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抄録：平成１４年の千葉病院総合診療科開設後に研修

歯科医が担当した患者数および診療・技工累計表を

基に，平成１５，１６，１７年度の各年度別・期別におけ

る研修歯科医の担当患者数と各年度別・期別におけ

る研修歯科医の診療内容および技工作業件数につい

て分析を行った。診療内容に関しては，全国一般歯

科医の診療と比べ，歯周処置の件数がやや少なく，

歯内療法と有床補綴の件数がやや多い傾向が認めら

れたが，両者の間に大きな相違はなかった。技工作

業件数については，年度を追う毎に減少し，平成１７年

度は平成１５年度の約１／４だった。今後の臨床研修が

より良いものとなるには，患者数の増加，症例の拡

大と充実，技工作業の検討などさらに創意工夫しな

ければならない多くの問題があることが分かった。

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）。このような状況の中で，本学においても

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の整備を進めてきた。

歯科医師法に規定された臨床研修に関しては，

「臨床研修は，歯科医師が，歯科医師としての人格

を涵養し，将来専門とする分野にかかわらず，歯科

医学及び歯科医療の果たすべき社会的役割を認識し

つつ，一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は

疾病に適切に対応できるよう，基本的な診療能力を

身につけることのできるものでなければならない」

と記載されている。そこで，この趣旨に沿った診療

がなされているかを把握するために，平成１４年に開

設された千葉病院総合診療科における臨床研修の診

療状況について分析・検討したので報告する。

材料・方法

平成１４年の千葉病院総合診療科開設後に発刊され

た平成１５・１６・１７年度歯科医師臨床研修報告書２）～４）

に掲載されている，総合診療科各期間において研修

歯科医が担当した患者数および診療・技工累計表を

基に，各年度別・期別における研修歯科医の担当患

者数と各年度別・期別における研修歯科医の診療内

容および技工作業件数について分析した。

結果および考察

１）各年度別における研修歯科医担当患者数の状況

図１に示すように，平成１７年度が平成１６年度より

も若干減少していたが，研修歯科医一人当たりの平

均患者数の推移は，各年度により研修歯科医の数に
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差はあるものの，概ね増加傾向を認めた。

患者数は，平成１７年度２期を除き，各年度とも１

期から３期に進むにつれ増加が認められた。最も患

者数の少なかった平成１５年度１期に比べ平成１７年度

３期の患者数は約２．５倍に増えていた。また各年度

とも３期が最も研修歯科医一人当たりの患者数が多

くなっていた。これは診療にも慣れ総合予診におい

て積極的に患者を増やす意識が高くなり，やや難易

度の高い症例にも取組むようになることによるもの

と思われる。また１期で患者数が少ないのは，前年

度の研修歯科医が３月までに治療を終えるよう努め

ることや，０期の４月は全て指導歯科医のみの診療

となり患者数が多くなるため，総合予診で総合診療

科に配当する患者数が少なくなることによると考え

図１ 各年度別平均患者数

図２ 総合診療科研修歯科医診療

高橋，他：臨床研修歯科医の診療状況５２０
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られる。

研修歯科医一人当たりの平均患者数は，平成１７年

度の２期を除き，年度を追う毎に各期とも患者数の

増加を認めた。しかし，研修歯科医一人当たりの患

者数に関してはまだ十分とは言えない。一人当たり

の担当患者数を１５人程度まで増やすことが出来れ

ば，計算上２人１組で週５日間ほぼ空き時間無く診

療が行える。今後，指導歯科医は研修歯科医の患者

数の確保に努力するとともに，治療回数の増加と内

容の充実を図る必要がある。

２）各年度別・期別における研修歯科医の診療内容

および技工作業件数

図２に総合診療科の平成１５年度から１７年度のそれ

ぞれの診療内容件数とその比率を示す。診療内容と

しては，歯周処置が最も多く全体の約４０％を占めて

いた。

この総合診療科における各診療内容の件数と比率

を，図３の平成１６年社会医療診療行為別調査５）に記

載されている６月分全国総計の傾向と比較すると，

総合診療科においては，全国一般歯科医の診療と比

べ，歯周処置の件数がやや少なく，歯内療法と有床

補綴の件数がやや多い傾向が認められた。しかし，

両者の間に大きな相違はなかった。このことは，臨

床研修の，「一般的な診療において頻繁に関わる負

傷又は疾病に適切に対応できるよう，基本的な診療

能力を身につける」という目的が実践できているこ

とを示すものと言える。

３）診療内容ごとの詳細とそれぞれの処置回数およ

び比率についての分析

� 歯周処置に関しては，歯周基本検査，TBI，ス

ケーリング，SRP，その他の歯周処置について集

計分析を行った。図４に示すように，全体として

は，年度を追う毎に処置回数の増加が認められ，

全体の比率としてはスケーリングが最も多く約

３０％を占めていた。

� 歯内療法に関しては，麻酔抜髄，感染根管処

置，根管貼薬，根管充填，その他の歯内療法につ

いて集計分析を行った。図５に示すように，ほと

図３ 全国一般歯科医診療
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図４ 歯周処置

図５ 歯内療法

高橋，他：臨床研修歯科医の診療状況５２２
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んどの処置回数は年度を追う毎に増加を示した

が，感染根管処置については平成１７年度ではやや

減少したが，全体の比率としては根管貼薬が最も

多く，約５０％を占めていた。

� 保存修復に関しては，成形修復，インレー形

成・印象，インレー装着について集計分析を行っ

た。図６に示すように，すべての処置回数におい

て平成１６年度は減少していたが，全体としては各

年度とも同様の傾向が認められ，全体の比率とし

ては，成形修復が最も多く全体の６０％を占めてい

た。

� クラウン・ブリッジ補綴（以後，冠架補綴と略

す）に関しては，クラウン形成・印象，クラウン

装着，ブリッジ形成・印象，ブリッジ装着，メタ

ルコア形成・印象，メタルコア装着，その他の歯

冠補綴処置，その他の歯冠補綴装着について集計

分析を行った。図７に示すように，すべての処置

回数において平成１７年度はやや減少していたが，

全体としては各年度とも同様の傾向が認められ，

全体の比率としては，ブリッジに関するケースが

８％と最も低い値を示した。

� 有床補綴に関しては，有床義歯最終印象，有床

義歯咬合採得，有床義歯装着，有床義歯調整，義

歯修理，床裏装，粘膜調整について集計分析を

行った。図８に示すように，若干の変動はあるが，

全体として各年度とも同様の傾向が認められ，全

体の比率としては，義歯調整が最も多く全体の

５５％を占めていた。

� 外科処置に関しては，膿瘍切開，抜歯，伝達麻

酔，その他の外科処置について集計分析を行っ

た。図９に示すように，すべての処置回数におい

て平成１６年度はやや減少していたが，全体として

は各年度とも同様の傾向が認められ，全体の比率

としては，抜歯が最も多く約５０％を占めていた。

４）年度別診療内容推移についての比較

図１０に示すように平成１５年度では，冠架補綴が３

期で増加していたが，他の診療件数には大きな相違

は認められなかった。平成１６年度では，２期で全て

図６ 保存修復

歯科学報 Vol．１０７，No．５（２００７） ５２３
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図７ クラウン・ブリッジ補綴

図８ 有床補綴

高橋，他：臨床研修歯科医の診療状況５２４
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図９ 外科処置

図１０ 年度別診療内容推移 図１１ 年度別診療内容比率
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の診療内容において診療件数の増加が認められた。

平成１７年度では，３期で全ての診療内容において診

療件数の増加が認められた。１期では，歯内療法と

保存修復を除き，年度を追う毎に診療件数が減少し

ていた。２期では，歯内療法と冠架補綴，有床補綴

は平成１６年度で診療件数が多い傾向が認められた。

３期では歯周処置が約２倍に増加していた。

５）年度別診療内容比率についての比較

図１１に示すように平成１７年度で歯周処置の割合が

増加し，歯周処置，歯内療法が約６０％を占めていた

が，他の診療内容においては大きな相違は認められ

なかった。

また年度を追う毎に歯周処置と歯内療法の件数は

増加していた。他の診療に関しては大きな相違は見

られなかった。

６）技工作業件数について

図１２に示すように総計の推移は，年度を追う毎に

減少し，昨年度は平成１５年度の約１／４だった。各年

度各期の技工作業数の推移は，一定の傾向は認めら

れなかった。また，各年度の各技工内容についての

数の推移を見たが，特に傾向は認められなかった。

各個トレー製作，インレー製作，クラウン製作，ブ

リッジ製作，メタルコア製作，有床義歯製作，スプ

リント製作，TEK 製作，その他の技工物の年度別

推移と比率については，図１３に示すように，件数と

しては TEK 製作が最も多く２６％を占めていたが，

ブリッジやスプリントの製作割合は１％であった。

これは患者を１週間間隔で診療するためには，比

較的容易な物は自ら製作しても時間的に可能でる

が，複雑で手間のかかる物は外注せざるをえないた

めと考えられる。診療を多く行うことと技工作業を

多く行うこととの間には相反するものがあるため，

どちらに重点を置くかによって技工作業数は変わる

と思われる。現在の「患者数を多くすることに主眼

を置いた研修方針」の中では，ある程度技工作業数

が減少することは避けられないと思われるが，歯科

医師として技工士に適切な指示が出来る知識と製作

物を見る目を養うことは不可欠であり，その点を補

うことを考えた研修を行う必要がある。

図１２ 各期別技工作業数推移

図１３ 技工作業件数・内容比率

高橋，他：臨床研修歯科医の診療状況５２６
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まとめ

以上の結果より，診療および技工に関して，今後

の臨床研修をより良いものとするためには，患者数

の増加，症例の拡大と充実，技工作業の検討などに

関してさらに創意工夫しなければならない多くの問

題があることが分かった。

本論文の要旨は，第２８２回東京歯科大学学会総会（２００６年１１

月４日，千葉市）において発表した。
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We analyzed the work of post-graduate dental clinical training course at Chiba hospital between２００３

and 2005 in terms of number of cases handled，type of treatment given and total number of dental techni-

cal materials produced． The results showed slight tendency toward less periodontal treatment and more

endodontic and removable prosthodontic treatment than the national average given by general dentists in

Japan． Number of dental technical materials decreased yearly，and in 2005 was about 1/4 that in２００３．

We must work toward securing and treating more cases and increasing number of dental technical materi-

als produced in improving clinical training． （The Shikwa Gakuho，１０７：５１９～５２７，２００７）
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