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抄録：臨床研修修了後の歯科医師が，生涯研修の第
一歩として学習するための新たなプログラムを作成
し，臨床の場で実践している報告は数少ない現状に
ある。
東京歯科大学水道橋病院では，各科において独自

のプログラムを作成し教育を行ってきた。今回は当
病院の臨床専門専修科生プログラムのうち，総合歯
科学分野の歯科保存学系プログラムについて，平成
２２年度と２３年度の臨床専門専修科生１６名に対してア
ンケート調査を行い，評価を行った。その結果，各
種セミナーについては好評であったが，講義よりも
実技実習を望む声が多かったことから，今後はより
実技実習を主眼においたセミナーを開催する必要が
あるものと思われた。また，臨床の指導体制は概ね
良好であったものの，担当した患者数にバラツキが
見られるとともに，チェアーの台数の不足が指摘さ
れた。今後より充実したプログラムにするために
は，診療体制の整備も必要であるものと思われた。

緒 言

平成１８年の歯科医師臨床研修制度開始以来，各施
設における臨床研修プログラムは年々充実が図られ
今日に至っており，各臨床研修施設から臨床研修プ

ログラムについての研修内容や研修効果についての
評価が数多く行われている１－８）。しかしながら，臨
床研修修了後の歯科医師が，生涯研修の第一歩とし
て学習するために新たなプログラムを作成し，臨床
の場で実践している報告は数少ない現状にある。

臨床研修歯科医の研修修了直後の進路について
は，大学における医局員の定員数等の関係から，従
来は主に大学院へ進学するか開業医に勤務するかの
二者択一になることが多かった。本学における専修
科生は，歯学に関する専門分野につき，特別な知識
と技能を修得することを目的とし，歯科医師国家試
験に合格した者（ただし，平成１８年以降の国家試験
に合格した者については，歯科医師臨床研修を修了
した者），それと同等以上の学力があると認められ
た者が対象となっている。そのうち臨床専門専修科
生の制度は，各講座・研究室における専門分野毎に
定めた専修プログラムに従って，１年を単位として
専門の知識と技能とを修得することを目的とした本
学独自の制度である。東京歯科大学水道橋病院で
は，従来より各科において独自の臨床専門専修科生
プログラムを作成し，生涯研修の第一歩としての教
育を行ってきた。当病院総合歯科においても，歯科
保存学系と歯科補綴学系のプログラムを作成してい
る。今回は臨床専門専修科生のプログラムのうち，
歯科保存学系のプログラムについての評価を行う目
的で，臨床専門専修科生へアンケート調査を実施
し，その結果について検討を加えたので報告する。

方 法

１．プログラムの概要
当病院総合歯科におけるプログラムは表１に示す
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ようなカリキュラムで実施されているが，詳細につ
いては実際の臨床を補足する目的で，独自の講習会
等を実施することにより SBO の達成を目指してい
る。すなわち，いわゆる日常臨床と，その症例発表
のほかに本学同窓会や，歯科医療商社などの協力を
得て以下の講習会を採り入れている。

１）TDC 卒後研修セミナーへの特別参加，２）
ポジショニングとミラーテクニック（協賛㈱モリ
タ），３）洗口剤の扱い方（協賛ライオン・ウエル
テック・ビーブランド社），４）ボンディング材の
基礎（協賛㈱クラレ），５）最新コンポジットレジン
修復（協賛㈱クラレ），６）マイクロスコープを用い
た歯内療法（協賛マニー，㈱モリタ），７）Er. YAG
レーザーの実際（協賛㈱モリタ），８）接着性レジン
セメントの歴史と臨床の実際（協賛サンメディカル
社），９）口腔ケアの臨床（協賛ライオン・ウエル
テック・ビーブランド社），１０）即時重合レジンの
扱い方（協賛（株）松風），１１）ホワイトニングの実際

（協賛（株）松風），１２）ブタの顎を用いた FOP 実習
なお本プログラムの見直しを毎年行っているが，

平成２２年度と平成２３年度については指導医や講習会
もほぼ同一で，プログラムの内容にほとんど変化が
なかったため，同一の集計を行なった。また，臨床
の指導医については指導する対象者が臨床専門専修
科生という立場から，臨床研修歯科医とは異なり厳
密に明確な立場の区別をしていないが，基本的には
歯科医師臨床研修指導歯科医の資格を有する歯科医
師が主に指導にあたった。

２．調査対象
アンケートの対象者は，平成２２年度と２３年度の各

１年間履修した臨床専門専修科生合計１６名である。
３．調査方法

本アンケートの作成にあたっては，日常臨床につ
いての詳細，すなわちどのような症例をどのくらい
の数行ったかなどについては集計が不可能であった
ため割愛し，特別にプログラムに採り入れた講習会
の参加状況等を中心とした。これらの受講状況につ
いてアンケートを行った上，今後の希望についての
意見を訊いた。また，臨床の指導体制についてもア
ンケートを行い，当科の診療体制についても調査を
行った。アンケート用紙を表２に示す。

結 果

図１は，各講習会の参加者数と特に勉強になった
と答えた講習会を示す。TDC 卒後研修セミナーへ
は全員が参加しており，内容の如何を問わず全員が
勉強になったと答えていた。TDC 卒後研修セミ
ナーのうち，特に勉強になったのはどのセミナー
だったかの問いに対する答えでは，インプラント，
歯周療法，歯内療法のセミナーがそれぞれ３名

（１９％）であったのに対して，欠損補綴系セミナーが
勉強になったと答えた者が６名（３７％）と最も多かっ
た（図２）。なお，本質問に対しては１名が無回答で
あった。その他の各種講習会の中では，ブタの顎を
使用した FOP 実習が参加者１６名中１４名（８７．５％），
マイクロスコープを用いた歯内療法処置実習の参加

表１ 水道橋病院総合歯科の臨床専門専修科生プログラム

都市型病院としての豊富な機能と多彩な症例の下で臨床経験を積み，生涯研修の第一歩を
行うことを目的とする。
ユニット

総合歯科コースの臨床専門専修科プログラム
一般目標（GIO）

総合的な歯科医療を行うために，適切な診断・治療に関する知識・態度・技能を修得する。
行動目標（SBOs）

１ 診査および検査結果から問題点を抽出する。
２ 速やかに臨床診断名を推定する。
３ 総合的な治療計画を立案する。
４ 診断理由を患者に的確に説明する。
５ 診断名に対する処置法を患者に的確に説明する。
６ 的確な処置を正確に短時間で行う。
７ 各処置法に対して的確な診療録の記載法を説明する。
８ 正確で漏れのない診療録を記載する。

方略（LS） 臨 床，シミュレーション，講 義，勉強会
評価（EV） 形成的評価，観察記録
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平成２３年度 臨床専門専修科生アンケート
東京歯科大学水道橋病院の臨床専門専修科生保存系プロ

グラムを１年間受講した感想をお聞かせください。なお，
このアンケートはプログラム責任者が今後の参考とするた
めに行うものですので，自由な御意見をお願いします。

１．TDC 卒後研修セミナーに参加しましたか？
１）全て参加した ２）一部参加した
３）参加しなかった

２．その中で先生が特に勉強になったのはどのセミナーで
したか？

その理由についても簡単にお書き下さい。

３．TDC 卒後研修セミナーについて，何かご意見があれ
ばお書き下さい。

４．本プログラムで行われたその他の講習会のうち，先生
が出席したのはどれですか？○を付けてください（複数
回答可）。
１）クリニカルスキル（CS）セミナー
２）洗口剤について
３）接着性レジンセメントとボンディング材の基礎
４）最新コンポジットレジン修復
５）マイクロスコープの臨床応用
６）Er. YAG レーザーの実際
７）スーパーボンドの歴史と臨床の実際
８）口腔ケアの臨床（歯ブラシ・歯磨材・洗口剤）
９）即重レジンの使用法
１０）ホワイトニングの実際
１１）ブタの顎を使用した FOP 実習

４－１ その中で特に勉強になったと感じたものはどれで
すか？○を付けてください（複数回答可）。
１）クリニカルスキル（CS）セミナー
２）洗口剤について
３）接着性レジンセメントとボンディング材の基礎
４）最新コンポジットレジン修復
５）マイクロスコープの臨床応用
６）Er. YAG レーザーの実際
７）スーパーボンドの歴史と臨床の実際
８）口腔ケアの臨床（歯ブラシ・歯磨材・洗口剤）
９）即重レジンの使用法
１０）ホワイトニングの実際
１１）ブタの顎を使用した FOP 実習

４－２ その理由をお聞かせ下さい。

４－３ 今回の講習会の内容について御意見があればお聞
かせ下さい。

４－４ 今後専修科生のプログラムに取り入れた方が良い
と思う内容があればお書き下さい。

５．臨床について伺います。

５－１ 患者さんの担当人数は何人でしたか？
（ ）人

５－２ 担当患者数は妥当と思いますか？
１）もっと欲しかった ２）丁度良かった
３）多すぎた

５－３ 指導医による指導体制は如何でしたか？
１）良かった ２）困ることはなかった
３）時々困ることがあった ４）困ることが多々あった

５－４ 指導体制について御意見を述べてください。

５－５ チェアー等の診療体制について御意見を述べてく
ださい。

６．臨床専門専修科生の制度について伺います。

６－１ 臨床研修修了後の進路としての本制度のあり方に
ついてどのように感じていますか？

１）とても良い制度であり，毎年続けるべきである。
２）改善の余地はあるが妥協できる制度である。
３）改善の余地が多く，妥協できない制度である。
４）このような制度は廃止した方が良い。

６－２ その理由についてお聞かせ下さい。

７．その他，専修科生として過ごした１年間で感じたこと
を御自由にお書き下さい。

ご協力ありがとうございました。

表２ 今回用いたアンケート用紙
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者１３名中１１名（８４．６％）が高い満足度を示していた。
一方，臨床における担当患者数については「丁度

良かった」と答えた者が６３％と最も多く（図３），指
導医の指導体制については過半数の５６％の者が良好
に評価していた（図４）。また臨床症例の症例発表に
ついても概ね良好な意見が得られており，最終的に
本制度についても８７％の者が概ね良好に評価してい
た（図５）。

考 察

臨床研修制度が平成１８年に法制化されて以来，臨
床研修歯科医に対する研修プログラムについては本
病院においても積極的に取り組んできた。しかしな
がら，義務的に行われる臨床研修制度のもとで研修
医が１年間に学習し実施できる手技は限られている
ことは疑う余地はない。このような現実から，本病
院でも実質２年目となる歯科医師を対象とした独自
のプログラムを作成して教育を行ってきた。今回の

図２ 卒後研修セミナーで特に勉強になったのは？

図１ 受講者数と特に「勉強になった」と答えた人数
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アンケートの結果では，まず TDC 卒後研修セミ
ナーへは１６名全員が参加していた。周知のように
TDC 卒後研修セミナーは，本学同窓会学術部の主
催により毎年数回開催されているセミナーであり，
なかなか受講できない人気の高いセミナーである。
本病院の臨床専門専修科生のプログロムでは，分野
を問わずこのセミナーに特別に参加できることに
なっており，これがまた本プログラムの目玉のひと
つとなっている。このような背景から今回の専修科
生も全員が参加し，かなりの価値を見出していたこ
とが確認された。中でも補綴系のセミナー，特に義
歯の設計に関してのセミナーは「勉強になった」と

答えていた者が多かったことから，研修医の間に一
通りの勉強はするものの，実際保存系の医局員にお
いても補綴を必要とする患者の担当医となって直面
する欠損補綴の症例に，日々悩んでいることが推測
された。また，他の独自に開催している講習会につ
いては，その全てに参加した者は１名のみであった
が，他の大多数の者が多くの講習会に参加してい
た。その中で最も勉強になった講習会はどれかとい
う質問に対しては，「ブタの顎を使用した FOP 実
習」が最も多く，次いで「マイクロスコープを用い
た歯内療法処置実習」であった。いずれも臨床に直
結した実習を採り入れた講習会であり，意見として

図３ 担当患者数について

図４ 指導医による指導体制
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も「臨床に役立った」，「実体験をしないとわからな
い」，「手を動かすことができて良かった」など，実
際の臨床に結びつけた意見が多かった。これらのこ
とから，臨床研修を修了した専門専修科生にとって
最も重視する形態は，実習形式を採用した講習会で
あるものと思われた。なお，今後採り入れてほしい
内容の希望についても，少数ではあるが「抜去歯を
用いた歯内療法実習」や「コンポジットレジン修復
実習」「支台歯形成実習」など，臨床に即した実技
実習の希望があり，今後プログラムを作成する折に
はこの点を重視する必要があるものと思われた。

一方，実際の臨床については，担当患者数が１０名
から１５０名とバラツキが大きかった。これは専修科
生によっては，診療日が週に隔日の者や，週に１日
しか診療に携わらない者がおり，それによって担当
患者数に差異が生じたものと考えられたが，各自の
担当患者数については「丁度良かった」と答えた者
が６３％で最も多かった。また，指導体制については
５６％がほとんど問題なかったとしているが，４４％の
者が困ったことがあったと答えていたことから，指
導医側にも問題点を有することが確認された。指導
医，殊に歯科医師臨床研修指導歯科医の立場にもあ
る指導医は，研修歯科医の指導を行っている傍ら，
学部学生や衛生士校の学生の指導も同時に行ってい
る。このような多忙な日常臨床の実態から，臨床専
門専修科生にまでなかなか手が回らない実態が浮き
彫りにされた。また，診療体制についての意見で
は，回答が得られた１４名のうち１２名が絶対的なチェ

アー数の不足を指摘していた。また，２名は土曜日
のアポイントが入らないことを指摘していた。しか
しながら，今回の結果は旧診療室における体制であ
るため，今後は平成２３年度末に完成した新たな診療
室で行われることになり，一定のチェアー数が確保
できるものと思われる。

臨床専門専修科生の制度自体については，２５％の
者が本制度を絶賛していたものの，「改善の余地は
あるが妥協できる制度である」と答えた者が６２％と
最も多かった。これには，自身の多忙により指導医
の診療が見学できなかったことや，歯科衛生士の介
補が受けにくい環境であること，チェアーの不足に
よる診療体制に不満を抱いている臨床専門専修科生
が多いものと思われた。講習会への不満ではなかっ
たことから，診療体制が充実できれば充分な満足が
得られる制度である可能性があるものと思われた。
これらの点については，今後臨床研修歯科医との棲
み分けを明確にし，指導医の指導体制の整備も見直
す必要があるものと考えられた。さらに，臨床専門
専修科生として過ごした１年間については，「とて
も充実した１年を過ごすことが出来た」との意見が
多く，本制度が生涯研修の第一歩として有意義な制
度であることが確認された。

結 論

今回我々は，東京歯科大学水道橋病院で行われて
いる臨床専門専修科生のプログラム，特に総合歯科
学分野のうち歯科保存学系のプログラムについて評

図５ 臨床研修修了後の本制度について

古澤，他：水道橋病院における専修科生プログラム７４

― ７４ ―



価を行う目的で，平成２２年度と２３年度の１６名の臨床
専門専修科生にアンケートを行った。その結果，各
種講習会については好評であり勉強にはなっていた
が，今後はより実技実習を主眼においた講習会を開
催する必要があるものと思われた。一方，臨床につ
いての指導体制は概ね良好であったものの，担当し
た患者数にバラツキが見られるとともに，チェアー
の台数の不足等の診療体制の不備が指摘された。今
後，より充実したプログラムにするためには，診療
体制の整備が必要であると同時に，臨床研修歯科医
との明確な棲み分けについても，検討を行う必要が
あるものと思われた。
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survey

Tokyo Dental College at Suidobashi Hospital offers a unique post-graduate clinical program involving
all departments． Over a one-year course，the program offers lectures and laboratory sessions to impart
specialist knowledge and techniques to graduate dental post-graduate students majoring in clinical special-
ties． With the cooperation of the Tokyo Dental College Alumni Association and dental care companies as
well as by using case reports，the program at this hospital offered 12 seminars． These included practi-
cal training on the use of a surgical microscope and training on fiber optics using pig jaws．

A questionnaire survey regarding the program was conducted among 16 graduate dental post-graduate
students majoring in clinical specialties and who had completed the specialist clinical program in 2010 or
2011 at the Conservative Dentistry Department at Suidobashi Hospital． The data were analyzed using
various methods． Many respondents gave high ratings for the seminars and responded that they learned
a lot from the seminars． However，many participants also suggested that they would prefer receiving
training in practical skills rather than lectures． In future，seminars with the principal objective of
imparting training in practical skills will be required． Although the lectures and practical training
offered in the specialist program were considered good overall，the number of patients under the care of
the graduate dental post-graduate students majoring in clinical specialties varied greatly，and the number
of dental chairs was inadequate． Improvements to the specialist clinical program，focusing on segrega-
tion of practical and theoretical training，are required to create a more comprehensive program．

（The Shikwa Gakuho，１１３：６９－７６，２０１３）
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