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新潟大学医歯学総合病院における 
研修歯科医採用試験のオンライン実施の試み

齋　 藤 　　豪 1，2） 佐　藤　拓　実 2） 中　 村 　　太 1，2） 
都 野 さ や か 1，2） 野 村 み ず き 1，2） 石　﨑　裕　子 3） 
伊　藤　晴　江 2） 奥　村　暢　旦 1，2） 長 谷 川 真 奈 1，2） 
藤　井　規　孝 1，2）

抄録：2021 年現在，新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として様々なリモート形態が工夫されており，歯科医師臨床研修の
準備も例外ではない。今回，新潟大学病院で行ったオンライン研修歯科医採用試験の概要を受験者と評価者に対するアンケート
調査の結果とともに報告する。試験は面接，グループ討議，筆記を行い，62 名の受験者と 18 名の評価者が参加した。面接と 5，
6 名で構成したグループによる討議はオンライン会議ツール ZoomⓇ（以下 OMT）を用いて行い，3 名の評価者がそれぞれの受
験者を評価した。筆記試験はインターネット上に共有した問題と回答用紙へのアクセス権を受験生に与え，OMT による監督下
で実施した。試験終了後，受験者，評価者に対して同じ内容のアンケート調査を web 上で行った。オンラインで行った採用試験
は予定通り実施することができ，アンケート調査の回答から，ほとんどの受験者，評価者が手順や方法を理解していたことが明
らかになった。また，多くの受験者，評価者はそれぞれ自宅，大学から試験に参加しており，対面とオンライン面接に違いを感
じなかったとする一方，目線を合わせづらい，臨場感がない等の問題を指摘する意見がみられた。オンライン試験の導入につい
ては積極的に検討すべきとのコメントが多く，今回行った方法の改善点に関するものは少なかった。しかし，現時点では，オン
ライン試験を完全な対面試験の代替にするためにはさらなる改良を要すると考えられた。
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緒　　言

　令和 3 年 3 月現在，新型コロナウイルス（COV-
ID-19）の感染報告は世界中に認められ1），感染者数の
合計は日本の総人口数に迫ろうとしている。特にアメ
リカ合衆国，ブラジル連邦共和国，インド共和国の状
況は深刻であり，この 3 か国の感染者数は全世界の
43％にも達している2）。国内においても令和 2 年 1 月
に一例目が報告 3）されて以来，感染者数に増加傾向が
みられ，令和 2 年 4 月には平成 24 年に公布された新
型インフルエンザ等対策特別措置法4）の規定に基づい
て 1 度目の新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が
発令されている5）。その後，令和 3 年 3 月 15 日まで
に 447,906 名の国内感染例が確認されており6），2 度
目の緊急事態宣言の解除時期について慎重な議論がな
されている5）。このような国内の状況は学校教育7）や
医療の提供8）にも大きく影響を与えており，歯科関係
においては日本歯科医学会9）や日本歯科医師会10）を筆

頭にそれぞれの専門学会が感染予防・対策に関する注
意喚起を継続している。一方，令和 2 年 3 月に文部科
学省高等教育局より「令和 2 年度における大学等の授
業の開始等について」7）が通知された。さらに 6 月に
は文部科学省，厚生労働省より「新型コロナウイルス
感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校，養成所
及び養成施設等の対応について」11）の連絡があり，医
療職を養成する大学における実習や授業の弾力的な取
扱いや個々の学生の状況に合わせた学修機会の確保に
関する具体的な取り組み事例が示された。その後，各
教育機関ではそれぞれに工夫を凝らしてカリキュラム
を実施し，新たな年度を迎えようとしているが，歯科
医師臨床研修もその例外ではない。新潟大学医歯学総
合病院においても全国的な対応をもとに独自に指定地
域を設定し，職員および患者の往来を極力控えるなど
の対策を実施してきたが，例年，研修歯科医採用試験
には全国各地からの応募がみられるという課題を抱え
ていた。そこで，令和 2 年 8 月末に新潟大学医歯学総
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合病院令和 3 年度研修歯科医採用試験をオンラインで
実施した。本研究では，オンラインによる採用試験受
験者および評価者を対象にアンケート調査を実施し，
実施状況と課題を明らかにすることを目的とした。

対象および方法

　面接，グループ討議，筆記試験による研修歯科医採
用試験をオンラインで実施し，試験終了後に受験者
62 名と評価者 18 名に対するアンケート調査を行った。
試験実施に先立ち，受験者に Google アカウントの取
得を求め，電子メールの着信テストを行った。その
後，専用の Google グループを作成し，試験に関する
事前連絡（推奨されるインターネット環境を含む）や
説明資料の配付を行った。また，受験者のインター
ネット環境を確認するために，試験日までに 3 回の通
信テスト日を設定し，映像や音声の確認とともに使用
ツールの操作方法に関する説明を行った。さらに，そ
れぞれの受験者の連絡先住所に割り印を押した受験票
を送付し，受験時にはその受験票をカメラに提示でき
るように指示した。一方，模擬試験を準備し，評価者
に対してもオンライン評価の操作確認を行った。各試
験の評価は従来本院が行ってきた評価基準に基づいて
行うこととし，受験環境は評価の対象外とした。以
下，それぞれの方法について記す。
1．面接試験
　受験者 62 名を 1 グループにつき 10，11 名の 6 つの
グループに振り分け，全 6 グループ同時に実施した。
面接にはオンライン会議ツール ZoomⓇ（以下 OMT）
を使用し，3 名の評価者による 10 分間の面接を行っ
た。対面での面接と同様，受験者は事前に連絡を行っ
たミーティング ID，パスワードを使用して指定時刻
までにミーティングルームに入室し，待機するよう指
示した。各グループの 3 名の評価者から責任者を 1 名
選出し，責任者がミーティングルームの設定，受験者
の入室許可や時間の管理を行った（図 1）。入室を許
可された受験者には最初に受験票を画面に提示してフ
ルネームで名乗ることを求め，評価者が手元の写真付
き受験票と照会して本人確認を行った後，面接試験を
開始した。インターネット回線のトラブルについて
は，通信が途絶えた後，概ね 3 分以内に再接続するこ
とができればそのまま面接を続行する，必要に応じて
切断時間を考慮して面接時間を延長する，のように対
応することとした。
2．グループ討議試験
　面接試験同様，OMT を用いて受験者を 5，6 名ず
つの 12 グループに分け，6 グループ同時進行を 2 回
実施した。試験時間は 45 分間とし，与えられたテー
マについてプロダクトを作成する作業を課題とし，グ
ループ内で討議を行うそれぞれの受験者を 3 名の評価

者が評価した。討議はグループ内で司会を決めて進行
することとし，プロダクトは評価責任者がミーティン
グルーム内に共有したホワイトボードに作成するよう
指示した。グループ討議の進め方に関する説明は，予
め作成したナレーション付きのパワーポイントファイ
ルを共有提示することによって行い，討議テーマはこ
の時に開示した。グループ討議中，評価者はカメラ，
マイクともオフにして評価を行い，プロダクトの内容
は評価の対象外とした。
　面接試験，グループ討議の評価は受験番号を記入し
た追記可能な PDF ファイルを用いて行い，評価者に
それぞれの試験終了後にメール添付で提出することを
求めた。
3．筆記試験
　事前準備として，パスワード付き PDF ファイルで
作成した試験問題を Google ドライブにファイル共有
し，解答用紙を Google フォームで作成した。筆記試
験は受験者を 10，11 名の 6 グループに分けて行い，
ミーティングルーム内でカメラをオンにした状態で受
験することとした。筆記試験は受験者が一人で解答す
ることとし，他人に協力を求めている様子がうかがえ
る場合には不正行為とみなすこと，問題および解答用
紙にアクセスするための URL は試験開始 10 分前に
Google グループへのメールで連絡することを事前に
周知した。ミーティングルームは評価者のうち 1 名が
設定し，試験監督を務めた。試験時間は 60 分間とし，
開始時にグループ討議と同様の説明を行い，問題ファ
イルを開くためのパスワードを開示した。試験中，ス
マートフォンの利用は禁止したが，web カメラのな
いデスクトップ PC やタブレット PC で問題，解答を
開いて受験する場合に限って利用を許可した。
4．アンケート調査
　アンケートによる調査は受験者，評価者とも同じ内

図 1　面接試験の様子（評価者側から）
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容について行った。すなわち，①試験の手順や方法の
理解，②対面形式での面接試験と OMT 面接試験の比
較，③インターネット環境等の準備，④受験 / 評価し
た場所，⑤オンライン試験導入の継続的な検討，⑥改
善点に関する質問とそれぞれの回答選択肢，理由記載
欄 を 準 備 し た。 ア ン ケ ー ト の 回 答 用 紙 は Google
フォームで作成し，Google アカウントによるログイ
ンを回答条件とした。アンケートの説明には，結果に
ついては個人情報を削除した上で学会発表や論文投稿
に使用することを明記し，同意する場合にのみ回答す
ることを依頼した。

結　　果

1．採用試験の運営
　面接，グループ討議，筆記試験とも通信障害による
中断などの大きなトラブルもなく終了し，予定通り令
和 3 年度新潟大学病院研修歯科医採用試験を実施する
ことができた。

2．アンケート調査結果
　1）回答数および回答率
受験者 62 名のうち 56 名から回答が得られ，回答率は
90.3％であった。評価者については 18 名すべてが回
答した。
　2）回答結果
　質問①については 85.7％の受験者が「よく分かっ
た」と回答しており，「わからない点があった」は
12.5％，「分からずに困った」は 1.8％であった。評価
者では 88.9％が「よく分かった」と回答しており，受
験者と評価者の大部分は試験の手順や方法について概
ね理解できていたことが明らかになった（図 2）。回
答の理由を尋ねたコメントには，「事前の説明資料が
充実していて分かりやすかった」「操作確認テストで
リハーサルができたから」との意見が多くみられた
が，「事前説明資料が複数あり混乱した」という指摘
も認められた。質問②では「同じ」または「ある程度
同じ」と回答した受験者が 69.6％，評価者が 72.3％で

図 2　アンケート調査，質問 1 に対する回答結果

図 3　アンケート調査，質問 2 に対する回答結果
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あった。また，「違う」と回答した受験者は 26.8％，
評価者では 22.2％であり，ほぼ同様の傾向を示した

（図 3）。「同じ」または「ある程度同じ」と回答した
理由には「画面越しではあるが対面と形式は変わらな
いから」「顔が見えるので対面とさほど変わらない」
などが挙げられていた。一方，「違う」の理由の多く
には「対面ではないので臨場感に欠ける」「目線を合
わせるのに迷った」などのコメントがみられた。質問
③に対しては，準備に関して困ることが「なかった」
受験者は 67.9％，評価者では 66.7％で困ることが

「あった」または「少しあった」受験者は 32.1％，評
価者では 33.4％であった（図 4）。これらの理由とし
て「普段タブレットのみを使用しパソコンの操作に不
慣れであった」「既存のインターネット回線の速度に
不安がある」等の意見が認められた。質問④について
は，受験者の 82.1％が「自宅」，評価者は 88.9％が「大
学」と回答した（図 5）。受験者の多くは，「インター
ネット環境があり，必要な周囲環境を揃えやすい」と
の理由から自宅で受験しており，評価者は「インター
ネット回線の安定性を考慮して」「困ったときに指示
を仰ぎやすい」ことから「大学」で実施したことが示
された。質問⑤に関しては，96.4％の受験者と 94.5％
の評価者が「思う」または「ある程度思う」と回答し
た（図 6）。新型コロナウイルス感染症や他の感染症
の流行に備えるための対策として，また，受験のしや
すさ等の観点から今後もオンラインでの試験形式は導
入するべきとの意見が多く寄せられた。しかし，他方
では対面形式での試験と比較して公平性に欠ける，事
前に環境を整えなければならない点を問題視するコメ
ントもみられ，可能なら従来通りの対面形式での実施
が適切との意見も認められた。質問⑥に対する受験者
の意見は「特にない」がほとんどであったが，「残り
の試験時間を常時表示すると分かりやすい」「パソコ
ンの性能等で差が出ないような形式にして欲しい」等
の要望があった。また，一部の評価者より「同一のパ
ソコンやネット環境を用意して欲しい」「回答フォー
ムが複数あり，入力が行えているか確認する手段もな
いため改善の余地がある」との意見が挙げられた。

考　　察

1．オンライン試験実施の準備手配，当日の運営につ
いて
　本院では，一度目の新型コロナウイルス感染症緊急
事態宣言が解除5）された後も院内関係者および来訪者
に対する移動制限や日常生活を含んだ感染対策の徹底
が求められていたが，採用試験は当初の予定通り，8
月 28 日（金）および 29 日（土）に実施した。説明資
料の多さや複雑さに関しては，改善の余地があり，今
回の経験を活かすことができると考えられた。ホスト

側に問題がみられなかったことについては，オンライ
ン試験には本学がライセンス契約を行った OMT を使
用し，大学のインターネット環境を利用したことが関
係していると思われた。リモート化については 6 月に
準備を開始したため，決して十分な期間があったわけ
ではない。しかしながら，当日トラブルもなく，ほぼ
予定通りの時間で終了することができたため，事前準
備や運営に大きな問題はなかったと思われた。一方，
今回の試験は合わせて 80 名程度の受験者と評価者と
いう比較的小規模なものであったため，得られた知見
にはある程度の制限が含まれていると考えられた。
2．面接試験について
　今回の方法により，面接試験を行う際，最重要事項
となる本人確認は問題なく実施することができた。ま
た，受験者にも評価者にも混乱する様子はみられな
かった。これはオンライン授業や説明会が多く行われ
るようになったために，参加者の多くが OMT の使用
に慣れていたことを示していると思われた。オンライ
ンで相手と自然に目を合わせるためには，カメラや装
置の改良が必要であり，現時点で対応することは難し
いと思われた。しかしながら，それらのコメントは多く
の受験者，評価者が相手の目を見て話しをすることの
重要性に気づいていることを示していると考えられた。
3．グループ討議について
　グループ討議では OMT のホワイトボード共有を評
価者が行ったことにより，受験者の設定準備に係る負
担をなくし，時間を管理することが容易にすることが
できたと考えられた。また，1 グループあたりの構成
人数を 5，6 名の構成としたことやそれぞれの評価者
が画面と音声をオフにして参加したことも，ほぼ対面
で行うグループ討議と同様に実施できたことに関係し
ていると思われた。一方，今回はグループごとにミー
ティングルームを設定したため，試験時間の管理はそ
れぞれのホスト担当者が行う必要があり，進行管理が
複雑化した。さらには，OMT のホワイトボード機能は
受験者にとって使いにくい点も挙げられた。このため，
オンライングループ討議における意見の共有方法につ
いては，さらなる改善・効率化が必要と考えられた。
4．筆記試験について
　筆記試験の問題作成に使用した編集制限パスワード
付 PDF，Google ドライブ上に作成した解答用紙，
OMT による答案作成時の画面監督はすべて想定通り
に利用することができた。また，例年同様に試験を実
施することができたため，いろいろな制限や条件はあ
るものの，この方法には一定の利用価値があるように
思われた。
5．受験者・評価者アンケート調査の結果について
　多くの受験者，評価者が今回のオンライン試験の実
施手順や方法について理解していたことが明らかに
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図 4　アンケート調査，質問 3 に対する回答結果

図 5　アンケート調査，質問 4 に対する回答結果

図 6　アンケート調査，質問 5 に対する回答結果
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なった。理由には準備の適切さをあげるコメントがみ
られた一方，接続，操作テスト日の少なさや説明資料
の多さ，複雑さを指摘する意見が認められ，準備，説
明に改善の余地があることが示された。OMT による
オンライン面接については，受験者，評価者とも対面
とある程度同じであったと感じた者が最も多かった。
また，受験者の大部分は自宅で受験しており，イン
ターネット環境の準備に関して困ることはなかったと
回答していたため，多くは個人宅に十分なインター
ネット環境を備えており，オンライン試験を実施する
ための条件は整っている場合が多いと考えられた。さ
らに，オンライン採用試験の積極的な導入の是非につ
いては，受験者，評価者とも「そう思う」という回答
が多く，移動経費や時間を節約できる，移動制限がか
かっていても受験を諦めずに済む，現状収束の見通し
が立っていないため準備は必要等あげられた理由はい
ずれも理解できるものであった。
　以上のことから，オンライン採用試験の有用性が示
唆された。しかし，一部に自宅のインターネット環境
や PC の設定や操作に関する不安を感じていたことを
示す回答が認められたことから，今後さらに厳しく移
動制限が求められる等の状況が生じた場合，公平性を
確保する上で深刻な問題になることが懸念された。ま
た，PC 操作を求められることや目線を合わせること
の難しさがあることから，オンライン試験は緊急避難
的措置と捉えていることを示す意見もみられた。全体
として，受験者と評価者の回答傾向やコメントは類似
していたため，オンライン試験に対する考え方は両者
に共通しており，それぞれの立場の違いが結果の差に
表れていると考えられた。
　令和 2 年度の歯科医師臨床研修マッチング参加順位
登録数12）や第 114 回歯科医師国家試験の受験者数13）

は例年と大きく異なってはいないことから，おそらく
令和 3 年度の研修歯科医採用試験のオンライン化は他
施設においても導入されていたと推測される。また，
すでに医学17），歯学18），看護学19，20）をはじめとする
様々な領域において，オンライン授業や実習に関する
報告がなされており，参加者によっては発言しやすく
なるというメリットがある反面，非言語的コミュニ
ケーションが難しく，今後有効活用するためには工夫
を要することが示唆されている。今回行ったオンライ
ン試験の改善点に関するコメントには，理解しやすい
説明等，適切な事前準備を求めるものがみられたが，
運営方法や内容に関する意見は認められなかった。こ
のため，今回の実施方法は少なからず今後の参考にな
る点を含んでいるように思われた。しかしながら，受
験者，評価者双方のコメントには少なからず対面で行
う試験との違いを指摘するものが認められたことや情
報のセキュリティが厳格化していることから，現時点

ではオンライン試験を充実させるためには，さらなる
準備や改良，工夫が必要と考えられた。

結　　論

　新潟大学医歯学総合病院で実施した面接，グループ
討議，筆記試験による令和 3 年度研修歯科医採用オン
ライン試験は所期の目的を果たすことができた。しか
し，受験者および評価者に行ったアンケート調査の結
果から，さらなる効率化や改善を図る必要があり，現
状においてオンライン試験を対面試験の完全な代替に
するためには解決すべきいくつかの課題があることが
示唆された。

　本論文の作成にあたり，利益相反事項はありません。
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A trial implementation of online employment exam for  
prospective trainee dentists at Medical and Dental Hospital Niigata University
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Abstract：In 2021, there are various developments or applications of remote form aimed to control 
COVID-19 infection involving a preparation of postgraduate dental clinical training.  Medical and Den-
tal Hospital Niigata University carried out an online employment examination for prospective trainee 
dentists and questionnaire survey for all participants.  62 candidates and 18 raters participated online 
exam such as interview, group discussion and written test.  3 raters evaluated interview to each can-
didate and discussion at each group composed with 5 or 6 candidates in the virtual room provided by 
online meeting tool ZoomⓇ （OMT）.  The access key for the exam question and the answer sheet 
shared on the internet was given to candidates to take online written test.  The written test was also 
performed in the virtual room and supervised by a proctor.  After finishing the exam, the URL to 
open a questionnaire showed to all participants and asked to answer.  As the result the online em-
ployment exam succeeded to accomplish its purpose and it was revealed that many participants had 
understood the concept or procedure.  Majority of candidates and raters attended the exam at home 
and workplace, respectively.  The reply comments to the questionnaire survey appeared some of 
them did not feel an incongruity to online interview, although there were comments pointed out im-
provements such as difficulty to have eye contact with opponent or to recognize the presence.  The 
number of comments for the necessity to consider about preparation of online exam positively were 
major and those for improvement were minor.  However, it is necessary to improve the system of on-
line employment exam in order to make it a complete alternative to face-to-face exam.
Key words： postgraduate clinical dental training, employment examination, online implementation, 

questionnaire survey


