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はじめに

歯科医の生涯研修にとって症例報告（通称ケース
プレ・症例発表）は重要な意味をもっています。歯
科学報という学会誌にふさわしいテーマかどうか迷
いますが《臨床ノート》というこの場を借りてケース
プレの意味や意義について考えてみました。症例報
告の大切さを学んだのは，私の個人的な経験からで
すので，思い込みもないわけではありませんが，そ
の効能についてはかなりの確信をもっています。臨
床では患者から学ぶことが多く「患者は臨床の師」
だと代々の先輩から聞かされていましたし，その通
りです。症例報告はその師（患者）からの言葉を聞く
ための高性能のアイテムだったと，固く信じていま
す。

たぶん皆さんも同じだと思いますが学生時代は教
師陣から提供される大量の知識を理解し納得する世
界だったはずです。ところが臨床は納得世界ではな
く，むしろ日常臨床の一つ一つの体験が身に付き蓄
積されて，大小さまざまなものを体得していく世界
です。学生時代の納得型から臨床の体得型への学び
の構造変化をどう切り替え，どう自分のものにする
かが生涯研修のスタートで最も大切なことだと思う
のです。要は歯科臨床医にとって生涯研修の方法論
を若いうちに身につけるべきで，それは症例報告の
なかにあると考えているということです。

１．なにが得られるか

１）自分の臨床レベルを知る
患者のデータや治療の記録をとり，記録を保存管

理し，そのなかからなにを報告するかを決めて，与
えられた発表時間に見合ったボリュームを，最近は
パソコンなどを利用してストーリー化し発表する。
発表後はグループで意見交換し，アドバイスを受け
て終了する。これが症例報告ですが，こうした手順
だけを羅列するとあまりに単純でどこにも生涯研修
の方法論とかレベルアップに結びつくとは思えない
かもしれません。でもまず実際にやってみると自分
の臨床レベルが嫌というほどに表出してくるはずで
す。これが症例報告の第一の効能なのかもしれませ
ん。自分で自分を知ることが生涯研修のスタートで
す。

２）判断にいたるプロセス
初診時や治療の過程のなかで診断や治療方針の決

定に過不足なくデータを集めていたつもりでもいざ
症例報告をしようと思うと，驚くほどデータが不足
していることに気づくはずです。診療能力アップの
入り口として診断力や診断にいたるプロセスを学ぶ
ことが大切なのは念を押すまでもありませんが，症
例報告を経験してみると実に曖昧に漠然とした思い
込みで診断や治療方針を決めていたと気づくことに

宮地建夫

歯科臨床医への生涯研修
―症例報告を検証する―

臨床ノート

Tateo MIYACHI : Lifelong Training for Dental Practitio-
ners -Verification of case reports－（Clinical Professor of
Tokyo Dental College）

キーワード：体得世界，疑似体験，未来予測，アウトカム
評価

東京歯科大学臨床教授
（２０１１年３月２３日受付）
（２０１１年３月２８日受理）
別刷請求先：〒１６８‐００７２ 東京都杉並区高井戸東１－１－１３

宮地建夫

― １ ―

２４９



なります。症例報告を経験した後（実際は何年か後
でしょうが）は必ず，データ不足にならないように
より緻密に丁寧に患者の口腔内を診るようになって
いるはずです。治療方針の決定を他者に説明すると
なると自分の判断を裏付ける診断根拠や判断基準を
まず自分の中で明示できることが必要なのだという
こともわかってきます。少し時間がかかることも確
かですが，そのスタートラインに着くかどうかが分
かれ路でしょう。その間，症例報告するたびにデー
タや記録が不足していることに気づき落胆しなが
ら，その繰り返しのなかで，判断にいたるプロセス
が少しずつ見えてくるはずです。自分の患者への診
断や治療方針の決定は教わるものでも，教えられる
ものでもなく“体得”するものなのです。

３）問題発見とタイトル
一人一人の患者体験から学ぶものは多種多様です

が症例報告ではあまり一度に欲張るのはマイナスで
す。焦点がぼけるだけです。いろいろな問題がある
のはわかりますが，そのなかで最も強調したいもの
を選び出すこと，それが肝心です。症例の最も強調
したいこととは，症例の最大の問題点を把握するこ
となので，それを選び出す訓練が診断力アップに直
接結びつくはずです。つまり患者のどこを中心に見
たのかが発表タイトルになるわけなので，他人の症
例報告でも自分ならこうタイトルをつけるだろうと
考える癖をつけることが大切です。グループでもど
んなタイトルがよりふさわしいかをディスカッショ
ンすることで症例報告からなにを見るかの見方を学
ぶことができるはずです。自分で症例報告し，その
あとでディスカッションするといろいろな見方があ
るものだとつくづく感心させられます。視野が広が
るばかりでなく，自分の勘違いや基本的な誤解が浮
かび上がってくることも少なくありません。自分で
症例報告をしたことがないと，ディスカッションは
頭の上を素通りするだけです。症例報告を経験した
後では他者の発表が，それまでより深い視点で見え
てくるものです。だからこそ早い段階で症例報告を
体験すべきだと思うのです。

４）コミュニケーション技術
自分の体験や判断を相手（複数）に理解してもらう

ために，どのように伝えるかが問われます。人前で
の発表は得手不得手の個人差が大きく最初はなかな
かうまくいかないことも多いのですが，伝えようと
いう思いさえあれば，そのうちコミュニケーション
技術は上達していきます。最初は多少先輩から辛口
の叱咤はあるかもしれません。しかし，その見返り
に患者さんの訴えを聴き取り，現在の問題点を伝え
るという患者面接能力となって戻ってきます。コ
ミュニケーション能力は歯科臨床にとって極めて大
切な能力なので症例報告から得られる成果は大きい
のです。多少先輩から怒られても乗り越えるべきで
す。症例報告の場はどんなに小さな輪でも必ず熱心
な臨床家が集まりますから，だんだん臨床を語れる
仲間の輪が大きくなるものです，熱心な臨床家達の
間に自己を置くと不思議なことにそれだけで臨床能
力が向上するものなのです。それも広い意味でのコ
ミュニケーション効果だと思います。

５）経過が生まれる条件
最初のころはどんな症例に遭遇して，どこを診て

なにを考えたか，そこが話題の中心になるかも知れ
ませんが臨床経験の長さに応じて徐々に患者の術後
経過が延びてきます。それほど長くなくても術後経
過は間違いなく“患者は臨床の師”という先達の言葉
を実感させられます。生涯研修にとって症例報告の
凄さを強く感じるのはこの経過なのです。

どう治療したかがプロセス評価だとすれば，経過
はアウトカム評価です。評価としては最強です。歯
科の経過観察は医科の病理解剖と同じ意味があると
教わったことがあります。確かにそうです。ただ１０
年待っていれば１０年経過症例が生まれるわけではあ
りません。患者経過が突然出現するのではないとい
うことです。初診時のデータを集めて，そのなかで
診断し治療方針を決めて，それを苦労して症例報告
としてまとめておくからこそ，時間とともに『患者
の経過』へと育っていくのです。そして経過が育っ
てくれるかどうかはもう一つの大切な条件が必要で
す，それは“患者とのかかわり”が失われないという
ことです。ときとして，患者のためにしっかり直し
たいという術者の善意が勝ちすぎると患者の思いと
のずれが生じます。そのずれは患者とのかかわりを
断ち切り，経過が育たなくなります。育たなかった
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患者との顛末は言いたくありませんが数えきれない
ほど経験しました。経過の長さは患者・術者関係を
表す一つの物差なのだと思います。

６）経過を補う２つの方法
これだけ経過が大切だと強調しますと，まだ臨床

経験の少ない若い先生方は突き放されたような，自
分の努力では解決できない焦燥感を感じるかもしれ
ません，私もそうでした。経験が浅く症例経過を
持っていなくても，それを補う方法が２つありま
す。その一つは一人一人の患者の過去を観ることで
す。二つ目は先輩の長い経過を疑似体験する方法で
す。このように０経過を遮二無二に補おうと力説し
ているのは，それだけ“患者の経過”がいかに重要な
のかを認識してもらいたいからです。「口腔内は患
者の履歴書」だといわれているように，歯科のよう
な継続疾患では過去からの病歴がぎっしりと積層さ
れて今の姿（現症）になっているので，見方によって
は隠れている経過の軌跡を体験できるはずです。つ
まりレトロな経過観察です。未来と同じく過去もま
た正しく把握することは難しいのですが，少しでも
初診時までの既往の流れを聞き出し，経緯を想像す
ることができれば経験が浅くても経過という宝物に
接近することができるはずです。

７）疑似体験の限界と効能
経過の代役のもう一つは疑似体験です。先輩の経

過報告から何かを（受信機さえよければ実に多くの
ことを）感じとることができます。もし擬似体験す
る一度のチャンスさえあれば，すぐにその効果が了
解されることなので，擬似体験の意義をくどくど書
くのは控えます。ただしそうはいっても「擬似体験
は擬似なのだ」と認識しておく方が大切です。診療
室のシステムも環境も違いますし，真似してみても
同じことがすぐできるわけでもありません。疑似で
は傍観者でいられますから，経過が悪くても身につ
まされることも責任を感じなくても済んでしまいま
す。実体験とは緊張感や迫力が違います。そうした
意味で疑似体験は学生時代の納得世界の近くにあっ
て，体得世界ではないのかもしれません。

他者の症例を観させてもらっても入り口で自分の
処置方針や基本的な考え方と異なればいくら長い経

過があってもその症例の中に入り込めないこともま
まあります。疑似体験には限界があるのはやむをえ
ないと思いますがそれでも経過の大切さそのものは
学び取ることはできるはずですし，そうしてもらい
たいと思います。

疑似体験が生かされるのは，自分が同じ症例を経
験したときに「あぁー」と思い出だされ，一気に納
得の疑似から体得に昇格するときです。

８）体得の育て方
経過がそのまま良質な臨床経験になるとは限りま

せん。臨床経験とは臨床に役立つ経験でなければ意
味がありませんから，もし経過の都合の悪い部分は
忘れ，都合のいいところだけ蓄積されれば，術者の
勝手な思い込みが補強されるだけで，かえって始末
が悪くなります。しかし，もし体験したことが症例
報告を通して複数の目で吟味されると，そこで初め
て上質な臨床経験へと昇格していき，その上質な臨
床経験が蓄積されたものだけが臨床的な価値を持ち
ます。

まずは記憶と記録が一体化されたところに芽がで
て，症例報告によって意味のある臨床経験に育ちは
じめる，それが体得世界の流れです。

９）経過と未来予測と
そうした臨床経験がなにに役立つかというと，未

来予測の精度があがるということでしょう。未来予
測は虫歯や歯周疾患への歯科的診断能力だけでなく
口腔全体がどのように推移し，いまどのレベルにい
て，どんな問題点を抱えているか，なにが未来予測
に関わりそうなのかを取捨選択し，判断の優先順序
等々，臨床の総合力が問われます。未来予測は良質
な臨床経験という地があって初めて精度があがるも
のです。とは言っても未来予測は難しく大半は外れ
ますが，当たらない予測が無意味だとも思いませ
ん。臨床では定期的なチェックができるのでそのた
びに予測を補正していくことが可能です。予測は修
正可能ですが，はじめに未来予測をたてておかなけ
れば修正ができません。未来予測は初診時からの連
続した継続審議だといえます。歯科疾患は１０年たっ
ても２０年たっても所詮は未完成のストーリー（物語）
です，術者は未完成の私小説の続きを想像しなけれ
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ばなりません，それが未来予測です。 １０）知っているとやっている
繰り返しますが，歯科医の生涯研修のスタートは

納得世界から体得世界への切り替えです。それにふ

図１ 抽選で２班に分かれ，模造紙と Post-it を利用し意
見を出し合った

図２ 全員が集まり，班でどんなことが話題として挙った
か話し合った

図３ “症例報告の効能”をテーマにし，両班の意見を合成してみた
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さわしい先輩の言葉をお伝えします。それは豊永美
津糸先生の言葉です。臨床では聞いた・知ってい
る・やればできるというレベルと臨床でやった，
やっているというのは全く違う。そのことを認識す
べきだという忠告です。くどいかも知れませんが聞
いた・知っているは納得世界，やっているが体得世
界です。豊永先生はすでにお亡くなりになりました
が，若い多くの臨床医に自分の臨床経過を見せなが
ら症例だけでなく歯科医の姿勢を厳しく教育した尊
敬すべき臨床医でした。症例報告は臨床で実際に自
分が“やっている”，そちら側に立っているという
立ち位置の確認になります。どうでしょうか症例報

告の効能が伝わったでしょうか。

２．若手からみた症例報告への想い

過日，同窓会の若手学術委員や普段から症例報告
会・発表会に熱心に取り組んでいるメンバーに集
まってもらい，１．症例報告から何が得られるか，
２．症例報告の基本構成・注意点といった角度から
グループディスカッションをしてもらいました。そ
のマトメが２枚の図です（図のなかの単語の解説や
輪のつながりなどの分析は紙幅の都合で省略しま
す，各自で読み取ってください）。

図４ もう一つは“症例報告の実際”編で発表方法やマナーまでも話題が膨らんだ
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