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緒 言

東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座では
例年，第５学年の補綴科臨床実習における教育課題
の一環として，マネキンを用いた支台築造実習およ
び外部施設を利用した支台歯形成実習を実施してき
た。

従来の実習では，支台築造，支台歯形成，精密
印象採得に対してそれぞれの処置内容に関する治療
術式の教育を行ってきた。しかし実際の診療におい
ては，支台歯形成や支台築造のみで完結せず，一度
の診療時間内で，流れに沿った複数の処置を実施し
ていくことになる。例として根管治療後の失活歯に
対する歯冠補綴処置を行う際には，支台築造，支台

歯形成，印象採得までの処置を一連の流れで行うこ
とが一般的である。そこで，一回の実習課題で診療
の流れに沿った複数の処置を体験させる必要性が考
えられた。また，従来の実習ではマネキンに設置し
た歯列模型のみに注意を向けることで課題を行うこ
とができ，意識すべき対象は限定されていた。しか
し，臨床においては患者のみならず，介助者など周
囲の状況に意識を割く広い視野が求められる。術者
の適切な指示出しによる介助者との連携操作が，円
滑で安全な診療を行うには必要である。マネキン相
手に一人で行う従来の実習形式では，術式学修の一
部の練習になるが，臨床操作のシミュレーションと
しては不足していると考えられた。そこで実際の診
療に近い環境を構築し，その中での治療を想定した
現実性の高い形式の実習課題が，今後の学生教育に
おいて必要であると示唆された。

一方，超高齢社会において，地域医療や地域包
括ケアシステムにおける医療連携が年々重要度を増
してきている１）。それに伴い医師，看護師などとの
綿密な情報共有およびチーム医療への意識は従来以
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上に重視されつつあり，歯学教育モデル・コア・カ
リキュラムにおいては多様なニーズに対応できる実
践的な臨床能力を持つ歯科医師の養成が求められて
いる２）。そしてチーム医療の重要性は医科との連携
に限ったことではない。歯科治療の範囲においても
歯科衛生士や歯科技工士，歯科助手といった歯科関
連職種との協力関係は不可欠である。しかし，そう
した多職種連携の重要性や，チーム医療の一員であ
ることを認識できる実習の機会は少ない現状があ
る。そこで多職種連携の重要性を学ぶための第一歩
として，まず歯科治療におけるチーム医療で最も身
近な職種である歯科衛生士による診療介助のある状
況を再現し，フォーハンドシステム３）の有効性につ
いて学生に体験学修させる課題を実施し，教育効果
を評価した。

以上の要件を踏まえ２０２０年度の臨床実習では，
東京歯科大学短期大学歯科衛生学科の協力のもと，
臨床実習中の歯科衛生学科学生を介助者役として配
置することでチーム医療の環境を再現し，その状況
下で複数の学修課題を一連の流れに沿った治療術式
の学修体験を目的とした合同実習を実施した。本研
究ではその教育効果に関する基礎データを得ること
を目的としたアンケート調査を実施し，分析・検討
した。

材料および方法

１．対象
２０２０年度クラウンブリッジ補綴学講座実施の補

綴科臨床実習に参加した，本学歯学部第５学年（以

下，歯学部学生）１３８名を対象とした。歯学部学生
は，第４学年時にクラウンブリッジ補綴学に関する
講義および臨床基礎実習を実施している。

２．実習
歯学部学生を各班約８名ずつにグループ分け

し，各回の実習を少人数で実施した。
各歯学部学生に対して，介助者として東京歯科

大学短期大学歯科衛生学科学生（以下，衛生学科学
生）もしくは東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学
講座医局員（以下，教員）を割り振り，すべての歯
学部学生に診療介助がある状況下での実習とした。

本実習開始時に，支台築造，オールセラミック
ブリッジ支台歯形成，精密印象採得，咬合採得につ
いての講義および示説を行った。示説後，各歯学部
学生１人につき１台ずつ実習用ユニットに着席さ
せ，ユニットに患者を想定したマネキン（SIMPLE
MANIKIN : NISSIN, Kyoto, Japan）を設置した。
顎模型（D－１８－５００H（GUB）－MF : NISSIN, Kyoto,
Japan）の上顎左側第一大臼歯部に根管治療済み歯
を想定した人工歯（品番，歯種・部位）を装着し（図
１），当該歯に対してファイバーポスト併用レジン
支台築造，オールセラミックブリッジ支台歯形成，
精密印象採得，対合歯印象採得および咬合採得まで
の一連の治療の流れに沿った実習を実施した。各学
生に対し，介助者として衛生学科学生もしくは教員
をランダムに割り振った（図２）。

図１ 本実習で用いた歯列模型 図２ 合同実習中の様子
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３．アンケート調査
本研究は，東京歯科大学倫理審査委員会による

承認を得た後に実施した（承認番号：１０５０）。
合同実習終了後，歯学部学生に対して Google

Forms を用いて web アンケート調査を実施した
（図３）。アンケート内容として，衛生学科学生が
介助していた歯学部学生に対する質問事項，教員が
介助していた歯学部学生に対する質問事項，すべて
の歯学部学生に対する共通の質問事項の３種類に分
類し，それぞれの質問内容に対し４段階の選択肢を
設定して回答を求めた。アンケートの末尾に自由記
載欄を設けた。歯学部学生には口頭および書面によ
り，本研究の目的，調査結果を本研究以外には使用
しないこと，調査への同意の有無や回答の結果が個
人の不利益とはならないこと，匿名化してデータを
収集すること，個人情報の保護などに関する説明を
事前に行った。

結 果

アンケートは１３８名に実施し，有効回答数は１１４
（８２．６％）だった。介助者が衛生学科学生であった
歯学部学生による回答数が８６，介助者が教員であっ
た歯学部学生による回答数が２８であった。アンケー
ト結果を内容に応じて以下の３種類に分類した。

１．本実習が学修に及ぼす影響に関するアンケー
ト結果（図４）

「合同実習の形式の方が将来自分が行う臨床の
イメージがわきやすかったか」との質問に対し，肯
定的回答は９５．６％だった。「合同形式の実習は学修
意欲の向上につながったか」との質問に対し肯定的
回答は９４．８％，「合同形式の実習は従来の臨床基礎
実習よりも学修効果が高いと感じたか」との質問に
対する肯定的回答は８６．０％だった。

２．診療介助に関するアンケート結果（図５）
「診療介助の重要性を実感したか」との質問に

対し，肯定的回答は９４．８％だった。「介助者の存在
によって実習をやりやすいと感じたか」との質問に
対し，肯定的回答は介助者が衛生学科学生だった歯
学部学生では９３．９％，介助者が教員だった歯学部学
生では９９．９％であった。

３．介助者への指示に関するアンケート結果（図
６）

「介助者に対し適切なバキューム位置の指示が
できたか」との質問に対し，肯定的回答は介助者が
衛生学科学生だった歯学部学生では７４．４％，介助者
が教員だった歯学部学生では４２．８％だった。「自分図３ アンケート調査の質問事項より一部抜粋

図４ 本実習が学修に及ぼす影響に関するアンケート結果
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が指示した通りのバキューム操作をしてもらえない
と感じたことがあったか」との質問に対し，否定的
回答は介助者が衛生学科学生だった歯学部学生では
５９％，介助者が教員だった歯学部学生では８９．２％
だった。「介助者にアドバイスを求めることがあっ
たか」との質問に対し，肯定的回答は介助者が衛生
学科学生だった歯学部学生では８３％，介助者が教員
だった歯学部学生では８９．４％だった。

考 察

１．本実習による学修への影響
本アンケートの結果，９５．６％の歯学部学生か

ら，合同形式の実習は将来自分が行う臨床のイメー
ジがわきやすかったとの回答を得た。“４年生で
行った実習よりも臨床で行う操作をイメージしやす
かった”という自由記載欄のコメントからも，合同

形式の実習は学生にとって現実性の高いシミュレー
ション体験ができると推察できた。これは一連の治
療の流れに沿った術式の実施と，診療介助がある実
践的な体験が合わさることにより可能となったと考
えられる。

また９４．８％の歯学部学生から，合同形式の実習
は学修意欲の向上につながったとの回答が得られ，
“将来の想像がしやすく勉強になった”というコメ
ントが多数得られた。本実習による将来の診療イ
メージのしやすさが，学生のモチベーション向上に
寄与したと考えられた。

８６％の歯学部学生から，合同形式の実習は従来
の臨床基礎実習よりも学修効果が高いと感じたとの
回答を得た。これは“互いに気を使うこともあり緊
張感を持ってできた”というコメントから，介助者
の存在や視線に対して緊張感を持って集中して取り

図５ 診療介助に関するアンケート結果

図６ 介助者への指示に関するアンケート結果
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組めたことが要因と考えられた。
本実習は臨床実習期間中に実施しており，研究

対象者となる歯学部学生は第４学年時の講義と臨床
基礎実習により，基礎的な知識および技術，実践的
な手技をある程度把握している学修段階である。重
ねて臨床実習で日常的に診療介助を行っている中，
歯科医師役として将来のイメージを現実的にシミュ
レートできる実習を行うことは，診療介助のみの実
習経験では気付けない新たな学びや，学修に対する
モチベーションの向上に有効であったと考えられ
た。これは“手順を復習しながら実際に行うことが
できた”，“臨床を見てから行うと気を付けなければ
いけないポイントの理解が深まり，非常に良かっ
た”などのコメントが得られたことにより確認でき
た。以上より，合同形式の実習は従来の実習と比較
して具体的な将来のイメージがしやすく，学生の学
修意欲向上につながると考えられる。

２．チーム医療の重要性について
９０％以上の歯学部学生が，診療介助の重要性を

実感した，介助者の存在によって実習をやりやすく
なったと感じた，と回答しており，さらに“１人で
支台歯形成する難しさが理解できた”，“１人でやる
よりスムーズに進められた”などのコメントから，
合同実習ではフォーハンドシステムの有効性，チー
ム医療の重要性について実感できたことが推察でき
る。特に，介助者の違いに関わらず９０％以上の歯学
部学生が，介助者の存在により実習しやすいと感じ
たと回答しており，介助者の技量よりも介助者の存
在の有無が最も重要であると推察された。

３．今後の教育について
介助者が衛生学科学生であった場合，介助者に

適切なバキューム位置を指示できたと回答した歯学
部学生の割合が７４．４％であったのに対して，指示し
た通りのバキューム操作を行ってもらえたと感じた
歯学部学生の割合は５９％と，減少する傾向を示し
た。これは歯学部学生および衛生学科学生が共にバ
キューム位置に関する実践的な技術不足により，指
示された内容をイメージ通りに実施することが困難
であったためと推測された。一方，介助者が教員で
あった場合にはその頻度が増加する傾向を示した。

これは歯学部学生の指示が適切でなくても，教員の
判断と技術によりバキュームが適切な位置に修正さ
れていたことによるものと考えられる。

また，適切なバキューム位置を指示できなかっ
たと回答した歯学部学生が一定数存在した。その原
因としては，第一に歯学部学生が介助者に診療操作
についての指示を出す経験の不足が考えられた。経
験不足からくる心理的不安感が，介助者への指示を
躊躇させていたことが推察できる。次に，介助者に
指示できる知識に自信がなかったことが理由として
考えられた。過半数の歯学部学生が，介助者にアド
バイスを求めることがあったと回答をしていたこと
から，多くの歯学部学生が自らの知識と経験の不足
を実感していたと推測できた。また，適切なバ
キューム位置の指示を出せたと回答した歯学部学生
は介助者が衛生学科学生の場合７４．４％，教員の場合
４２．８％であったことから，介助者が教員の場合に
は，特に指示を出すのに十分な知識，自信がなかっ
たためと考えられる。

本学では第４学年の臨床基礎実習において画一
化されたバキューム位置の指導をしているが，実際
の支台歯形成時には形成部位ごとに適宜微調整が必
要となる。さらに，治療しやすい状況を作るために
は介助者への適切な指示が重要である。本アンケー
トより，学生には適切な指示を出すために必要な実
践的知識および技術，経験が不足していることを確
認できた。これは従来，実際の臨床操作において治
療を経験し，時間をかけて自らの努力で身につけて
いくものとされてきた内容であると考えられる。し
かし，合同実習を通して歯学部学生が介助者へ適切
な指示を出すために必要な経験を積み，実践的な技
能を習得できるような教育内容に改善していくこと
で，今後さらに有意義な教育課題となることが期待
される。また，正しい知識と技術を身につけること
は，チーム医療において他職種へ適切な指示を出す
ためには不可欠であり，教科書の知識の確認のみで
はなく，歯学部学生にとって卒後の医療現場で役立
つ経験を与えることを目的とする臨床実習の必要性
が確認された。

今後もデータの収集および実践的学修が可能な
内容への改善，それに伴う教育効果に関する評価を
継続して実施する予定である。
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結 論

介助者のいる環境を模した本合同実習は，従来
の単独で行う実習よりも歯学部学生自らが将来行う
診療イメージを得やすいと考えられた。こうした明
確な臨床実感の獲得が，学生の学修意欲向上や，
チーム医療の重要性の実感につながったと考えられ
る。

そして合同形式の実習を通して正しい知識と広
い視野が必要であることを実感することで，チーム
医療の一員であることの自覚や，将来の医療現場に
おける円滑な他職種との連携，適切な指示による医
療事故の防止などに有効であると期待される。

本論文の要旨は，第４０回日本歯科医学教育学会学術大
会（２０２１年１１月２０日～１２月３日 web 開催）にて発表した。

本論文について開示すべき利益相反はない。
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In today’s super-aging society，the importance of medical cooperation and team-based medicine is in-
creasing．In dental education，students need to develop more practical clinical skills．Thus，for students
to experience team-based medical care within dental-related professions，we conducted a joint clinical
training，in which students played the role of a caregiver，reproduced a team medical-care scene，and
practiced a series of procedures in that environment．Participating students conducted an exit question-
naire that was analyzed to obtain basic data on the educational effects of the program，which included１３８
students in clinical practice at the university．The questionnaire results indicated that ９５．６％ of the stu-
dents felt that the joint clinical training made it easier for them to visualize their future，and more than９４
％ of the students answered that the joint clinical training improved their motivation to learn．In addi-
tion，more than ９０％ of the students answered that they realized the importance of assistance when per-
forming medical procedures．Compared with the conventional clinical training format，joint clinical train-
ing is more likely to improve students’ motivation to learn and understand the importance of team-based
medicine．This method improves students’ comprehension of their future routine as a medical professional.

（The Shikwa Gakuho，１２２：９９－１０４，２０２２）
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