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調査報告

東京歯科大学千葉病院歯科医師臨床研修の
協力型臨床研修施設において生じた問題事例

―第２報 研修歯科医担任制の導入効果―

杉山節子１） 高橋俊之１） 亀山敦史２）

山倉大紀１） 野呂明夫１） 近藤祥弘１）

杉山利子１） 中島一憲３） 春山亜貴子２）

抄録：平成２０年度に研修歯科医担任制をとるように
なってから，平成２５年度までに歯科医師臨床研修の
協力型臨床研修施設（以下「協力型施設」という）に
おいて生じた問題事例について調査分析し，平成１８
年度および平成１９年度に生じた問題事例との比較検
討を行った。問題事例は２５例で，研修歯科医および
協力型施設におけるコンプライアンスの問題６例，
研修歯科医の体調不良によるもの４例，協力型施設
が施設要件を満たさなくなったもの５例，パワーハ
ラスメントの訴え等が１０例であった。この中で臨床
研修施設を変更となったのは，協力型施設が施設要
件を満たさなくなった５例と，パワーハラスメント
の訴え２例であった。平成１８年度および平成１９年度
と比較して研修歯科医の体調不良による変更は皆無
に，パワーハラスメントの訴えによる臨床研修施設
の変更も３０％減少した。以上より，研修歯科医担任
制の有効性が認められたが，問題事例は依然生じて
おりその改善の必要性も示唆された。
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緒 言

平成１８年度から歯科医師臨床研修制度は法制化さ
れ，東京歯科大学千葉病院（以下「当院」という）に
おいては単独型のプログラムＡと，管理型のプログ
ラムＢ，Ｃ，Ｄの４つのプログラムを運用し臨床研
修を行っている。平成１８年度および平成１９年度に協
力型臨床研修施設（以下「協力型施設」という）にお
いて問題が生じ対応が必要になった８事例について
は高橋ら１）が既に報告した。その結果，研修歯科医
および協力型施設の研修実施責任者と密に連絡を取
ることの必要性が明確になり，山倉ら２）が報告した
ように平成２０年度より個々の研修歯科医の担任とな
る指導歯科医を設ける「研修歯科医担任制」を導入
した。研修歯科医担任制では，当院の指導歯科医は
協力型施設に出向している研修歯科医と毎週メール
連絡を取り，協力型施設の研修実施責任者とは月に
１～２回，メールまたはファックスで連絡を取り
合っている。このように研修歯科医，研修実施責任
者の双方から情報を得ることで，研修歯科医の臨床
研修の状況を把握し，協力型施設での臨床研修が円
滑に進行するようバックアップを行っている。しか
し，担任の指導歯科医が担当研修歯科医と密接に連
絡を取り合ったにもかかわらず，対応が必要になっ
た事例は少なからず生じている。今回我々は，平成
２０年度から平成２５年度までの６年間に，協力型施設
で生じた問題事例と研修歯科医担任制の有効性につ
いて検討したので報告する。
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方 法

１．平成２０年度から平成２５年度における問題事例の
抽出
平成２０年度から平成２５年度の６年間における，当

院臨床研修管理委員会記録および臨床研修小部会記
録から，協力型施設での臨床研修時に何らかの問題
が研修歯科医に生じ，対応が必要になった内容を抽
出した。これらを１）研修歯科医および協力型施設
におけるコンプライアンスの欠如に関する事例，
２）研修歯科医の体調不良に関する事例，３）協力
型施設が施設要件を満たさなくなった事例，４）パ
ワーハラスメントの訴えおよび臨床研修先変更の相
談をうけた事例の４項目に分類した。

２．研修歯科医担任制採用前後での問題事例の比較
個々の研修歯科医に担任を設ける以前（平成１８年

度および平成１９年度）（以下「研修歯科医担任制前」
という）における問題事例についても同様に抽出し，
研修歯科医担任制実施後（平成２０年度から平成２５年
度）（以下「研修歯科医担任制後」という）の事例と
比較・検討行った。

結果および考察

１．平成２０年度から平成２５年度における問題事例の
抽出
平成２０年度から平成２５年度の６年間において協力

型施設での臨床研修時に何らかの問題が生じた事例

図１ 平成２０年度から平成２５年度における問題事例

は２５例であった（図１）。このうち，パワーハラスメ
ントの訴えおよび臨床研修先変更の相談を受けた事
例は１０例（４０％）と最も多く，以下研修歯科医および
協力型施設におけるコンプライアンスの欠如に関す
る事例が６例（２４％），協力型施設が施設要件を満た
さなくなった事例が５例（２０％），研修歯科医の体調
不良による事例が４例（１６％）であった（表１）。この
うち中断により協力型施設を変更した事例は７例
（２８％）であった（図２）。表１に問題事例の年度別発
生数を示す。平成２０年度は２例と減少したが，平成
２１年度は６例，平成２２年度は７例と増加した。平成
２３年度は３例，２４年度は５例，２５年度は２例で，担
任制を導入したにもかかわらず問題事例の発生を防
ぐことはできていない。

表１ 協力型施設における問題事例の年度別発生数および総数

年 度
項 目

２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２０～２５
総数

研修歯科医および協力型臨床研修施設におけ １ ０ １ ２ １ １ ６
るコンプライアンスの欠如に関する事例 （０） （０） （０） （０） （０） （０） （０）

研修歯科医の体調不良に関する事例 １
（０）

３
（０）

０
（０）

０
（０）

０
（０）

０
（０）

４
（０）

協力型臨床研修施設が施設要件を満たさなく ０ ２ ２ ０ １ ０ ５
なった事例 （０） （２） （２） （０） （１） （０） （５）

パワーハラスメントの訴えおよび臨床研修先 ０ １ ４ １ ３ １ １０
変更の相談を受けた事例 （０） （０） （１） （０） （１） （０） （２）

総 数 ２
（０）

６
（２）

７
（３）

３
（０）

５
（２）

２
（０）

２５
（７）

（単位： 例）
上段は問題事例発生数，下段（ ）内は研修中断・研修先変更となった事例数を示す
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図２ 臨床研修の継続と中断事例

１）研修歯科医および協力型施設におけるコンプラ
イアンスの欠如に関する事例
研修歯科医および協力型施設におけるコンプライ

アンスの欠如に関する事例は，研修歯科医に問題が
あったと思われる４例と，協力型施設に問題があっ
たと思われる２例に細分化できた。 

⑴	 研修歯科医側のコンプライアンス欠如に関す
る事例
研修歯科医の臨床研修に関するコンプライアン

スの欠如については，無断欠勤・勤務怠慢に関す
るものであり，協力型施設からの連絡で発覚した
ものであった。４例中３例は大学院進学のための
試験勉強，就職活動，講習会の受講や家族旅行な
どで「休暇を取りたい」と，指導歯科医やスタッ
フに「話はした」ものの，正規の手続きを踏まず
に休暇を取得し，結果として無断欠勤扱いとなっ
た事例である。１例は院長に質問をすると怒られ
るから勤務先に足が向かないという理由により無
断欠勤していた事例である。これらの事例が生じ
た背景には研修歯科医に「労働者」としての意識
が希薄で，かつ社会人としての認識が欠けてい
た３）ことが挙げられる。特に当院の研修歯科医の
多くは東京歯科大学出身者であるため，歯学部７
年生のような錯覚に陥ることや，管理型臨床研修
施設（以下「管理型施設」という）での研修内容が
歯学部５年の臨床実習に類似しているため，臨床
実習と臨床研修の違いを明確に認識しないまま
日々の研修に取り組んでしまうことが多い。これ
らの事例は，その延長線上で協力型施設に出向し
てしまい，出向先に多大な迷惑をかけてしまった
事例であるといえる。この問題を解決するために
は４月の臨床研修開始時に，まず労働者としての

心構えや社会人としての責任ある行動のとり方を
学習させる必要があることが示唆された。 

⑵	 協力型施設側のコンプライアンス欠如に関す
る事例
協力型施設にコンプライアンスの欠如が認めら

れた２例のうち１例は，協力型施設の指導歯科医
から登録外の歯科診療所に出向を命ぜられ，指導
歯科医不在のまま研修歯科医が診療に従事させら
れたものであった。本事例はパワーハラスメント
の事例と重複し，研修歯科医から臨床研修先を変
更して欲しいとの相談を受け，ヒアリングしてい
る際に発覚したものであった。残る１例も，前者
の事例と同様，協力型施設として登録されていな
い歯科診療所に出向し，週１日は指導歯科医が不
在の状態で研修歯科医が診療を行っていた。いず
れも第三者からの指摘と，日頃連絡を取っている
担任が業務実態について問い合わせた際に発覚し
たものであり，当事者である研修歯科医には規則
を逸脱した行為であることの自覚がなかった。臨
床研修は歯科医師臨床研修制度を遵守し，その範
囲内で行うべきであるが，協力型施設の指導歯科
医に研修歯科医を受け入れることへの責任感が欠
如している場合や，研修歯科医を安価な労働力と
しか見ていない場合３）に起こりうると思われる。
管理型施設として協力型施設の研修実施責任者へ
法令に基づく臨床研修の規則を再度周知徹底する
ことが必要である。あわせて研修歯科医に対して
も歯科医師臨床研修制度の法令に関して周知徹底
していくことが必要である。担任を務める管理型
施設の指導歯科医が研修歯科医と連絡を取り合う
ことで，研修歯科医自身が認知していない法令の
逸脱を管理型施設として早期に発見できたことか
ら，管理型施設として研修歯科医の状況を把握す
るための担任制の有効性が明らかとなった。

２）研修歯科医の体調不良による事例
研修歯科医の体調不良により長期に自宅での加療

や入院が必要となった事例は４例であり，胃潰瘍，
自律神経失調，うつ症状など，研修歯科医が持病と
して抱えていたものが臨床研修期間中に悪化したと
されるものであった。本人からの連絡があったもの
が３例で，１例は協力型施設の指導歯科医から研修
歯科医の体調を心配しての相談であった。本人から

― ６３ ― 
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連絡があった３例はいずれも加療のための休暇を
取ったが，研修期間中に治癒し無事に臨床研修を修
了している。協力型施設から連絡があった１例も短
期間で治癒して臨床研修を継続した。臨床研修の場
は社会人としてのスタートである。また，歯科医師
として未熟なまま不慣れな職場での労働と臨床研修
を強いられ，このような環境は研修歯科医にとって
多大なストレスとなる。秋山らの報告４）によると，
研修歯科医に健康問題が生じるリスクは全国一般の
標準的な集団と変わらないにもかかわらず，約半数
の者が抑うつ状態であると述べている。また，協力
型施設での臨床研修修了後１３％の研修歯科医が「肉
体的不調を感じた」，３０％の研修歯科医が「精神的
につらかった」と回答しているという高橋ら５）の報
告もある。当院において実施している臨床研修修了
時のワークショップでも同様の傾向を認めている３）。
「歯科医師臨床研修推進検討会」報告書６）には，研
修歯科医のメンタルヘルスについて「過度のストレ
ス反応によって，研修歯科医が抑うつ状態や燃え尽
き状態に陥ることがないように個別の研修環境に配
慮すべきであること」，「研修歯科医が，精神的・身
体的に安心して臨床研修に専念できる環境を整備・
提供することが重要である」「今後は当該臨床研修
施設等において，研修指導者側

，
としてのメンタルヘ

ルスに関する知識，対処法等に関する資質向上策を
強化していく必要がある」と記されている。した
がって，管理型施設，協力型施設を問わず研修歯科
医のメンタルヘルスをサポートしていくための体制
作りが急務とされている。当院では研修歯科医担任
制の実施により，担任が研修歯科医，研修実施責任
者と密接に連絡を取り合うことで，研修歯科医のメ
ンタルヘルスのサポートを行った結果，４例とも研
修期間中に無事に研修修了できたが，今後，より良
い臨床研修の環境を整えるために，協力型施設の指
導歯科医を交えて研修歯科医のメンタルヘルスに関
する知識や対処法に関するに知識を深めていく必要
があると考える。
３）協力型施設が施設要件を満たさなくなった事例
協力型施設が施設要件を満たさなくなった事例は

過去６年間で５例認めた。その理由は，指導歯科医
であった勤務医の退職による指導歯科医の員数不
足，協力型施設の研修歯科医の定員過剰，協力型施

設の辞退，協力型施設の閉院等であった。このう
ち，施設要件を満たさなくなったことが第三者の指
摘で発覚したものも複数認められた。協力型施設で
臨床研修を行う際は，指導歯科医の指導の下で臨床
研修を行うことが歯科医師臨床研修制度で定められ
ており，また同一期間中に臨床研修を行える研修歯
科医の人数にも制限がある。このような事例は指導
歯科医であった勤務医の退職に伴い十分に起こりう
ることである。「歯科医師臨床研修推進検討会」報
告書６）において，「研修期間中に種々の要因で指定基
準を満たさなくなった場合には，研修管理委員会が
中心となって，研修歯科医に不利益にならぬことを
第一に考え，適切に対処しなくてはならない。」と
ある。このことから管理型施設と協力型施設の緊密
な情報交換によって，臨床研修に支障をきたさない
方法を取ることが重要である。なお，ここに挙げた
５例の事例ではすべて臨床研修先を変更した。この
うち，協力型施設が当院のみならず他の管理型施設
からも研修歯科医を受け入れる予定があり，研修歯
科医の定員が超過することが事前に判明した事例
は，同一期間に研修歯科医を出向させる予定だった
他の管理型施設と連絡を取って対処し，両者とも研
修歯科医の出向を取りやめる対応となった。このよ
うに，研修歯科医や協力型施設の研修実施責任者の
みならず，他の管理型施設とも常に情報交換を行う
こともまた重要である。
４）パワーハラスメントの訴えおよび臨床研修先変
更の相談をうけた事例
指導歯科医によるパワーハラスメントを研修歯科

医が当院へ訴えてきた事例は５例，また，臨床研修
先変更の相談を受けた事例が５例存在した。研修歯
科医がパワーハラスメントを訴えてきた事例では
「言葉のハラスメントを受けている」，「指導歯科医
に無視され口をきいてもらえない」，「指導歯科医に
怒られる」，「指導歯科医の威圧的な言動で恐怖心を
感じ体調も崩している」，「院長と一部のスタッフに
無視をされ同僚と差別される」，「診療行為の制限を
受けている」，「放射線防護なしでレントゲン撮影を
行っており体調も崩している」というものであっ
た。また，臨床研修先変更の相談では「指導歯科医
とコミュニケーションが取れない」，「指導歯科医と
あわない」，「協力型施設での診療内容について相談
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したい」，「体調が悪い」，「自身のやりたい診療をさ
せてもらえない」等の理由から研修先の変更を希望
するものであった。いずれの事例に対しても，担任
の指導歯科医はメールを待つだけではなく電話で研
修歯科医から話を聞き，さらに面会して事情の聴取
を行っていた。また，双方の意見を聞くために協力
型施設の指導歯科医にも連絡を取り情報収集を行っ
ていた。さらに同一施設で過去に臨床研修を行った
経験を持つ者からも情報を入手し，より客観的に実
態を把握するよう努めていた。これらの事例はいず
れも臨床研修管理委員会に諮って対応しており，目
に余る問題点については臨床研修管理委員長から，
直接，協力型施設の研修実施責任者に連絡し改善を
求めた。
ほとんどの事例では，担任の指導歯科医が研修歯

科医からじっくりと話を聞き，的確なアドバイスを
与えることで不安や不満が緩和され，時間の経過と
ともに環境に慣れて，無事に研修期間を全うする
か，あるいは研修歯科医への対応をしているうちに
当該施設での研修期間が終了してしまい，次の新し
い臨床研修施設で研修を開始し臨床研修を修了して
いた。しかし，研修歯科医が指導歯科医に恐怖心を
抱いて心身症様の症状を呈した事例では，当該施設
での臨床研修を続けることが不可能であると判断し
協力型施設を変更した。また，当初出向を予定して
いた協力型施設が施設要件を満たさなくなったた
め，急遽出向先を変更したところ，出向先の指導歯
科医との関係を築くことができず，やむなく出向先
を再変更した事例が１例あった。「歯科医師臨床研
修推進検討会」報告書６）において，研修歯科医の臨
床研修の中断事例・未修了事例として，メンタルヘ
ルス，研修歯科医に対するハラスメント等も取り上
げられ検討が求められている。歯科医師として未熟
な研修歯科医にとって，指導歯科医は，心の拠り所
であるため，広い心をもって自身の感情に左右され
ない言動で研修歯科医に接するよう心がけるべきで
ある。また，同じ研修内容，同じ指導であっても，
研修歯科医の個人的な認識・許容性の違いによって
受け止め方に差がある３）ことを認識し，指導歯科医
自らが研修歯科医に対してコミュニケーションをと
ることの重要性が示唆された。
一方で，研修先変更の相談をしてきた事例のう

ち，研修歯科医の自覚が菲薄であると感じるものが
あった。本学は，教職員ひとりひとりが学生に対し
て常に手厚いサポートを施している。このような環
境は学生にとっては快適であると思われるが，卒業
後，研修歯科医として当院内で研修をする際，一職
員でありながら学生の延長上であるような錯覚に
陥っていることが見受けられる。このことを勘案す
ると教育病院としての機能も有する大学病院とは異
なり，来院する患者の希望を最優先し，その責任を
果たさなければならない協力型施設の中で研修する
際，自分の希望や意思を主張し，指導歯科医と対立
してしまうことも起こってくると推察される。パ
ワーハラスメントの訴えおよび臨床研修先変更の相
談事例においても，研修歯科医自身に臨床研修先で
の約束事が守られていない，研修態度に問題があっ
た等の問題点を見出すことがあった。臨床研修開始
時に，社会人であること，一被雇用者の立場である
ことを自覚させる必要があると感じた。なお，協力
型施設を決定する際，協力型施設から提供された資
料に加えて，当該施設で過去に臨床研修を行った研
修歯科医のアンケート資料などを研修歯科医に提示
することも問題事例発生の予防策として有効である
と考える。協力型施設は，あらかじめ人間関係が構
築されている指導歯科医，診療スタッフの中に，学
生から被雇用者に立場が変わった研修歯科医が加
わっていくところであり，双方にストレスがかかる
環境である。担任が窓口となって，研修歯科医の訴
えを十分に訊き，的確なアドバイスを行い，必要に
応じて指導歯科医との窓口になることで円滑な臨床
研修の進行をサポートすると同時に，特に当院出身
の研修歯科医には被雇用者で社会人として生ずる責
任を自覚させるためにも研修歯科医担任制は有効な
システムであると考える。

２．研修歯科医担任制採用前後での問題事例の比較
表２に研修歯科医担任制前後での問題事例の比較

を示す。
研修歯科医担任制前の問題事例と研修歯科医担任

制前後を比較すると，年平均でそれぞれ４例，４．２
例の発生で，０．２例の増加が見られた。内容につい
ては研修歯科医の体調不良に関する事例およびパ
ワーハラスメントの訴えおよび臨床研修先変更の相
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表２ 研修歯科医担任制前後での問題事例の比較

年 度 平成１８年度および平成１９年度 平成２０年度から平成２５年度

項 目 事例数 研修中断および
研修先変更事例数

中断事例の占める
割合（単位％） 事例数 研修中断および

研修先変更事例数
中断事例の占める
割合（単位％）

研修歯科医および協力型臨床研修施設におけ
るコンプライアンスの欠如に関する事例 ０ ０ ０ ６ ０ ０

研修歯科医の体調不良に関する事例 ４ ３ ７５ ４ ０ ０

協力型臨床研修施設が施設要件を満たさなく
なった事例 ０ ０ ０ ５ ５ １００

パワーハラスメントの訴えおよび臨床研修先
変更の相談を受けた事例 ４ ２ ５０ １０ ２ ２０

総 数 ８ ５ ６３ ２５ ７ ２８

年平均 ４ ２．５ － ４．２ １．７ －

談を受けた事例の２項目が共通していた。
また，研修中断・臨床研修先の変更数は，研修歯

科医担任制前は５例（６３％）であり，研修歯科医担任
制後は７例（２８％）であった。研修歯科医担任制後
は，問題事例の内容に研修歯科医および協力型施設
のコンプライアンスの欠如に関する事例と，協力型
施設が施設要件を満たさなくなった事例が加わっ
た。
１）研修歯科医の体調不良に関する事例
研修歯科医担任制前の研修歯科医の体調不良によ

る問題事例は，「体調不良から欠勤を繰り返した」，
「長時間勤務とストレスからアトピーを悪化させ
た」「精神的な問題から欠勤・早退を繰り返した」，
「長時
，
間勤務もあり，食欲不振・胃腸障害を起こし

加療を行った」の４例である。いずれも精神的問題
から体調不良をきたしたと思われるもので，３例は
指導歯科医から臨床研修管理委員会への連絡で，１
例は本人からの相談で発覚した。１例は，プログラ
ムは継続したが，休止日数が超過したため３月末の
研修修了はできなかった。また，残り３例は臨床研
修を中断し，プログラムを変更して臨床研修を再開
し，２例は期間内に臨床研修を修了したが，１例は
休止日数が超過したため３月末までには研修修了は
できなかった事例である。
研修歯科医担任制後での体調不良による問題事例

は４例で，平成２０年度に１例，平成２１年度に３例発
生したが，平成２３年度から平成２５年度まではなかっ
た。発生頻度で比較すると，研修歯科医担任制前で

（単位 例）

は１年に２例，研修歯科医担任制後では１年に０．６７
例であった。また，研修歯科医担任制後の４例の問
題事例には臨床研修の中断はなく，無事臨床研修を
修了している。
協力型施設での臨床研修のカリキュラム，勤務条

件に差はなく，研修歯科医のメンタルヘルスの状態
も差はないと考えられることから，担任との定期的
な情報交換により研修歯科医の不安や疑問が解消さ
れ，また，相談できる機会を提供されたことで安心
感を培っているものと考える。
２）パワーハラスメントの訴えおよび臨床研修先変
更の相談をうけた事例
研修歯科医担任制前の研修歯科医に生じたパワー

ハラスメント事例は，「院長より無視され，介補に
つくことも拒否され精神的ストレスから研修の継続
が困難になった」，「指導歯科医より暴力を受けて精
神的な問題から研修の継続が困難になった」，「指導
歯科医より自分の指示に従わないのなら大学に帰れ
とたびたび言われ，ストレスで身体に症状が出た
が，病院への通院の許可ももらえなかった」，「指導
歯科医がすぐ怒鳴るし指示に一貫性がなく大学に戻
れとたびたび言われた」の４例であった。４例中２
例は研修中断となり，２例は臨床研修を継続した。
４例とも研修歯科医からの相談であった。
研修歯科医担任制後パワーハラスメントの訴えお

よび臨床研修先変更の相談は１０例である。「言葉の
ハラスメントを受けている」「無視され口をきいて
もらえない」等の類似した事例

，
が上がっており，発
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生頻度も１年に２例で差はみられないが，研修歯科
医担任制後でパワーハラスメントで臨床研修先の変
更になった事例は１０例中２例であり，研修歯科医担
任制前の５０％から２０％と減少が見られた。このこと
は，早期に担任からのアドバイスを受けることに
よって研修歯科医自身の中での問題解決がはかれた
ためと推察された。

平成２０年度に協力型施設での臨床研修の問題事例
発生を予防するため導入された研修歯科医担任制
は，メールあるいはファックスによる情報収集であ
り通信手段も一方向性であるため研修歯科医の状況
は必ずしも正確に把握できるわけではない。平成２０
年度以降の研修歯科医および協力型施設におけるコ
ンプライアンスの欠如に関する問題事例のように研
修歯科医自身の問題行動は臨床研修先の協力型施設
が問題提起して初めてわかることである。しかし，
これらは担任から協力型施設への連絡を緊密にする
ことで対応できると考えられた。また，研修歯科医
の中には指定されたメール連絡をしてこないケース
もしばしばみられる。メールの内容をチェックシー
ト化して業務連絡とし，臨床研修の評価に加える等
も今後の改善策の１つである。研修歯科医担任制を
導入してからの時間の経過とともに，管理型施設の
指導歯科医にも異動・変更が起こり，導入時の必要
性への意識が薄れている可能性も考えられ，当院の
担任の意識改革の必要性があると思われた。

結 論

協力型施設での臨床研修を実施する上で，研修歯
科医担任制は，協力型施設における臨床研修を円滑
に進めるために有効な方法であることが認められ
た。その一方で，研修歯科医の問題行動も含めて，
研修歯科医の状態が正確には把握できない，研修歯
科医担任制導入後の時間の経過による管理型施設の
指導歯科医の意識の希薄化等の問題点も明らかに
なった。

本論文の要旨は，第２９８回東京歯科大学学会（西暦２０１４年１０
月１８日，東京）において発表した。
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Problems with cooperative training facilities that arose between the adoption of an academic advisor 
system in FY２００８ and２０１３ were analyzed and the results were compared with problems that arose dur-
ing FY２００６ and ２００７． A total of ２５ problems arose between FY２００８ and ２０１３． Of these，６ were
related to compliance of postgraduate dental trainees and cooperative training facilities，４ were related to
poor health of postgraduate dental trainees，５ involved the failure of cooperative training facilities that
served as training sites to fulfill facility requirements，and１０ were reports of power harassment and con-
sultations regarding a change of training site． A change of cooperative training facility was required for
５ postgraduate dental trainees whose training site did not fulfill the facility requirements and ２ post-
graduate dental trainees who reported power harassment． Relative to FY ２００６ and ２００７，changes re-
lated to poor health of postgraduate dental trainees decreased to ０％ and cooperative facility changes due 
to reports of power harassment decreased by ３０％． The above results and necessity of improvement
demonstrate the effectiveness of the academic advisor system for postgraduate dental trainees．

（The Shikwa Gakuho，１１５：３４７－３５４，２０１５）
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