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はじめに

前号の宮地建夫先生臨床ノート，「歯科臨床医の
生涯研修 ―症例報告を検証する―」１）とテーマは一
にするが，筆者もまた水道橋病院で臨床教授とし
て，また千葉校舎で医学英語の講義を通して，医局
員，また学生教育に携わらせていただいている。そ
れらを通じて歯科医師の卒後教育について私見を述
べていきたい。

早く一人前の歯科医師になるために

周知のように現在のカリキュラムでは５，６年次
の臨床実習，また国家試験合格後の臨床研修は臨床
教育の主幹をなす。しかしこれらが「一人前の歯科
医師」になるための条件を満たしているかというと
大方の賛同は得られないだろう。
筆者はかつて駆け出しの歯科医のころ，早く一人

前の歯科医になりたいともがいた経験がある。一度
卒業をすると，われわれが受けられる卒後教育とい
うのは限られている。本を読む，研修会，講演会に
参加する，スタディグループに参加するといったと
ころであるのは，今も昔も変わらないところであろ
う。しかしながらこれらで一人前の歯科医になるた
めには，良き指導者，良き仲間に巡り合うことが必
要で，当時友達もいなかった筆者は一人悶々として

いた。

アメリカの大学院教育

１０年ほど臨床医として格闘した挙句，筆者が選ん
だのはアメリカの歯学部大学院に留学するというこ
とだった。事の細かい経緯については筆者が以前に
著した文章２－４）を参照いただけたらと思うが，簡潔
に述べれば，３０代半ばにして残りの歯科医人生を
まっとうし，さらにもう一段の飛躍をするため，開
業を休み３年間の留学をする価値があると感じたの
である。
筆者が学んだのはボストンにあるタフツ大学歯学

部歯周病学大学院だった。アメリカの大学院教育は
なぜ優れているのだろう？そこには「専門医を養成
する」という明確なゴールがあり，そのために必要
な知識と臨床の技術を得ることができる。「臨床の
エキスパートを養成する」という役割を，期限の定
まったプログラムを通して，大学が担っているとい
うことである。
アメリカの歯学部大学院教育には３つの教育の柱

がある。一つはDidactic Course と呼ばれる，いわ
ゆる座学のコース。ここでは頭頸部解剖学，病理学
といった以前に学んだことの復習にあたる部分か
ら，細胞分子生物学といった筆者が学生の時の知識
が全く役に立たない新しい分野の学問まであり，さ
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らには“Practice Management”（開業管理）といった
“実践的”な講義もあった。コースには必ず試験がつ
いてまわり，これらが集中する一年次はかなり苦し
かった。
２番目の柱は“Department Course”と呼ばれ，こ

れはぺリオのプログラムの学生のために授けられる
コースであり，その中心は文献レビューとケース・
プレゼンテーションである。文献レビューでは毎週
多くの文献を読み，それについてのディスカッショ
ンが行われ，また多くのケース・プレゼンテーショ
ンをすることでテクニック的にも精神的にも鍛えら
れた。
３番目の柱はクリニックで実際の患者を診ながら

インストラクターのティーチングを受ける。アメリ
カの歯学部病院は学生が患者を診ることによりト
レーニングを受ける場所であり，ここには毎日多く
の開業医がインストラクターとして学生の指導に当
たっている。
アメリカの教育の根幹は“Evidence Based Den-

tisitry”である。Evidence はどこにあるのかという
とそれは文献の中にあり，多くの文献を読み，身に
付けることでEvidence に精通することを求められ
る。よく歯科は“Science & Art”と称されるが，
“Science”の部分は，Didactic courseと Department
courseで徹底的に鍛えられ，年に一度全米の大学院
生が受けなければばらない“In-service examina-
tion”という試験で評価される。さらに“Art”，すな
わちテクニックの部分は，様々なインストラクター
と共に患者を診ることにより，高度の技術を短期間

に得ることができる。時に難症例にぶつかっても，
一流のペリオドンティストたちが，『私が見ててや
るから，やってみろ！』と背中を後押ししてくれる
のである。エキスパートの指導のもと，実際の患者
さんを診ながらの教育を得ることができる制度は何
事にも代えがたい。こうやってアメリカの大学院生
は限られた期限の中で（歯周病は３年），専門医とし
て独り立ちできる知識と技術（Science & Art）を得
ることができるのである。

東京歯科大学水道橋病院におけるティーチング

筆者が２００６年に水道橋病院の臨床教授を委嘱され
たときに最初に考えたのは，筆者が受けたアメリカ
の教育を実践できないかということである。幸い柿
澤病院長（当時）の理解をいただき，単に診療のお手
伝いをするだけでなく，若手医局員の指導にあたら

図１ 水道橋病院総合歯科での臨床ティーチング。歯周外
科（再生療法）中

図２ 臨床ぺリオセミナー 図３ 咬合性外傷に関する論文のレビュー中
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せていただくことができた。具体的には。クリニッ
クで歯周病治療の各ステップ，つまり診査，治療計
画立案，初期治療，歯周外科ごとに，かれらととも
に実際の診療にあたらせていただいている（図１）。
われわが新人の時を振り返れば，「知識があっても
手が動かない」，「手が動いても知識がない」といっ
た状態を思い出していただけるのではないかと思
う。そこで筆者らが医局員と共に診療にあたらせて
いただくことで，そのギャップは大きく埋めること
ができる。
また診療後は「臨床ぺリオセミナー」を開催して

いる。当初は森山貴史先生（故人）とともに，ついで
齋藤 淳先生（現，歯周病学講座教授）にも加わって
いただき，当番制も持って文献レビュー，ケース・
プレゼンテーションを行っている。森山先生のご逝
去，また齋藤先生の教授就任に伴い，現在は澁川義
宏先生，藤波弘州先生らとともに開催をしている。
当初とは変わり，最近では論文の選定も医局員が中

心となり，現在は「咬合性外傷と歯周疾患」のに関
する一連の論文をレビューしている（図２，３）。
これらの試みは医局員の学会，文献発表という形

で一定の成果を上げてきた５，６）。またアメリカの歯周
病専門医が得意とする一方，日本の歯周病治療では

図４a 天然歯列に対するティッシュ・マネージメント
前歯部の審美障害を主訴に水道橋病院を受診
（総合歯科，細川壮平先生の症例）

図４b 歯槽堤が高さ，幅とも大きく欠損（Seibert Class Ⅲ）

図４c 歯槽堤部へ口蓋からの結合組織移植を 2度行う
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必ずしも定着していない，ティッシュ・マネージメ
ント（特に軟組織）のコンセプトを水道橋病院の歯周
治療（図４），インプラント治療（図５）に導入できた
のではないかと自負をしている。さらに本学歯周病
学講座教授齋藤 淳先生，また慶應大学医学部歯科
口腔外科学教授，中川種昭先生のご尽力により，
「臨床ぺリオセミナー」を発展させ。去る６月に
『千葉病院，水道橋病院，慶応病院合同勉強会』を
開催するに至っている。この試みはこれからも継続
して行われる予定である。

図５a インプラントに対するソフトティッシュ・マネー
ジメント
右上 2番アバットメント露出

（口腔インプラント科，関根秀志，松崎文頼先生の症例）

図５b セミルナー・フラップ＋結合組織移植

図５c 術後
露出アバットメントがカバーされた

図４d 術後
歯槽堤部欠損は修復され，審美性は著しく改善した
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おわりに

水道橋病院臨床教授として水道橋病院の臨床，教
育に携わってから５年が経過した。一定の成果を上
げることができたと思う反面，まだやり足りないと
思うことも多い。それは医局員のモチベーションや
マンパワーの問題だと思う。願わくは筆者だけでな
く，あらゆる分野から多くの臨床医がインストラク
ターとして卒後教育の場に加わっていただければ，
若手医局員の歯科医師としてのレベルは間違いなく
上がり，またそれは来院いただく患者さんに喜んで
いただくことにつながり，さらには病院，大学の評
価も上がるのではと考える。最初に述べたように歯
科医師の卒後研修は大学以外の機関に頼る現状は昔
も今もそれほど変わっていないと思う。大学という
ニュートラルな場がそれに積極的にかかわっていけ

れば，日本の歯科医師の卒後教育の在り方に一石を
投じることができるのではないだろうか？
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