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抄録：平成２０年３月，歯科医師臨床研修制度必修義
務化後の第２期研修を修了した。今回は，１．ワー
クショップで出された専門研修に関する意見，２．
平成２０年度現在の専門研修各科カリキュラム内容・
指導体制と指導歯科医数，３．平成１９年度研修歯科
医の臨床研修修了後の進路決定に与えた専門研修の
影響の３点について検討した。ワークショップで
は，問題点として期間および指導体制と指導内容に
ついての意見が多く出されたが，対応策についての
意見は示されなかった。また良かった点について
は，新たな知識や技能の習得ができたなどの意見が
出された。専門研修各科カリキュラム内容・指導体
制と指導歯科医数については，各科によりばらつき
があるが，実際に診療を実施できる科の方が研修歯
科医のモチベーションが高いことが分かった。臨床
研修修了後の進路に関するアンケート調査の結果か
らは，２年目の進路に専門研修が少なからず影響し
ていたということが分かった。

緒 言

歯科医師の臨床研修制度は，平成８年の歯科医師
法改正により歯科医師臨床研修が努力義務として法
制化された。その後平成１２年に，医療法などの一部
を改正する法律により，医師法・歯科医師法が同時
に改正され，臨床研修が医師は平成１６年度から，歯
科医師は平成１８年度から必修義務とされることが決
定した１）。東京歯科大学においても千葉病院・水道
橋病院・市川総合病院の３病院においてそれぞれ臨
床研修体制を確立し研修を進め，平成２０年３月に必
修義務化後の第２期研修を修了した。
我々は，千葉病院総合診療科における臨床研修歯

科医の診療状況２），千葉病院総合診療科における研
修内容３），歯科医師臨床研修における初期研修改善
への取組４），千葉病院臨床研修歯科医による協力型
臨床研修施設の評価５），千葉病院歯科医師臨床研修
の協力型研修施設において生じた問題事例６）につい
ては既に報告してきた。
今回は，１．平成１８・１９年度に東京歯科大学千葉

病院において施行した研修プログラムについて研修
歯科医より出された種々の意見の中から，専門研修
に関して出された意見，２．平成２０年度現在の専門
研修各科カリキュラム内容・指導体制と指導歯科医
数，３．平成１９年度研修歯科医の臨床研修修了後の
進路決定に与えた専門研修の影響の３点について検
討したので報告する。
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材料・方法

東京歯科大学千葉病院では，本病院単独方式のプ
ログラム１種類（プログラムＡ）と群方式のプログラ
ム２種類（プログラムＢ，Ｃ）を現在実施している。
平成１８・１９年度臨床研修修了に先立ち，各年度３月
末にそれぞれのプログラムに対する問題点，対応
策，良かった点などについて検討するため，研修歯
科医によるワークショップを行った。平成１８年度
は，９５名の研修歯科医をプログラム別に８から１０名
の１０グループに分けた。１７名のプログラムＡは２グ
ループ，２９名のプログラムＢは３グループ，４９名の
プログラムＣは５グループとした。平成１９年度
は，８３名の研修歯科医をプログラム別に９から１０名
の９グループに分けた。８名のプログラムＡは１グ

ループ，２７名のプログラムＢは３グループ，４６名の
プログラムＣは５グループとした。表１，２に平成
１８・１９年度の各グループの検討課題を示す。各グ
ループは，これらの課題についてKJ法７）による問
題点の抽出とその対応策，さらにKJ法を用いて
「良かった点」についても抽出し，検討を行った
（図１，２）。そのうち今回は，専門研修に対して出
された種々の意見について分析を行った。また平成
２０年度現在の専門研修各科の研修カリキュラム内
容・指導体制と指導歯科医数について把握するため
に，専門研修各科にアンケート調査を行った（表
３）。さらに平成１９年度研修歯科医のうち，専門研
修を行うプログラムＡ，Ｂ履修者で，本学千葉病院
に在籍している２３名に対し，臨床研修修了後の進路
決定と専門研修との関連についてアンケート調査を

表１ 平成１８年度検討課題

第１グループ 初期研修，総合診療科について
第２グループ 専門研修，習熟保存・補綴，協力施設につ

いて
第３グループ 初期研修，協力型研修，習熟保存・補綴，

協力施設について
第４グループ 総合診療科，専門研修について
第５グループ 専門研修，協力型研修について
第６グループ 初期研修，総合診療科について
第７グループ 協力型研修について
第８グループ 総合診療科，習熟保存・補綴，協力施設，

口外病棟・麻酔について
第９グループ 初期研修，協力型研修について
第１０グループ 総合診療科，習熟保存・補綴，協力施設，

口外病棟・麻酔について

表２ 平成１９年度検討課題

第１グループ 初期研修，総合診療科，専門研修について
第２グループ 初期研修，総合診療科，専門研修について
第３グループ 専門研修，協力型研修，習熟保存・補綴，

協力施設について
第４グループ 初期研修，総合診療科，協力型研修につい

て
第５グループ 初期研修，協力型研修，習熟保存・補綴，

協力施設，口外病棟・麻酔について
第６グループ 総合診療科，協力型研修について
第７グループ 初期研修，協力型研修，習熟保存・補綴，

協力施設，口外病棟・麻酔について
第８グループ 初期研修，総合診療科，協力型研修につい

て
第９グループ 初期研修，協力型研修，習熟保存・補綴，

協力施設，口外病棟・麻酔について

図１ グループ単位での討論 図２ 全体での討論
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行った（表４）。

結果および考察

１．ワークショップで出された意見について
１）問題点
各科でのカリキュラムが確立していない。科に

よってカリキュラム内容に差がある。口腔外科や小
児歯科など外来で色々見学出来る科は良かったが，
することが少なく暇な時間が多い科は期間を短くし
た方が良いと思う。４ヶ月は長過ぎで，診療から離
れすぎる。口腔外科以外の科は期間が短かったの
で，馴染む間もなく過ぎてしまった。研修歯科医と
登院学生のカリキュラム内容が同じ科がある。見学
が多く診療が出来なかった。各科の先生が研修医の
やるべき事を把握していないため，放置され質問し
にくい雰囲気のある科は研修しづらかった。もう少
し小児歯科や矯正歯科の臨床に出たかった。専門研
修で回る科を選択性にしたら自ら選んだ責任感も出
てくると思う。本当に必要ないと自分で思っている
科には回る必要性を感じない，その分他の科を回り

たい。専門分野に行きたい人が回れば良いのではな
いかと思う，全ての科を回る必要はないと思った，
などの意見が出された。
２）対応策
研修歯科医からは示されなかった。

３）良かった点
伝達麻酔や抜歯などその科に行かなければ出来な

い処置が出来た。プログラムや担当医（指導歯科医）
が決まっている科があった。薬局の講義が役に立っ
た。外部での検診に行くことができた。各科で多く
のドクターと話すきっかけができた。講義，実習が
充実している科があった。自分のペースで時間を有
効利用できた。少人数で回れたことが良かった。他
科との連携の仕方が分かった。学びたいことを自主
的に学べたことが良かった，などの意見が出され
た。
この様に，ワークショップでは，個々の研修歯科

医の研修に取り組む姿勢と意識，その科に興味があ
るか否か，考えや認識の違いなどから種々な意見が
出されたと思われる。今後は，工藤ら８）の報告にあ

表３ 専門研修の研修管理体制調査アンケート用紙

専門研修の研修管理体制について（報告書）

診療科名：

１．専門研修のカリキュラム内容

２．研修歯科医の指導体制（例：研修歯科医１名に対し，
指導歯科医１名が付く）

３．研修歯科医を指導する歯科医師名（診療科の研修実施
責任者には◎を付けて下さい。）

表４ 臨床研修修了後の進路決定と専門研修との関連調査
アンケート用紙

＜専門研修を終えてのアンケート＞

① 専門研修が，２年目の進路に影響がありましたか

はい ・ いいえ

Ⅰ：「はい」と答えた方に聞きます。どういった影響
がありましたか。

今，残った科は専門研修と関係がありますか。

Ⅱ：「いいえ」と答えた方に聞きます。影響が無かっ
た理由は何だと思いますか。

② 専門研修を回って，今思うことはありますか
（良かった点・悪かった点，継続すべきか否か，改善
点等）

③ 専門研修を回る期間を選択したかったですか。

はい ・ いいえ

ご協力ありがとうございました。
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るような，AI などのポジティブチェンジに基づい
たワークショップを開催し，研修歯科医の意識向上
を図ることも行って行きたい。
２．平成２０年度現在の専門研修各科カリキュラムに
ついて
表３に示すアンケート用紙を用い，平成２０年度現

在の専門研修各科のカリキュラム内容・指導体制と
指導歯科医数について調査した。
その結果，カリキュラム内容については，図３に

示すように見学のみの科が３科（２７％），介補をさせ
てくれた科が１科（９％），治療を行えた科が７科
（６４％）であった。指導体制は表５に示すように，指
導歯科医１名に対し研修歯科医１名が付く科が４
科，指導歯科医１名に対し研修歯科医３名が付く科
が５科，特定の指導歯科医の配属を研修歯科医に
行っていない科が２科であった。指導歯科医数は，
表６に示すように，最も多い科は１７名，少ない内科
（指導医師）と薬局（指導薬剤師）は１名であった。
この様に，専門研修各科カリキュラム内容・指導

体制と指導歯科医数については，各科によって内容
にばらつきがあるが，実際に診療を実施できる科
や，指導歯科医が決められている科の方が研修歯科

医の研修に対するモチベーションは高いと考えられ
る。
３．平成１９年度研修歯科医の臨床研修終了後の進路
決定に与えた専門研修の影響について
専門研修が，臨床研修修了後の進路決定に与えた

影響を知るために，表４に示すアンケート用紙を用
いて調査を行った。調査対象者は，平成１９年度研修
歯科医のうち，本学に在籍しているプログラムＡ，
Ｂを履修した２３名である。その内訳は，保存科１０
名，矯正科５名，補綴科２名，口腔外科１名，小児
歯科１名，臨床検査１名，スポーツ歯科１名，解剖
学講座１名，薬理学講座１名である。
アンケート調査を行った結果は次のようであっ

た。
１）「専門研修が２年目の進路に影響があったか」
という質問に対して
図４に示すように，「はい」と答えた人は１５名

（６５％），「いいえ」と答えた人は８名（３５％）で，６５％
の研修歯科医から専門研修が２年目の進路決定に影
響があったとの回答を得た。

表５ 専門研修各科の指導体制

指導体制 科 数

指導歯科医１名に対し
研修歯科医１名

口腔外科外来，口腔外科
病棟，歯科麻酔科，矯正
歯科

４

指導歯科医１名に対し
研修歯科医３名

口腔インプラント科，内
科，薬局，臨床検査部，
スポーツ歯科

５

指導歯科医の配属を研修
歯科医に行っていない

歯科放射線科，小児歯科 ２

表６ 専門研修各科の研修期間と指導歯科医数

科（ローテーション単位） 期間 指導歯科医数
（名）

口腔外科外来 ２週間 １７

口腔外科病棟，歯科麻酔科 １週間 ３，７

小児歯科 ２週間 ６

矯正歯科 ２週間 ９

口腔インプラント科，スポーツ歯科 １週間 ３，３

歯科放射線，臨床検査部，内科，
薬局 １週間 ７，３，１，１

（但し，薬局は指導薬剤師数，内科は指導医師数である。）

図３ カリキュラム 図４ 進路への影響
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２）「どういった影響があったか」という質問に対
して
口腔外科で学んだ事が大学院で役立っている，大

学院選択の参考になった。選択研修の時，希望する
科について深く知ることが出来，自分がどういった
分野に合っているか判り，以前よりもその分野に興
味が持てた。登院の時よりも専門的な勉強と実習が
出来，また先生方とよく話せた事が今の進路をもっ
と勉強したいと思うきっかけとなった。講座の雰囲
気が良く分かった。口腔外科に興味があったが，研
修により一般歯科をやりたいと思った。治療計画を
学ぶ事が出来，色々なことを勉強しなければならな
いと思った，などの意見を得た。
３）「はい」と答えた人のうち「残った科は専門研
修と関係があったか」という質問に対して
図５に示すように，「関係がある」と答えた人は

７人（４７％），「関係がない」と答えた人は６人（４０
％），「無回答」の人が２人（１３％）で，４７％の研修歯
科医から専門研修が２年目に残った科と関係があっ
たと，４０％の研修歯科医から専門研修が２年目に
残った科と関係が無かったとの回答を得た。
４）「進路に影響がなかった理由は」という質問に

対して
専門研修で回る科に，実際に残った科が含まれて

いなかった。どの科にも興味があったから一つの科
に絞れなかった。興味が持てなかった。もともと残
る科が決まっていた。協力型研修施設での研修の印
象が強く，そこでの研修内容が進路に影響したか
ら，などの意見を得た。
５）「専門研修を回って思ったこと」という質問に
対して
少人数で回ったことが良かった。指導歯科医がつ

いてくれる科は良かった。口腔外科は良かった。伝
達麻酔に苦手意識がなくなった。他科との連携の仕
方が分かった。科の雰囲気が少し分かった。学びた
いことを自主的に学べるので良いと思った。今しか
見られない専門医による専門的な治療が診られた，
などの意見を得た。
６）「研修時期を選択したかったか」という質問に
対して
図６に示すように「はい」と答えた人は１７名（７４

％），「いいえ」と答えた人は６名（２６％）で，７４％の
研修歯科医から研修期間を選択したかったとの回答
を得た。「はい」と答えた人の中には，科によって
入局試験があるため，入局するか否かを判断する前
に専門研修で回りたかったという意見もあった。
今回のアンケート調査の結果，臨床研修修了後の

進路決定に専門研修が少なからず影響していること
が分かった。今後，臨床研修修了後の進路決定と研
修プログラムとの関係について，臨床研修修了後の
全研修歯科医に対しアンケート調査を行い，より詳
細な調査・分析を行うことが必要と考える。
今後は，王丸ら９）の行っている PHEEMアンケー

トなどを活用し，本施設の研修プログラムについて
評価・分析なども行っていきたいと考えている。

まとめ

ワークショップで出された意見では，改善すべき
点として期間および指導体制と指導内容についての
意見が多く出されたが，対応策についての意見は示
されなかった。また良かった点については，新たな
知識や技能の習得ができたなどの意見が出された。
専門研修各科カリキュラム内容・指導体制と指導歯
科医数については，各科によって内容にばらつきが

図５ 残った科と専門研修の関係

図６ 研修時期の選択
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あり，実際に診療を実施できる科や，指導歯科医が
決められている科の方が研修歯科医の研修に対する
モチベーションは高いと考えられる。臨床研修修了
後の進路に関するアンケート調査の結果からは，２年
目の進路決定に専門研修が少なからず影響している
ということが分かった。これらの結果は，今後の専
門研修改善のために参考にしていかなければならな
い貴重なものである。

本論文の要旨は，第２８６東京歯科大学学会総会（２００８年１０月
１８日千葉市）にて発表した。

文 献
１）住友雅人，卒後歯科医師臨床研修，日本歯科医学会・歯
科医学教育白書作成委員会 別冊，６９～７７，２００５．
２）高橋俊之，角田正健，山倉大紀，杉山利子，宮下有恒，
安達 亮，森永一喜，伊藤明代，春山親弘，武田友孝，中
島一憲：千葉病院総合診療科における臨床研修歯科医の診
療状況について，歯科学報，１０７：５１９～５２７，２００７．
３）Sugiyama T., Tsunoda M., Takahashi T., Yamakura D.,
Miyashita Y., Adachi R., Morinaga K., Itou A., Haruyama
C., Takeda T. and Nakajima K.: Clinical Training in De-

partment of General Dentistry at Tokyo Dental College
Chiba Hospital, Bull Tokyo Dent Coll,４９：２９～３２，２００８．
４）高橋俊之，角田正健，石井拓男，一戸達也，亀山敦史，
古澤成博，柿澤 卓，外木守雄，岡崎雄一郎，山根源之：
東京歯科大学歯科医師臨床研修における初期研修改善への
取組，歯科学報，１０８：２４７～２５１，２００８．
５）高橋俊之，杉山利子，山倉大紀，近藤祥弘，野呂明夫，
角田正健，一戸達也，平田創一郎，石井拓男：東京歯科大
学千葉病院臨床研修歯科医による協力型臨床研修施設の評
価，日本歯科医学教育学会誌，２４：７８～８２，２００８．
６）高橋俊之，角田正健，山倉大紀，杉山利子，近藤祥弘，
野呂明夫，一戸達也，平田創一郎，石井拓男：東京歯科大
学千葉病院歯科医師臨床研修の協力型研修施設において生
じた問題事例，歯科学報，１０８：４４１～４４３，２００８．
７）川喜多二郎：KJ法－渾沌をして語らしめる．１版．東
京：中央公論新社；１９８６．
８）工藤義之，岸 光男，熊谷啓二，中村弥栄子，柳谷隆
仁，遠藤徳行，金村清孝，古屋純一，齋藤 亮，浅川麻
美，八木 實，佐藤健一，大平千之，岡田伸男，柴崎
信，星野正行，高谷直伸，古川良俊，織田展輔，浅野明
子，三浦廣行：ポジティブチェンジに基づいたワーク
ショップによる平成１８年度岩手医科大学歯科医師臨床研修
の検討，日本歯科医学教育学会誌，２３：３８６～３９４，２００７．
９）王丸寛美，角 義久，伊吹禎一，松家洋子，住吉圭太，
和田尚久，秋山陽一，樋口勝規：九州大学病院歯科医師臨
床研修における卒直後教育環境評価，日本歯科医学教育学
会誌，２３：１８３～１９０，２００７．

高橋，他：東京歯科大学千葉病院歯科医師臨床研修の専門研修２１６

―１１４―



Dental Clinical Specialized Training Program Conducted
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In March 2008，second-stage training was completed after the dental clinical specialized training pro-
gram was made obligatory． We considered the following three areas : １．Opinions regarding the pro-
gram，collected during the workshop ; ２．The curriculum and guiding framework for each course of the
program and the number of instructors in 2008 ; and ３．The influence of the program on the trainees’ca-
reer choices after they had completed clinical training in fiscal 2007． Although problems concerning the
training period，guiding framework，and content were well clarified，there were no opinions on appropri-
ate improvements． As a merit，it was pointed that the trainees could obtain new knowledge and skills．
The curriculum and guiding framework for each course and number of instructors differed between
courses ; however，it was found that the trainees were more highly motivated in courses in which they
could participate in actual medical treatment． The results of the questionnaire on trainees’career
choices after clinical training showed that the specialized program had a large influence on such choices in
and after the second year． （The Shikwa Gakuho，１０９：２１１～２１７，2009）
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