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Abstract：Program of Oral Health Science, Course of Oral Engineering, School of Dentistry,

Hiroshima University was established as the first four-year course for dental technicians in Japan at

2005. The signiﬁcance and future value of dental laboratory work were discussed on the standpoint of a
unique dental technician, who graduated from the university and have engaged in Tokushima University
Hospital as a dental technician.

The digital technology and collaboration between dental and medical ﬁelds are getting important, and

the university hospital, which has three important functions of clinic, education, and research, needs

dental laboratory works for medical ﬁeld as well as dental ﬁeld. It concludes that the dental laboratory
work requires extensive knowledge and culture to create the future value of dental laboratory technology
committing to improving medical care, and depends on the four-year university education.

Ⅰ．緒

言

現在，日本には 52 校の歯科技工士養成機関が存在し，

として，歯科技工における今後の歯科技工のあり方と大
学教育の意義について考察した。

その多くが２年制を採用している。一方で，平成 17 年
に日本初の４年制歯科技工士養成機関として，広島大学

Ⅱ．大学病院歯科から見た歯科技工の新たな展開

歯学部口腔保健学科口腔保健工学専攻が開設された。そ

１．歯科医療のデジタル化

の後は平成 23 年に東京医科歯科大学歯学部口腔保健学

近 年， 歯 科 医 療 は Computer Aided Design / Computer

科口腔保健工学専攻が，平成 29 年には大阪歯科大学医

Aided Manufacturing（ 以 下 CAD/CAM） に 代 表 さ れ る

療保健学部口腔工学科が設立され，日本に４年制歯科技

ように，デジタル化の流れが急速に進んでいる。1971

工士養成機関は３校存在することとなる。
筆頭著者は平成 22 年に広島大学歯学部口腔保健学科

年に Duret により歯科領域における CAD/CAM システ
ムの可能性が示唆され 1），1991 年には日本初の歯科用

口腔保健工学専攻を卒業し，現在徳島大学病院にて歯科

CAD/CAM シ ス テ ム（GN-1，GC， 東 京， 日 本 ） が 発

技工士として歯科技工業務をおこなっている。本稿で

売された 2）。その後も様々なメーカーにより，歯科用

は，大学教育を受けた歯科技工の現場に立つ数少ない者
1）

CAD/CAM システムが開発され，2014 年の診療報酬改
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定では，小臼歯部に対する CAD/CAM 冠が初めて保険

ンピュータ上にて３次元モデルを再構築し，手術支援模

導入された。今後歯科医療におけるデジタル化への流れ

型を製作する需要が急増している。これを用いること

が加速していくのは間違いない。本院においても，2013

で，患者説明や術前診断が模型を用いて視覚的に行える

年に数台の CAD/CAM システムが導入され，日々臨床

で使用されている。宮崎は，CAD/CAM を含んだ Digital

ようになった。医科部門にはこのような組織がないだけ
に，歯科技工士がイニシアチブをとるべき領域であり 9），

Prosthodontics の効果として以下を挙げている 。

岡山大学病院においては，平成 18 年より歯科技工士が

・従来の間接法では不可能であったデータの保存や再利

携わることで歯科や医科および医科歯科連携の手術支援

3）

用，画像や構造解析を基にした修復物の設計，データ

組織となり，頭頸部がんセンターをはじめ，整形外科，

の転送による歯科技工のネットワーク化が可能にな

脳神経外科など，がん治療を中心とする手術に関する診

る。

療に活用されている 10）。

・安全性や強度，審美性に優れた新素材の利用が可能に

また，近年の口腔顎顔面領域の医療技術の進歩に伴

なり，しかも工場で管理されたブロックを出発点にす

い，新たな材料や技術を駆使し，エピテーゼやソマトプ

ることにより，内部欠陥のない品質の安定化が可能に

ロテーゼ，放射線照射用補助装置といった様々な装置が

なる。

製作されるようになってきた。それぞれの装置は歯科技

・術者の経験や勘に頼っていた修復物の適合性を安定的
に再現することが可能になる。

工学を応用して製作されることが多く，口腔外科医や補
綴歯科医，歯科技工士らの多職種のチーム医療によっ

・治療や歯科技工の作業工程が省力化され，作業環境の

て治療が行われる 11）。適応される部位により，口腔内装

改善が可能になる。

置，口腔外装置に分類されるが，近年では眼窩，耳介，

しかし，設計ソフトウェアのプログラムの有無によっ

外鼻，頬部等に適応されるエピテーゼ，四肢や体幹に適

ては作業の融通がきかない 3），精度的には必ずしも従来

応されるソマトプロテーゼを口腔外科医，形成外科医，

の最高レベルには到達していないという課題も挙げら

整形外科医らとともに製作する歯科技工士が必要とされ

れている 4）。実際に，CAM によって製作したクラウン，

ている 12）。

レーザーシンタリング技術により製作したクラウン，お
よび従来のロストワックス法にて鋳造技術を用いて製作
したクラウンの適合精度を比較すると，ロストワックッ
ス法を用いて製作したクラウンが最も良い適合精度を得
たという報告もある 5）。

３．病院組織における技工室
大学病院は「臨床」，「教育」，「研究」の３つの機能を
持ち，組み合わされて機能している。
本院の特徴として，技工室と診療室の距離が近しいこ

このように，デジタルワークフローといっても全てが

とが大きな利点として挙げられる。自らの製作したもの

機械化されるのではなく，最終的な形態や色調，咬合と

が目の前で患者に装着され，症例について歯科医師や歯

いった調整には歯科技工士の技術と判断が欠かせないも

科衛生士と協議することができる環境にいたことで，歯

のと考える。つまり，デジタル化技術と従来のアナログ

科技工士としての役目を真摯に感じることができ，モチ

技術の融合が，高品質，高付加価値を有する補綴装置に

ベーションの上昇につなげることができる。ただ単にも

繋がるものと考えられる。そのため，今後はデジタル化

のを製作するのではなく，生体に調和する医療装置を製

技術と従来からの高度な歯科技工技術・知識の両者が求

作していることを自覚するためには，物理的な距離だけ

められるであろう。

ではなく診療室と近しい関係性を築かなければならな
い。また，大学病院ならではの難症例に携わる機会もあ

２．医科歯科連携

り，手技だけでなく，従来の方法を応用した技法を考案

病院に所属する歯科部門も，一般歯科治療に加えて，

し，新たな補綴装置を具現化していく事例にも遭遇す

病棟での口腔衛生管理による誤嚥性肺炎などの感染症予

る。さらに先進医療に携わることで，積極的な医療のデ

防 6），摂食嚥下リハビリテーション，咀嚼機能管理と栄

ジタル化や医科歯科の連携症例 13） といった初の試みに

養指導 7）など入院期間の短期化を目指した他科患者のた

も着手することができる。そのためには従来の歯科技工

めの歯科医療サービスといった新たな役割が付加され，

学以上の知識が必要となり，日々研鑽しなければいけな

変化しつつある。このように多くの職種が存在する病院

い環境は，非常に有意義であると感じる。

では，患者中心の医療を実践するためにチーム医療が望
8）

教育においては，本院には，キャリア形成支援セン

ましいシステムであることが実証されている 。当然歯

ターがあり，卒後のキャリア形成の支援を受ける制度

科技工部門もこの中への参画が必要とされ，求められる

が存在する。院外へ研修に出ることにより，積極的に

機能をもっている。

外部の情報や知識を得，本院内にとどまらない柔軟な考

特にデジタル機器の医療への導入は，新たに提供でき

えを身につけることが期待されている。院外だけではな

る医療の可能性が期待される。近年では３次元プリン

く，院内での研修も定期的に開催されているので，歯科

ターの普及により，CT や MRI などの医用画像から，コ

医師，歯科衛生士はもちろんのこと様々な職種と共に勉
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強会を開催することで，歯科技工領域外の医療に必要な

る歯科技工士になれるよう養成を行っている。さらに卒

知識を学び，多くの観点を身につける機会を得ていると

業研究がカリキュラムに課されており，３年次には「生

実感している。また，大学病院の技術を外部に発信する

体構造・機能修復学」「医療システム・生体材料工学」「口

ことで地域に貢献する機会もあり，自身を客観視できる

腔生物工学」の３つの研究室の中から１つの研究室に配

とともに，次世代の歯科技工士のレベルを向上させる手

属され，それに関連した研究を行い，学会で発表をする

助けができればと考える。さらに，過去にも報告されて

機会も与えられる。筆頭著者も，３年次「口腔生物工

いる通り，日本の国家資格を有する歯科技工士は海外に

学」の研究室に所属し，歯肉上皮細胞の炎症機構につい

おいても活躍しており，日本の歯科技工技術は，世界に

ての研究を行った 18）。これは歯科技工士として必ずしも

冠たる知名度を確立している 14）。この点に関しては，筆

必要な知識ではなかったが，学生時代に細胞レベルから

頭著者も日本の従来の歯科技工技術は世界一であると自

生体のことを学ぶことで，歯科技工を生体に属する医療

負している。そのため，海外からの研修も増えており，

と捉えることができ，この先も役立つ知識と期待してい

我々がこれらを担っている。

る。また４年次にはカナダバンクーバー州の University

文部科学省によると，大学病院は「高度医療の推進に

of British Columbia に留学することができ，海外からみ

対する国民的期待に応え，難治性疾患の原因解明や新し

た日本の歯科医療を再考することもできた。このよう

い診断・治療方法の開発等を一層進めるべきである。ま

に，就学期間中に様々な経験をすることができたのは非

た，既存の診断・治療方法について科学性，有効性につ

常に貴重なことであった。

いて検証する研究も重視すべきである。」とある

15）

。研

一方，同じ４年制の制度を採用している東京医科歯科

究においては，診療を支援する歯科技工士の立場ではで

大学の鈴木は４年制歯科技工士養成機関の前身となる２

きることは限られるが，医療に貢献する身として広い視

年制歯科技工士養成機関卒業後の実習科の卒業生と比較

野で歯科医療を向上させる研究をしていかなければなら

すると，即戦力となるのは臨床経験のあり，実践向けの

ない。歯科技工士のみならず，歯科医師を中心とした他

教育を受けた実習科出身者であることを述べている 19）。

職種のプロフェッショナルと研究に携わることで，新た

私自身も即戦力となる力は持ち得ておらず，入職後半年

な見識を持つことも可能となる。また，成果を学会等で

間は模型実習が中心で，実際の技工業務に貢献できたこ

発信することにより，議論をし，批判的な意見も得るこ

とは少なかったと思う。

とができ，さらなる研鑽ができる。

確かにもの作りの現場では匠の技能は必要なものであ

このように大学病院の３つの機能に加わることで，総

り，大学教育か専門学校教育かということ如何に関わら

合的なスキルアップが期待できる。全てに携わるのは大

ず，まず技能の習得である。しかし，医療の現場ではそ

変ではあるが，少しでも関わることで歯科技工士として

の技能を技術にし，そしてそれを普遍的な技術にするこ

の価値を上げることができるものと考える。

とが必要である。そして，新たな歯科技工の未来を創造
し，それを牽引できる人材となるためには，幅広い歯科

Ⅲ．大学教育と技術者教育
歯科技工士養成機関指定規則によれば，歯科技工士養

医学，医学，生命科学の素養のみならず，工学や一般教
養が生きていくものとして実感している。

成機関では２年間で「外国語」，「造形美術概論」，「歯科

Ⅳ．ま と め

技工学概論」，「関係法規」，「歯科理工学」，「歯の解剖
学」，「顎口腔機能学」，「有床義歯技工学」，「歯冠修復技

４年制歯科技工士養成機関を終了した歯科技工士の視

工学」，「矯正歯科技工学」，「小児歯科技工学」，「歯科技

点で，大学病院の歯科技工とその将来について考察し

工実習」，「選択必須科目」の教科を 2,200 時間以上教育

た。歯科技工は，歯科医療だけでなく一般医療にも必要

するものと定められている 16）。これに加えて，医療従事

な領域となっている。今後の医療向上に貢献するための

者として受講すべき臨床・臨地実習や新たな分野の講義

歯科技工の未来を創造するためには，幅広い知識と教養

を考慮すると，２年制の教育時間には限界があり，３年

が必要であり，そのためには大学教育は意義あるものと

17）

制以上の就業機関が問われてきている 。

考える。

広島大学歯学部口腔健康科学科口腔工学専攻において
は，１年次に一般教養科目を受講し，２年次より歯科技
工士養成機関指定規則に定められる科目以外に，「CAD
システム工学」や「医療情報処理学」，「審美歯科学」と
いった，近年注目されている分野の講義が行われてい
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