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そ の 他

東京歯科大学千葉病院歯科医師臨床研修の
協力型研修施設において生じた問題事例
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山倉大紀１）

杉山利子１）

近藤祥弘１）

野呂明夫１）
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析し，適切な対応に努めてきた。その８つの問題事

はじめに

例について報告する。

平成１８年度から必修化された歯科医師臨床研修制

問題事例

度は，平成２０年３月で２期目が修了した。現在，本
学千葉病院では，図−１に示すように，単独方式の

事例１：精神的問題

プログラムＡと群方式のプログラムＢ，Ｃの３つの
プログラムで臨床研修を行っている。

身体的・精神的問題から研修の継続が困難となっ
たケース

その中で平成１８年度・１９年度の２年間に，協力型

（概要）

研修施設において研修を行うプログラムＢ，Ｃを選

指導歯科医より『いつも午後になると体調不良で

択した研修歯科医８名に，管理型研修施設として対

診療室で寝込んでしまうことがある，体調不良のた

応が必要となったケースが生じた。それら個々の

め休みたいとのメール連絡が度々ある，研修初日

ケースについて，研修歯科医や指導歯科医との面談

「穴の開いたジーパン」「ベルトにチェーンをぶらさ

を行い，各事例について事情を聞き，その内容を分

げた」服装で出勤した』との連絡を受けた。
そこで，臨床研修委員長が研修歯科医と面談した
ところ『体調不良や診療室で寝込んでしまうことは

１．プログラムＡ……単独方式
初期研修，総合診療科研修（２期間：７〜８ヵ月），
専門研修，習熟保存・補綴研修，協力施設研修

事実である，研修初日の服装についても事実であ
る』との返事を得た。また今後どのようにしたいの

２．
プログラムＢ……群方式
初期研修，総合診療科研修（１期間：３〜４ヵ月）
，協
力型研修（１ヶ所：３〜４ヵ月）
，専 門 研 修，習 熟 保
存・補綴研修，協力施設研修

かを確認したところ『昼寝ができれば，午後には体
調が回復する，研修を継続したい』とのことであっ
た。

３．
プログラムＣ……群方式
初期研修，総合診療科研修（１期間：３〜４ヵ月）
，協
力型研修（２ヶ所：７〜８ヵ月）
，習 熟 保 存・補 綴 研
修，協力施設研修，口外病棟・麻酔研修
図１

そこで指導歯科医と協議し可能な範囲での研修継
続をお願いした。しかし次に行った別の協力型研修
施設でも同様の状態で，休止日数超過のため３月末

千葉病院臨床研修プログラム

での研修修了は出来なかった。
キーワード：歯科医師臨床研修，
協力型研修施設，
問題事例
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事例２：精神的問題
精神的ストレスからアトピーが悪化し研修の継続
が困難となったケース
（概要）

― ２７ ―

研修歯科医から『現在の協力型研修施設での研修
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高橋，
他：協力型研修施設において生じた問題事例

内容について相談がある』と連絡があり面談した。

その後，指導歯科医に無断で実家近くの病院に通院

『勤務時間が８時４５分から２０時３０分までとかなりき

加療するため帰省してしまう。指導歯科医より連絡

つい，診療内容について自分として納得できない部

を受け，本人に電話したところ『体調は回復した

分がある，ストレスのためかアトピーが悪化した，

が，精神的問題のためしばらく実家で静養したい』

このままの状態で臨床研修を継続することは困難と

との申し出を受けた。原因としては，環境の変化・

感じている』とのことであった。

長時間労働などが考えられた。本人は研修継続を希

そこで臨床研修委員長が協力型研修施設を訪れ

望したが，過労による精神的な問題から同じ施設で

『研修歯科医は自宅静養中であり，当面の間，臨床

の再開は困難と判断し研修を中断，プログラムを変

研修を休止したいこと，休止の期間によるが臨床研

更して再開した。

修が未修了となり，来年４月から一定期間の補充が
必要となる見込みである』ことなどの説明を指導歯

事例５：無視
院長からの無視，介補に付くことも拒否されるな

科医に行った。
次に行った別の協力型研修施設では問題なく研修
を行うことが出来たが，休止日数超過のため３月末

どの精神的ストレスから研修の継続が困難となった
ケース
（概要）

での研修修了は出来なかった。

研修開始１ヵ月ほどで，研修歯科医より相談した
いとの連絡を受け面談した。『院長から無視された

事例３：精神的問題
体調不良で欠勤・早退が度々あり，見学中の表情

態度を取られ続けている，話をしてくれない，質問

も硬く来院患者への声かけが上手く出来ないなど，

しても答えてくれない，介補に付くと拒否される』

研修歯科医の精神的問題から研修の継続が困難と

そのため体調を崩し，胃腸障害・食欲不振・精神的

なったケース

不安を訴えていた。一緒に研修している別の研修歯
科医に状況を確認したところ『院長は自分と波長が

（概要）
指導歯科医から『８月中は環境に慣れる期間とし

合わない研修歯科医は拒絶することが多々ある』と

て午前中半日の見学のみとした。９月以降は，本人

のことだった。指導歯科医は院長ではないが，この

も１日を希望したのでそのようにしたが，週に１回

件に関しては我関せずの傍観的態度を取っていた。

は体調不良で欠勤や早退がある。見学中も診療室以

精神的な問題から同じ施設での研修継続は困難と判

外の所で休んでいたり，人目を避けるように隠れて

断し研修を中断，プログラムを変更して再開した。

いたりする時もある状況である』という連絡が臨床
事例６：暴力

研修委員長に入った。

指導歯科医より度々暴力を受けたケース

指導歯科医と相談した結果，研修が始まった直後
のため，一週間程様子を見て再度連絡いただくよう

（概要）
研修開始１ヵ月半後，研修歯科医より相談したい

お願いした。
しかし，精神的な問題から同じ施設での研修継続

との連絡を受け面談した。『研修先の指導歯科医よ

は困難と判断し研修を中断，プログラムを変更して

り暴力を受けた』とのことであった。他大学のもう

再開した。

一人の研修歯科医も同様の暴力を何度か受けてお
り，前年度の研修歯科医に話を聞いたところ『自分
も暴力を受けた』とのことであった。面談の翌週

事例４：過労
食欲不振，胃腸障害による体調不良により欠勤，

『話を聞いてもらって少し気が楽になりました。も

精神的な問題から研修の継続が困難となったケース

う少し頑張ってみます』との電話連絡を受けた。し
かしその後，精神的な問題から同じ施設での研修継

（概要）
研修開始１ヵ月半後，食欲不振，胃腸障害による
体調不良により欠勤。母親が看病のため上京する。

続は困難と判断し研修を中断，プログラムを変更し
て再開した。

― ２８ ―
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行って聞いて来い，それが分かるまで来なくて良

事例７：パワーハラスメント
指導歯科医より自分の指示に従わないなら研修は

い』と言われたとのことで研修歯科医と面談した。
研修歯科医の話では，『診療や与えられた課題につ

させない，大学に戻れと度々言われたケース

いて，指導歯科医が言っていることが良く分からな

（概要）
指導歯科医より『ここでの研修継続は不可能なた

い，すぐ怒鳴られる，前に言われたことと，後に言

め，大学で引き取って欲しい』との連絡を受けた。

われたことが違い指示に一貫性が無い，如何したら

『研修歯科医が，挨拶しない，自分の指示に従わな

良いのか分からない』とのことであった。もう一人

い』とのことであった。そこで，研修歯科医と面談

の研修歯科医に話を聞いても『言うことに一貫性が

し実状を確認した。

無いことがある，スタッフにも同じです』とのこと

『１１月に一度挨拶に行った時に，片道２時間の通

だった。面談において『明日，研修施設に行き，今

勤時間なら院長所有のマンションに住むようにと言

日話した内容について指導歯科医に報告し，研修を

われたが，実家から通えると言ったことが気に入ら

再開してもらうように』と話をした。研修は無事修

なかったようです。また，自分は大学で習った治療

了したが，研修歯科医の意識，指導歯科医の言動に

法を今の施設でもやっているが，自分が説明すると

疑問を持たざるを得なかった。

『東歯は』と言われる。また院長の話し相手をしな

まとめ

いとすぐ大学に連絡する。自分が話し相手になって
少しでも適当な返事をすると態度が悪いと言って怒

これら個々の事例に対し，管理型研修施設として

り出す。暇な時間が多いので，そんな時に教科書を

研修歯科医との面談や，指導歯科医との話し合いを

読んでいると，今ここですることじゃないと言われ

行い適切な対応に努めた。研修歯科医に問題があっ

る。常に胃が痛い状態になり，ストレスで手足はボ

たケース，指導歯科医に問題があったケース，両者

ロボロ，顔は吹き出物だらけである。症状が悪化す

に問題があったケースなどいろいろであった。しか

る一方なので，病院に行かせてほしいと言ったら，

し今後このような問題事例が起こらないために，研

行く必要はないと言われた』とのことであった。研

修歯科医や指導歯科医とプログラム責任者・副責任

修は無事修了したが，指導歯科医の言動に疑問を持

者との連絡体制を作る必要性を強く感じ，平成２０年

たざるを得なかった。

度より連絡体制を確立し実施を開始した。
本論文の要旨は，第２７回日本歯科医学教育学会総会（２００８

事例８：パワーハラスメント
指導歯科医がすぐ怒鳴る，指示に一貫性が無い，

年７月１２日，東京都）
で発表した。

大学に戻れと度々言われたケース
（概要）
指導歯科医より『研修とは何かをもう一度大学に

― ２９ ―

