扱いに１５０万から３００万個，野球
のピッチャーの投球に１６０万投等，運動学習には非
常に多くの反復練習が必要であることを示した８）。
また，Ericsson らは演奏家や運動選手などの個人
が達成する成果のレベルは，意図的な練習の量に直
接関係していると述べている９）。これらのことから
も単純化された基本動作を頻度高く反復練習するこ
とは，精神運動領域の修得に必須の方略であると考
えられる。

アンケート結果からは，Ｑ２：自習量とＱ７切削
可能な範囲の把握で３３．３％がネガティブな回答で
あった。自習量は今回，学生自らに規定させたが，
前述のとおり反復継続することが技術向上に肝要で
あり，継続的に多くの訓練を行えるような工夫が必
要なことがうかがわれた。また，切削可能な範囲の
把握については，上下動を加えた３次元的な操作が

十分に学修できなかったことが要因の一つと考えら
れる。

一方，本ツールを用いた実習の目的であるＱ３：
把持方法の修得，Ｑ４：固定点を置いた操作，Ｑ
５：固定点を置くことの習慣化，Ｑ９：歯科治療に
対するモチベーション，Ｑ１０：いつでもどこでも訓
練できたかについては，１００％のポジティブな回答
であった。本法が実施時期とあせて効果的であるこ
とが伺われる結果であったと考える。

ただし，対象人数が少なかったこと，希望者のみ
の実施であったことから，学生全数を対象とした場
合には，異なった傾向が生じることは想像に難くな
いため，３次元的な操作に対応しうる訓練プロトコ
ルを早期に確立し，臨床基礎準備実習として本学の
カリキュラムに組み込むなど，対象者を増やしてそ
の効果の検証を行いたい。本ツールは，歯科医学教
育における技能修得に大いに貢献できるものと考え
る。

まとめ

開発した歯科用ハンドピース型技能訓練具をもち
いた描記による自習を行うことで，実際に切削せず
とも切削の基本的技能が向上する可能性が示唆され
たものの，３次元的な形態には十分対応できないこ
とが示された。また，本法は臨床基礎実習開始前の
歯学部学生のモチベーション向上に効果的である可
能性が示された。今後は，本結果をもとに３次元的
な形態に対応しうるよう自習プロトコルを改善する
必要があると考える。あわせて，対象者を増やしさ
らなる検討を行う予定である。

おわりに

技術の進歩とともに，近未来においてシミュレー
ターが安価に頻度高く利用できる可能性も十分に考
えられる。しかしながら，開発途上国における歯科
医学教育では本ツールのような原始的な訓練方法の
需要は高いと思われる。開発途上国の歯科医療者養
成に貢献することも，本法の開発の目的の１つであ
る。
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