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東京歯科大学を卒業して１５年。歯科医師として日
本で計７年，アメリカで計８年活動してきた。その
間日米両国で卒後研修をうけ，特にアメリカでは３
カ所（２大学，１病院）で計５年の研修をうけ，個々
の教育機関の違いなども肌に感じてきた。３年前に
現在の大学に就職し，新しい歯学部の設立，運営に
携わってきた。今回，このような経験とアメリカの
教育機関の実情をもとに，アメリカの歯科医学教育
をできる限り紐解いていきたいと思う。

まず，現在アメリカには６５の歯学部があるが，全
州に分布しているのではなく３７州にしかない。この
分布が都市部又はその近郊に偏っていることによっ
て，アメリカ国民の，特に田舎にすむ人々の歯科医
療へのアクセスが制限されていると指摘されてき
た。私たちの歯学部はこのアクセスの向上を第一の
目的として設立され，そのための一つの方法とし
て，州内のアクセスの悪い地域に歯学部付属診療所
を設け，そこに研修医や学生を送るという制度を設

けようとしている。将来的には１０診療所を設立する
予定であるが，現在は４ヶ所が完成し，内３ヶ所は
運営している状態である。このような背景から，私
たちの大学では４年生の大半がローテーションで大
学構外の施設で診療することを前提に，臨床教育に
特に力を入れている。

そもそもアメリカの歯学部が，歯科医師養成課程
として認められるためには，ADA（American Den-
tal Association）の CODA（Commission of Dental
Accreditation）により認定されなければならない。
これを日本語に訳すとすれば，アメリカ歯科医師会
の歯科教育認定委員会といったところだろうか。い
ずれにしても，歯科医師が集った団体／協会の中で
特に教育を考える為に作られた委員会と言えると思
う。以前は CODA が教育課程をかなり細かく指示
していたが（例えば，卒業迄に最低何例の二級アマ
ルガム充填をしなければならない等），現在ではあ
る程度の適性能力を示唆するだけで一方的に指示す
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ることはしていない。ただし，CODA 認定過程の
段階で，必ず視察員が何度か大学に訪れてどのよう
な手段でその適性能力が養成されるのかを確認して
いる。大学側がその適性能力の獲得のための手段を
書類にしていくのであるが，その枚数は膨大な量に
なる。私もその一部（内科，顎顔面診査，口腔内診
査，口腔癌スクリーニング等）を担当したが，一つ
のセクションだけで１０枚を超える場合もあった。こ
の書類上で明記された適性能力獲得のための手段を
CODA 視察員達が査察前に目を通し，視察時に
色々と質問をし，審議をして，認定に至る。審議の
上で改訂が必要と判断された点については，rec-
ommendation か suggestion が出される。この二つ
は日本語に訳すとおそらく同じ“推奨”という言葉
になると思うが，実際には recommendation を受け
ると再視察が入り，suggestion だと次回の視察時
までに改訂をすれば良いということになる。こうし
て最低３回の視察を受けて認定に至る。認定された
大学は，その後何年かごとに CODA の定期的な視
察が入る。

上記の内容でお分かりかと思うが，教育方法は
個々の歯学部によってかなりの差がある。しかし，
一般論としてアメリカでは当然行われている教育方
法が日本と大きく異なることも多々あるので，ここ
で私たちの大学を例にとりながら一般的な歯学部の
教育を話したいと思う。まず一つはアメリカの歯学
部は４年制であるということである。DDS，DMD
ともに Doctor とつくように，博士課程と同レベル
とみなされるので，当然学士修了が必須で，その過
程で歯学部入学に必要な必須科目を取っていなけれ
ばならない。これは日本の歯科大，歯学部の教養課
程で必須科目を学ぶのに似ていると思う。歯学部に
入学申請する上で，この学士過程での成績と DAT

（Dental Admission Test）という規定のテストの成
績が第一の関門になる。この入学申請の過程で興味
深いのは，歯科／医科関連の活動が重要視されるこ
とである。この活動がないと，事実上入学すること
はほぼ皆無なので，重要視されるというよりは必須
活動といえると思う。活動内容は様々であるが，歯
科診療所の見学だけでは入学するのはかなり難しい
と言える。実際に歯科助手として働いたり，ボラン
ティア活動として無料歯科診療所の設営，運営，診

療補助，滅菌処理など臨床上の活動をするなど，全
ての入学希望者が行っている。その他，基礎研究，
臨床研究の手伝いをする者も多くいる。このような
活動を通じて入学希望者は自身の将来の展望を見据
え，歯科医学を学ぶモチベーションをあげていくの
である。入学試験としては基本的に面接のみで，こ
の活動を通じての将来の展望などが最も大きな要因
になる。このような背景から，アメリカの歯学部の
学生は歯科医学を学ぶモチベーションが平均的に高
いと感じる。

ここで簡単にアメリカの歯科医師免許について説
明したいと思う。国家試験としてはやはり ADA が
管理していて，NDB（National Dental Board）とし
て，２つのパートに分かれる。パート１は基礎系で
パート２は臨床系である。これは両方とも筆記試験
で，選択肢問題であるが，将来は１つのパートに
まとまり OSCE（Objective Structured Clinical Ex-
amination）の形式になる予定である。NDB は歯学
部在学中に受けられるので（というより，大半の大
学で臨床に出るためにパート１を合格することを必
須としている），ほとんどの学生が３年生の半ば頃
には両パートを受かっている。その後，地域ごとの
免許試験（州によっては独自の試験を行う州もある）
を受けて，それぞれの州で免許を取得することにな
る。この免許試験は，筆記と実技試験からなり，実
技はマネキンと実際に患者に行う治療の２つのパー
トに分かれる。患者は受験者が自ら探して試験会場
まで連れて行かなければならない。この試験も在学
中から受けられるので，大多数の学生が卒業前に受
かっている。このような免許制度の流れに伴い，当
然歯学部の臨床実習は実施訓練が主軸となってい
る。

話を一般的な歯学部の教育に戻すと，前述のよう
に個々の大学によって差はあるが，基本的に歯学部
４年間の内始めの１年半～２年間は座学と臨床前実
習（マネキン実習など）が中心となり，残りの２年～
２年半は臨床実習が中心で，座学や臨床前実習は少
なくなってくる。

座学は担当教員によってかなり大きな差があるの
で，一般論を述べにくいが，全体的に日本に比べる
と小さなグループに分かれてのディスカッションが
多いと思う。私自身，昨年１７０時間以上の講義をし
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た中で２～３割の時間をスモールグループディス
カッションに使った。歯学／医学教育に限らず，ア
メリカの教育ではこのような方式をとることが多い
ので，学生たちも非常に慣れていて有効なディス
カッションをしていると思う。これを日本の学生に
行うことがどれほど有効かは分からないが，アク
ティブラーニングの一環として少なくともアメリカ
では広く一般的に用いられている。

臨床前実習では，当然のことながら臨床実習を念
頭において技能の判定基準を設けている。学生は臨
床実習を行う前に，実技試験に合格しなければなら
ない。具体例をあげると，保存修復の実技試験は全
て合格したが補綴のクラウン形成に不合格した学生
は，臨床実習で保存修復は行えてもクラウン形成は
実技再試験に受かる迄行えないというような具合で
ある。基本的に実技実習／試験はマネキン上で行う
ことがほとんどであるが，例外的に人を相手にする
こともある。特に私の担当実習は病歴のとりかたと
顎顔面／口腔診査が中心なので，マネキンでは実技
習得がかなり難しいため全て対人実習／試験を行っ
ている。病歴の実習では，模擬患者になる人を雇
い，特定の病歴，症状，性格などを与え，私の指示
通りに受け答えするよう脚本を与えてトレーニング
して，標準化している。その上で学生は模擬患者か
ら情報を引き出して，症状などから未診断の全身疾
患を鑑別し，どのような対応が必要かを検討する。
難易度の高い症例として，模擬患者が突然怒りだし
たり，泣き出したり，妙に馴れ馴れしかったりとい
うような難しいシチュエーションも与えている。顎
顔面／口腔診査も，もちろん対人実習／試験を行っ
ているが，模擬患者をトレーナーになるよう訓練し
て大半の顎顔面診査（頭頚部リンパ節，筋，脳神経
診査等）を直接指導させている。口腔内診査や顎関
節の診査はトレーナーの訓練が難しく，現時点では
私が直接指導して学生同士お互い診査をし，試験の
時だけ標準化した模擬患者に診査して，録画したも
のを私が採点しているが，将来的にはトレーナーを
しっかり訓練して直接指導させる予定である。

次に，臨床実習についてであるが，これがおそら
く日本と一番違うところだと思う。診療は全て学生
が行い，教員（ファカルティー）はスーパーバイザー
として監督をする（学生は担当教員の歯科医師免許

で診療をしている）。教員１人に対して学生４～６
人の割合が一般的である。前述のように現在 CODA
は細かい課題を指示しないので課題は大学によって
かなり差があるが，基本的な診療の流れや課題の設
け方はどこの大学も大きな差はないと思われるの
で，私の大学を参考例として取り上げたいと思う。

学生診療を希望する患者は，まずスクリーニング
の予約を取ることになる。私の大学ではこのスク
リーニングは２年生が行っているが，他大学では
ファカルティーのみで行うところもある。いずれに
してもこのスクリーニングで病歴／主訴を取り，簡
易な顎顔面／口腔診査を行って，その患者が学生診
療所に適当であるかを判断する。この段階で，少し
難しい症例は研修医の診療所，さらに難しいものは
ファカルティーの診療所へと振り分けられる。この
判断基準は，もちろん歯科治療の難易度や全身疾患
の重症度／管理状態も考慮するが，時間の確保も大
きな要因になる。学生診療は当然研修医やファカル
ティーの診療より時間がかかり，１回のアポイント
メントで３～４時間の時間を確保できない患者は必
然的に学生診療所には適当でないと判断される。ま
た，学生診療の大前提として総合的／包括的診療が
挙げられ，患者の都合（経済的なものを含む）でこれ
が不可能な場合も学生診療からは除外される。この
例としては患者が抜歯は望んでいるが，その後の補
綴治療は経済的理由から望まないというような場合
である（このようなケースも必然的に学生診療から
除外される）。学生診療所に振り分けられた患者に
対しては，このスクリーニングの時点で必要な X
線撮影（基本的に１８枚の全顎かパノラマ＋咬翼法）を
選択し，２回目のアポイントメントで撮影とデータ
収集（全歯検査，全顎歯周検査，カリエスリスク検
査，スタディーモデルの為の印象等）を行い，３回
目のアポイントメントでファカルティーと一緒に治
療計画を行う。この治療計画の際，治療優先順序を
付けて４回目以降のアポイントメントは実際の治療
に移っていく。一般的に優先順序の先頭に来るのは
歯周治療（スケーリング，ルートプレーニング等）で
ある（もちろん例外は多々ある）。ここ迄は２年生前
半の段階で行い始め，保存，補綴，外科（歯周外科
を含む）治療は２年生の後半から始める（一般的には
３年からという大学が多いようである）。そのた
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め，２年生の前半はリコール患者の診査や歯周治療
を主にし，２年生の後半から初診患者を自分の患者
として取り始めるのが一般的といえると思う。

ここで簡単に治療の流れを説明したいと思う。治
療の種類によっても多少は変わるが，基本的に学生
はステップごとにファカルティーのチェックを受け
る。保存治療であれば，ラバーダム防湿，窩洞形
成，カリエス除去，充填，咬合調整等となる。前述
のように１人のファカルティーに６人もの学生がい
るので，学生は順番を待たなければならないことも
多々あり，これも１回のアポイントメントが３～４
時間かかる原因の一つである。

臨床実習の試験についても説明しておきたいと思
う。基本的には臨床前実習とほぼ同じ判断基準が設
けられている（その地域の免許試験のチェック項目
を参考にするのが一般的である）。各課題に対して
最低実施回数が設けられ，その回数以上をこなした
生徒は臨床試験にチャレンジできるというシステム
になっている。例えば，５級のレジン修復を３回以
上実際の患者に行った学生は，自分の患者の中で症
例を選んで５級レジン修復の臨床試験が受けられ
る。ここで不合格であると，さらに実施／実習を行
わないと再試験に臨めない場合もある（患者に規定
回数の同処置を行わなければならないとか，マネキ
ン上で同処置を行って採点を受ける等）。不合格の
場合の再実施／実習に関しては大学，教科担当主任
等によって大幅に異なるが，それ以外はほとんどの
大学で類似した方法を行っている。このように各大
学が定めた課題を全て通過して学生は晴れて卒業す
ることが出来る。

教育方法と直接は関係ないが，このような教育方
法が可能になるアメリカの診療の背景も説明してお
きたいと思う。歯科／医科診療は基本的に自由診療
であるため，医師／歯科医師が自ら値段を設定でき
る。現実的には民間保険の大まかな値段設定があ
り，それに準ずることが多いので，ある程度一定し
ているが，やはり日本とは大きな違いである。国民
保険制度もあるにはあるが，低所得者や老人等にし
か適応されず，大半のアメリカ国民は使えない。ま
た，国民保険は治療に対する値段設定が民間保険よ
り格段に低いので，受け付けない医療機関がほとん
どである。したがって，低所得者はなかなか医療機

関にかかることができないことになる。歯科の民間
保険に関しては，中所得者以上でも入っていない人
も多くいるのが現状である。さらに，民間保険は掛
け金によって年間上限額が定められているので，一
部の富裕層を除けば，一度に多くの治療，又は多額
の治療を受けることは難しくなっている。ここで学
生診療の出番が出来てくるのである。大学での基本
的な診療料金は，ファカルティー診療が一般開業医
と同程度で，研修医診療が少し安く，学生診療は大
幅に安く設定してあるのが一般的である。このた
め，患者側も学生に治療され時間も長くかかること
を納得した上で患者になりたいと希望してくるので
ある。

最後に，ここまで説明したアメリカの教育システ
ムと私が日本人歯科医師であるということを踏まえ
て，私の個人的な考察を話したいと思う。私はアメ
リカで教える教師であり，アメリカの教育システム
をどちらかというと肯定的にみている。もちろん改
善すべき点は山ほどあると思うし，自分が受けた日
本の歯科教育の方が優れていると思う点も多くあ
る。しかし，この２カ国を比べてみると，教育シス
テムや概念に大きな違いがあることは間違いない。
国民性の違い等もあるので，一概にどちらが良いと
決めつけることは出来ないが，日本の大学がアメリ
カ教育から参考にできる部分は少なくないと思う。
特に臨床教育において，学生が診療するというのは
教育上大きな意義があると思う。アメリカでは臨床
見学というのは，学生が自らの意欲で，見たことの
ない治療やシステムを学ぶ為に行う行為で，臨床見
学自体が単位につながるようなことはない。これは
研修医でも同じことで，外科系（医科も含めて）の研
修医は１年目から（実際には１ヶ月目から）必ず執刀
している。助手として手術室に入ったときには自分
の手術症例として数えないのが一般的である。基本
的に研修期間はファカルティーが助手に入る形にな
ることが多い（基本的に研修医も学生同様ファカル
ティーの免許で診療する）。このように初期の臨床
教育段階で，熟練者の監督の下に診療を行うのは技
術／知識習得の一番の近道だと思う。これを日本に
導入するのは様々な障壁があると思うが，是非とも
取り入れて頂きたい教育システムの１つである。私
の提案としては，患者の保険一部負担金を免除する
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事（大学で負担したり，学生の学費で補ったり，国
や歯科医師会の援助などによって）が足がかりにな
るのではないかと思う。日本の大学で教員をしてい
ない私が差し出がましい提案をしていると思うが，
日本の歯科教育の未来がより明るくなることを痛切
に願っている次第である。今回の話が少しでも参考
になれば幸いである。
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