
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title
わが国の医・歯・薬学部における東洋医学教育(第2報) :

教育と臨床応用の現状からみた今後の展望

Author(s)
亀山, 敦史; 王, 宝禮; 野呂, 明夫; 市村, 葉; 瀧, 邦

高; 砂川, 正隆; 戸田, 一雄; 高橋, 一祐

Journal 日本歯科東洋医学会誌, 28(1-2): 14-18

URL http://hdl.handle.net/10130/2012

Right



14 日本歯科東洋医学会誌

わが国の医 ･歯 ･薬学部における東洋医学教育

一第2報 教育と臨床応用の現状からみた今後の展望一

亀山 敦史1･2) 王 宝鰻 3･4)野呂 明夫1) 市村 菓 5)

瀧 邦高6) 砂川 正隆7) 戸田 一雄8) 高橋 -祐9)

l)東京歯科大学千葉病院総合診療科

2)東京歯科大学口腔科学研究センターHRC7

3)松本歯科大学歯科薬理学講座

4)松本歯科大学病院口腔内科外来

5)明海大学歯学部機能保存回復学前座保存修復学分野

6)大阪大学歯学部附属病院歯科麻酔科

7)昭和大学医学部第一生理学教室

8)長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 医療科学専攻 生命医科学前座 生体情報科学分野

9)束京歯科大学名誉教授

EducationofOrientalMedicineatMedical,Dental,andPharmaceuticalSchoolsinJapan

-ヤart2:EducationalandClinicalProspects-

AtsushiKameyamal･2),pao-LiWang3･4),AkioNorol),Yohlchimura5),

KunitakaTaki6),MasatakaSunagawa7),KazuoToda8)andKazuyuTakahashi9)

l)GeneralDentistry,TokyoDentalCollegeChibaHospital

2)oralHealthScienceCenterHRC7,TokyoDentalCollege

3)DepartmentofPharmacology,MatsumotoDentalUniversity

4)oralMedicine,MatsumotoDentalUniversityHospital

5)DivisionofOperativeDentistry,DepartmentofRestorative&BiomaterialsSciences,MeikaiUniversitySchoolofDentistry

6)DentalAnesthesia,OsakaUniversityDentalHospital

7)DepartmentofPhysiology,SchoolofMedicine,SbowaUniversity

8)DepartmentoHntegrativeSensoryPhysiology,UnitofBasicMedicalSciences,

NagasakiUniversityGraduateSchoolofBiomedicalSciences

9)professorEmeritus,TokyoDentalCollege

2009年 5月19日受付

2009年 5月29日受理

連絡先 :〒261-8502千乗市美浜区真砂 1-2-2

東京歯科大字千葉病院総合診療科 亀山敦史

唱話 043-270-3958

E-mail:kameyama@tdc.acjp



Vol.28,No.1･2,2009年

Abstract

Weconductedaquestionnairesurveyontheorientalmedicinebeingtaughtatmedical,dentaland

pharmaceutiCalinalluniversitiesoverschoolsJapanandreportedourfindingsonthecurrentstateofthis

educationandtheareasofcurricularemphasisinourpreviousreport.In也isreport,weconsiderthefuture

prospectsoforientalmedicineedueationinthefieldofdentistrybasedonthreemainareas:1)theclass

hoursandeducationalsupervisorsatinstitutionswhichteachorientalmedicine;2)inuniversitieswhere

orientalmedicineisnottaught,thereasonsforthisaswellasanyfutureplanstobeginofferingit;3)the

clinicalapplicationoforientalmedicineindentalclinics.Oursurveyrevealedmajordisparitiesin也e

teachinghoursofuniversitydentalschoolscomparedwiththeirmedicalcounterparts.Thosedentistry

departmentswhichdidnotofferorientalmedicineaspartoftheircurriculum citedalackofhuman

resourcesandtimeasthereasons,andmostinstitutionsdidnothaveanyfutureplanstobeginteachingit.

Furthermore,theapplicationoforientalmedicineinuniversity-Operateddentalclinicswaslimitedmostlyto

paincontrolandanumberofpatientswithintractableillnesses.We,也erefbre,considerthatbasicand

clinicalresearchaimedattheapplicationoforientalmedicineinareassuchasoralanti-agingaswellas

dedicatede放)rtstoraiseawarenessareessentialinordertopromoteeducationfわrorientalmedicinein也e

fieldofdentistry.

Keywords:Questionnairesurvey,Orientalmedicine,Education,Curriculum

Ⅰ.緒 言

われわれは,医 ･歯 ･薬学部における東洋医学教育の

現況,今後の予定,および附属病院における東洋医学療

法の臨床応用の実態についてアンケート調査を行い,こ

のうち学部教育における東洋医学教育の導入状況,教育

を実施している科目(ユニット),束洋医学教育の主体と

なる治療法,および開講年度などについて前報で報告し

たl).矢数らによる昭和61(1986)年当時の同様の調査2)

では,その東洋医学教育の中人率はわずか医学部で10%

前後にすぎなかったが,現在ではほとんどの医学部でな

んらかの東洋医学教育が導入されており,この20年間

に東洋医学の教育状況が大きく変化したことが明らかと

なった.一方,歯学部では昭和61(1986)年当時から4

割程度の導入率があったにもかかわらず,その率は現在

もほとんど変化しておらずl･2),歯学部では東洋医学を日

常臨床に応用することについての理解に乏しいものと思

われた.

本報告では,アンケート調査で明らかとなった各大学

における今後の教育予定や,附属病院における東洋医学

療法の導入状況から,特に歯学部における東洋医学教育

のあり方について考察する.
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Ⅱ.調査対象および方法

調査対象は第 1報と同様,全国医学部80校,歯学部

29校,薬学部74校の計 183校である.このうち回答が

得られた医学部43校 (54%),歯学部20校 (69%),秦

学部40校 (54%)の回答を集計し,比較検討した.東洋

医学教育の現況に対する質問5項目,今後の教育予定に

関する質問2項目,および附属病院における東洋医学の

臨床への導入状況に関する質問1項目 (医学部 ･歯学部

のみ)の計8項目について調査を行った.本報告ではこ

のうち,東洋医学教育の実施時間数とその担当者,今後

の教育予定とその時期 (予定),および附属病院における

東洋医学的療法の臨床応用について検討を行った.

Ⅲ.結果および考察

1.東洋医学教育の実施時間数

医 ･歯学部のうち,卒前教育として東洋医学教育を実

施している大学における,その教育時間数 (必修)の分

布を表 1に示す.なお,薬学部については必修と選択の

別および,それらのコマ数や単位数など,大学によって

記述が異なり正確な集計が不可能であったため割愛し

た.

医学部では5時間以上 15時間未満に約2/3の大学が

集中していた.一方,歯学部では30時間以上を費やし
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表 1 医学部 ･歯学部における東洋医学の卒前教育時間数

医学部 歯学部

3時間未満

3時間以上5時間未満

5時間以上10時間未満

10時間以上15時間未満

15時間以上30時間未満

30時間以上

不明

4

2

2

0

4

0

1

r:

:

3

0

2

0

0

2

1

表 3 教育非実施校におけるその理由 (歯学部のみ)

非科学的な部分が多い

国や学界が教育の必要性を認めていない

教育する時間がない

教育を担当する人材がいない

その他

未回答

0

2

9

0

1

1

1

(複数回答あり)

ている大学が2校 (大阪歯科大学,長崎大学歯学部)存

在する一方で,3時間未満と回答した大学も3校存在す

るなど,大学によってその実態は全く異なることが明ら

かとなった.

2.東洋医学教育担当者の分担状況

医 ･歯 ･薬学部の各大学における東洋医学教育担当教

員の専任･非常勤の分担状況を表2に示す.医学部では,

束洋医学教育を専任教員のみで実施 している大学は33

校中1校 (関西医科大学)のみで,過半数の大学は ｢主

に専任教員で担当するが一部非常勤教員が担当する｣と

回答した.近年,東洋医学の独立前座や専門の診療科を

有している大学が増加しているが,これとは別に東洋医

学臨床で活躍する開業医の経験や技術を有機的に複合し

た横極性のある東洋医学教育を行っていることが推察さ

れた.

歯学部では,｢すべて非常勤教員のみで東洋医学教育

を行っている｣という回答も見受けられた (愛知学院大

学歯学部)が,回答の多くは ｢専任教員のみで東洋医学

教育のすべてを行っている｣,あるいは｢部分的に非常勤

教員を導入している｣であった.

3.東洋医学教育の非実施校におけるその理由

歯学部における非実施の理由を表 3に示す.非実施

12校の多くで,｢東洋医学教育を担当するにふさわしい

人材がいない｣ことをその理由に挙げていた.東洋医学

教育非実施の大学が新たに束洋医学教育を行うにあたっ
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表 2 榔羊医学教育実施校における教育担当者

医学部 歯学部 薬学部

すべて噂任教員

一部非常勤教員

主に非常勤教員

すべて非常勤教員

その他

回答なし

1

0

6

3

2

1

2

4

3

0

1

0

0

3

8

6

4

1

5

1

ては,まず教育担当者を養成することから始めなければ,

教育はおろかカリキュラムの制定さえ行うことができな

い.その核となるべき機関は現在のところ日本歯科東洋

医学会以外に考えられず,まずは各大学の教員に対して

本学会への入会を働きかけ,東洋医学教育担当者の養成

と,理想的なカリキュラムの制定に関して,早々に本学

会で議論する必要がある.

次いで ｢教育する時間がない｣という回答も9校と多

かった.医学部は歯学部に比べ,講義の履修科目が多く,

｢知識｣として習得すべき内容が多いのに対し,歯学部で

は臨床基礎実習でマネキンでのシミュレーションや技工

操作を行うなど,｢技能｣や ｢態度｣の習得に費やす時間

数が6年間の教育カリキュラムのうちかなりの割合を占

める.また近年では国家試験の時期や難易度上昇の影響

から,各大学とも病院での臨床実習開始時期を早める傾

向があり,このことも東洋医学教育中人を妨げる要因に

なっていることが示唆された.

歯科医学教授要綱では,平成 19(2007)年の改訂にお

いて東洋医学関連の項目が新たに盛り込まれた3).それ

にもかかわらず,｢国や学界が教育の必要性を認めてい

ない｣(岩手医科大学歯学部,新潟大学歯学部),｢歯学だ

から｣(九州大学歯学部)という回答が少数ながらも存在

した.このことは,日本歯科東洋医学会としても塵慮せ

ざるをえない事項である.

なお医学部で唯一,東洋医学教育を行っていないと回

答した川崎医科大学は,非実施の理由について未回答で

あった.

4.東洋医学教育に対する今後の予定

医 ･歯 ･薬学部にかかわらず,現在すでに束洋医学教

育が行われている大学については,そのほとんどが今後

も教育の実施継続を予定していた.一方で,教育非実施

の歯学部で今後新たに教育の実施を予定,あるいは検討

している大学は12校中わずか 1校にすぎず,7校は ｢予

定なし｣と回答した (表4).

東洋医学教育の理想的な実施体系についての回答結果
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表 Ll 幽′､;･''部における1117-Yl宝iL;と科IlTJ教f7に対する今後の

予定

教Iff実施校 数fl非実施校

ILlli-Y=[去芋教育の予定あり

検討■い

未快.付
末lQJ答

し. - = ]

0% 20% 40% 60% 80% 100%
Jl章票床ig入あり f宋導入 ■乗回旨

図 1 大半附属柄院における311汗医学の臥.肘 と.JlL状況

を袈5に示す.医学部および難字部では,′､;JI預;における

正規教Lffとして実施するのが望ましいとするlEl答が多く

の大と;･'-でfIfられた-1方,附半部では大等院教育や卒後研

修として行 うのが望ましいとするl司答が多 く見受けられ

た.このことから,あえてすべての歯科l宝州にik群医学

を教背する必掛 まなく.恥味をもつ老だけが卒業接に教

育を受ければよい. という考えをもつ大 ､̀;･''が多いことが

明らかとなった.

5 各大学の附属病院における東洋医学の臨床応用の有無

と担当診療科.およびその手段について

[芸.舶3･':部の附尻病院における東洋医ノl;･'の船旅応用の

有鰍 こついて,その回r鞘.I.知を図 1に,婦人している診

桁科を炎6に示す 1宏ギ価では,封入をFJつていると回

答 した大半が 34校中27校 (79LI%)であった その担

当科について.束1-ft宝半riu辿の矧 lリ科やil/I"J外来,ある

いは刃三洋IE;一字研究所の附J舶 勾院で行っていると回答 した

大字が8校,麻酔科 ･ペインクリニック系8校 と1講も多

かった. しか しながらlノ咋卜系,外科系,上L-i･:LHr邸恢科や総

合診班f科 (部)など,村人 している診ブJ;附 は多岐にわた

り,すべての診桁科で行っているとlEilT}した大半も3校

存在 した.このように,一･船佐科領域では広い馴 或でな

んらかの恥 羊医学の鮎LJuJJIJがなされており,掛 判云芋

と恥IT･E9-1一字の融合,すなわち統合医Ij:その体系が少 しずつ

現尖化 してきている梯ITが擬えた.なお,7M J一治蛸のみ,

または淡IjJを中心に応川 している大ギを合わせると2上1
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表 5 東洋医とj∫数千7の理想的な教や体系にE月け るlifl答紡!4主

E宏学部 船学部 糸t;･1'詔S

1
1

7

0

5

3

8

0

0

9

(ノ
】 6

LD
1
3

パ
.
6

-

-

5

2

(校数l亘J笛可)

表 6 ‡l消 l公学臨床を封入している診戎宅料

<L宝学部>

511洋医学系IIJI‖けト米など

麻酔 ･ペインクリニック

内科系

外科 ･照形外科

虚村人科

耳ま即脚恨科

泌尿岩紺r

蚊僻村
flJ7-神科 ･心蛸EJl科

総合診蛸糾

すべての診糠科
く舶学部>

肺qlL･ペイン//リニノク

口腔外科

如洋医学系IIJr一一けト兼など

その他の特殊外光

佼 (889%)であり.淡方冶鰍 こ比べ粥灸治桁の比frtが

FiJLいと回答 した大半はわずか 2校(74%)にとどまった.

このことから,l宏ギ冊では教育 と同税 沃方を中心 とし

たAl洋医学の軌.休心 FJがなされていることが明 らか と

なった なお平成 17(2005)年 8月に社団法人日本攻洋

JZii;:I:会の ｢淡方ミFJI"]医｣が広告可能な*F■■j医として,(cJ.め

られたのに就き.平成 20(2006)咋4月 1日より施行さ

れた ｢医旅法施行令の一･部を改i】三する政令｣および ｢医

わTf法施行規則の一部を改正する朝命｣により.診u科 名

として ｢枚方lノ昨 日 のP,1■慨 が認められたことで.さらに

この流れが加速されるものと思われる.

-1方歯学部では,火洋医学のEal;･.休応用を行っていると

回答 した大学は 11校 (550%)であった.このうち,主

に応川 している.診焔科 として肺 門'.L科を挙げている大半が

9校存在 した また淡方冶焔のみ,班方>鍼灸,班方<

鍬灸の回答がいずれも3校ずつ.快方 =朗灸と恒1答 した
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大学が 1校であった.学部教育と同様,医学部に比べて

鋪灸療法を応用する割合が高いことを窺わせる結果が得

られたが,これは歯科医療の中心が歯痛をはじめとした

痛みへの対応であることがその背景にあるものと思われ

た.

歯学部では,歯科東洋医学の卒前教育を行うための教

室の開設 (大阪歯科大学歯科東洋医学室)や,大学附属

病院への東洋医学系専門外来の新規開設 (松本歯科大学

病院口腔内科外来,鶴見大学歯学部附属病院歯科東洋医

学外来,鹿児島大学医学部 ･歯学部附属病院歯科漢方専

門外来)の動きもみられる4). ドライマウスや口臭,舌

痛症などの,加齢による身体的変化や,心身医学にまた

がる領域の疾患が増加の傾向にあるなか,これらの症状

に対する東洋医学的アプローチにより良好な結果が得ら

れたとする報告もある5-10).この流れをさらに活性化 し

ていくには,日本歯科医学会の認定分科会の一員である

日本歯科東洋医学会が中心 となり,基礎研究や臨床研究

の充実,歯科界全体への働きかけや国民への啓発亨部臥

あるいは保険適用の拡大への活動などが必要である.そ

してこれらの地道な活動の積み重ねが,ひいては大学歯

学部での東洋医学教育導入率向上につながるものと考え

られた.

本調査の一部は,東京歯科大学口腔科学研究センター

HRC7(口腔アンチエイジングによる生体制御)の研究費(文

部科学省ハイテクリサーチ整備事業)により遂行された.

日本歯科東洋医学会誌
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