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研修歯科医の身体的特徴が歯科治療時の力のコントロールに与える影響

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

抄録：我々は，歯科治療時に術者が患者や患歯に与える力のコントロールを技能教育における重要なポイントの一つと捉えて調
査を進めてきた。しかし，歯科臨床技能は術者個人の経験や手に関する身体的特徴等に影響される可能性があると考えられる。
そこで，本研究では術者の性別，握力や手の大きさ（手長）と処置時の力の大きさの関係性を調査した。研修開始直後の研修歯
科医 22 名（男性 9 名，女性 13 名，平均年齢 26.2±2.1 歳）を対象に，歯周ポケット検査（PPE），歯肉圧排（GR），抜歯（EXT），
全部鋳造冠の装着（FMC）および全部床義歯の印象採得（FD）における力の大きさと被験者の握力および手長を測定した。そ
の結果，PPE を実施する際の力の大きさは女性，握力および手長については男性の方が有意に大きいことが明らかになった。ま
た，処置時の力の大きさと握力・手長については，FD では被験者の握力が強いほど，処置中の力が大きい有意な正の相関を認
めた（r＝0.501）。一方，PPE では，握力・手長が大きい被験者は処置中の力が小さい傾向が認められたが，有意な負の相関は認
められなかった。以上より，研修歯科医の握力や手長によって，歯科治療時の力の大きさに個人差を生じる可能性があることが
示された。今後もさらに詳細な調査を継続し，将来的に握力や手長に関する個人差を考慮した指導方法を開発することによって，
歯科臨床技能教育の効率化に寄与すると考えられた。
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緒　　言

　歯科臨床技能教育の充実が叫ばれる昨今1，2），様々
な教育ツールが開発されてきた3︲6）。また，臨床実習
を通じて学生が身につけた臨床能力を客観的に評価し
ようとする全国的な取り組みも行われている7）。一方
で，歯科臨床技能には客観的に評価を行うことが容易
ではないものが含まれるため，それらを定量的に評価
することを試みる報告もみられる8︲12）。
　定量的に評価することが難しい臨床技能の一つとし
て，歯科治療における「力」のコントロールがあげら
れる。我々はこれまで歯科医師の処置中の「力」の大
きさを測定することにより，臨床経験を通じて「力」
をコントロールする技能が変化することを報告してき
た。また，歯科治療時の「力」を適切にコントロール
することは，患者に与える不快感に配慮し，適切な治
療結果を得る上で重要であると考えられる。しかしな
がら，直接的に指導することは困難であり，現状にお
いてはそれぞれの術者が自らの経験に基づいて「力」

を適切にコントロールする技能を修得しているように
思われる8︲10）。このため，術者毎の個人差やそれに寄
与する因子を明らかにし，定量的に評価することは，
より具体的で効率的な臨床技能教育を可能にすると考
えられる。
　そこで本研究では，歯科治療時の「力」のコント
ロールの個人差に影響を与え得る因子として，術者の
身体的特徴に着目し，その個人差について検証するこ
とを目的とした。

対象および方法

1．対象
　本研究の趣旨を理解し，協力に同意を示した 2019
年度新潟大学医歯学総合病院歯科医師臨床研修単独型
プログラムで研修を行った研修歯科医 22 名（男性 9
名，女性 13 名，平均年齢 26.2±2.1 歳）を対象とした。
2．方法
　1）対象処置および測定機器
　先行研究と同様に，測定対象処置は高頻度一般歯科
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処置のうち，比較的繊細な力のコントロールを要求さ
れる処置である歯周ポケット検査（以下，PPE）およ
び歯肉圧排（以下，GR），中等度の力で行われる処置
である抜歯（以下，EXT），比較的大きな力を要する
処置である全部鋳造冠の装着（以下，FMC），全部床
義歯の印象採得（以下，FD）とした10，11）（図 1）。
　力の計測は先に開発したフォースゲージ（ZTA-
50N，ZTA-100N，IMADA 社）付改造マネキン（シ
ンプルマネキン，ニッシン）（図 2）を用いた。フォー
スゲージは最大計測圧力および分解能が異なるため，
PPE および GR の測定時には ZTA-50N（最大計測圧
力 50［N］， 分 解 能 0.01［N］），EXT，FMC お よ び
FD の測定時には ZTA-100N（最大計測圧力 100［N］，
分解能 0.1［N］）を使用した。計測時の指示および各
被験者の計測記録は先行研究と同様にした10，11）（表1）。 
また，処置中の顎模型に加わる力のみを測定するため
に，フィンガーレスト等はマネキンの金属フレーム部
に置くように指示した。
　2）歯科治療時の「力」の大きさの測定
　臨床研修開始直後の 4 月に，すべての被験者につい
て，設定した処置において顎模型に加えた力の大きさ
を測定した。処置毎に 3 回ずつ測定を行い，得られた
3 つのデータの中央値を各被験者におけるその処置の
代表値とした。得られた結果について，身体的特徴が
異なると考えられる男女間で，有意水準を 5％に設定

して比較を行った（マンホイットニーの U 検定，
BellCurve for Excel 2016）。
　3）握力および手長の測定
　今回選択した歯科処置は，器具を把持して行うもの

（PPE，GR，EXT），および対象物と下顎下縁を握る
ように力を加えるもの（FMC，FD）であることから，
処置に影響を与え得る身体的特徴として，術者の握力
および手の大きさ（以下，手長）を選択した。
　握力は，デジタル握力計（N-FORCE, CORVETTE） 
を使用して計測した（図 3）。握力の計測は両手に対
して行い，PPE，GR，EXT および FMC については
処置時に使用した手の計測値を，FD については両手
の計測値の平均値を用いた。
　手長の計測に先立ち，両手の橈骨茎状突起と尺骨茎
状突起を結んだ線分の中点 W，各指の中手指節間関
節（metacarpophalangeal joint，以下 MP 関節）相当
部および爪先のそれぞれにマーキングを施した。分析
に用いる手長パラメータとして，W と母指 MP 関節
間距離 T1，MP 関節と爪先間距離 T2，W と示指 MP
関節間距離 I1，示指 MP 関節と爪先間距離 I2，W と
中指 MP 関節間距離 M1，中指 MP 関節と爪先間距離
M2，W と環指 MP 関節間距離 R1，環指 MP 関節と
爪先間距離 R2，W と小指 MP 関節間距離 L1，小指
MP 関節と爪先間距離 L2 を設定した。三脚に固定し
たカメラで，マーキングした被験者の手と定規を同時

図 1　測定対象処置

PPE GR EXT

FMC FD
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に撮影し，得られた画像上で定規の値を参考に各手長
パラメータ［cm］を算出した（図 4）。手長も握力と
同様に，PPE，GR，EXT および FMC については処
置時に使用した手の計測値を，FD については両手の
計測値の平均値を用いた。
　得られた結果は，握力および手長について男女間で
有意水準 5％未満に設定して比較した（マンホイット
ニーの U 検定，BellCurve for Excel 2016）。処置時の
力の大きさ , 握力および手長の各パラメータ間につい

ては，スピアマンの相関係数を算出した。また，処置
時の力の大きさを目的変数，握力・手長を説明変数と
して有意水準 5％未満で増減法を用いて重回帰分析を
行った（BellCurve for Excel 2016）。
　本研究は新潟大学歯学部倫理委員会の承認（26-R55-
03-13）を得て行った。

結　　果

1．歯科治療時の「力」の大きさ
　PPE，GR，EXT，FMC および FD における「力」
の大きさの測定結果および男女間での検定結果を表 2
に示す。歯科治療時の「力」の大きさについては，
PPE のみ，女性の方が男性と比較して有意に大きな
値を示した。また，GR では女性の方が，FMC およ
び FD では男性の方が大きな値を示していたが，有意
差は認めなかった。 
2．握力および手長
　被験者の握力および手長の計測結果を表 3 に示す。
握力および手長については，計測した全ての部位にお
いて，男性の方が女性と比較して有意に高値を示した。
3．相関
　表 4 に PPE，GR，EXT および FMC における「力」

表 1　各処置における計測時の指示および計測記録の方法

処置内容 対象部位および指示内容 計測記録

PPE 下顎 4 前歯の唇側のポケット計測を指示 グラフ様に描記される複数のピーク値
より中央値を求め，各施行における代
表値とした

GR 右下 4 頬側近心隅角から遠心隅角までの歯肉圧排を指示

EXT 右下 5 頬側遠心隅角に器具を挿入して抜歯手技を行うよう指示

FMC 手指圧（片手）にて右下 6 全部鋳造冠の装着を指示 処置中の最大値を求め，各施行におけ
る代表値としたFD 下顎無歯顎模型に対して両手を使用して個人トレーの圧接をするよう指示

図 2　フォースゲージ付き改造マネキン

図 3　握力の測定

図 4　手長の測定
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の大きさと握力・手長との相関を示す。握力と手長に
は，T1 と T2，I1 と I2 を除く全ての項目について有
意な正の相関（相関係数は表 4 を参照）を認めた。一
方，握力・手長の大きい被験者は，PPE では処置中
の力が小さく，EXT・FMC では処置中の力が大きい
傾向を認めたが，有意な相関は認められなかった。
　表 5 に FD の「力」の大きさと握力・手長との相関
を示す。握力と手長には計測した全ての項目について
有意な正の相関（相関係数は表 5 を参照）を認めた。
FD の「力」の大きさについては，握力との間につい
てのみ有意な正の相関（r＝0.501）がみられた。 
　重回帰分析において有意な標準回帰係数が得られた

PPE，FMC および FD の結果を表 6 に示す。修正決
定係数は，PPE で 0.332，FMC で 0.173，FD で 0.295
となり，3 処置とも当てはまりの悪い回帰式が得られ
た。選択された変数において，PPE では L2，FMC
で握力，FD では握力と L1 は，p ＜ 0.05 であった。

考　　察

1．計測の対象とした身体的特徴
　スポーツに代表される運動パフォーマンスに影響を
与える因子として，演者や術者の身体的特徴に加え，
心理的な要因が挙げられる15）が，これらのすべてを個
人毎に客観的に分析し，技能教育に応用することは多

表 2　各処置における「力」の大きさ

中央値
（四分位範囲）

男性 中央値
（四分位範囲）

女性 中央値
（四分位範囲） ｐ 値

歯科治療時の
力の大きさ

（N）

PPE  0.30 （ 0.22︲0.39） 0.22 （ 0.21︲0.26） 0.35 （ 0.29︲0.50） 0.045
GR  0.51 （ 0.34︲0.86） 0.43 （ 0.33︲0.55） 0.62 （ 0.37︲0.97） 0.142

EXT  6.95 （ 3.85︲9.58） 7.06 （ 3.30︲9.59） 6.84 （ 4.10︲9.56） 0.815
FMC 26.95 （16.20︲33.43） 28.00 （14.20︲40.90） 25.40 （19.50︲27.80）  0.301
FD 35.50 （25.23︲45.90） 44.10 （36.30︲52.30） 26.20 （23.90︲41.70）  0.117

表 3　握力および手長の測定結果

中央値
（四分位範囲）

男性 中央値
（四分位範囲）

女性 中央値
（四分位範囲） ｐ 値

握力（kg）
右 34.0 （26.8︲41.8） 43.2 （38.0︲50.4） 27.4 （23.9︲28.9） ｐ<0.001
左 31.1 （24.4︲39.7） 40.6 （38.4︲47.1）  24.9 （22.7︲25.9） ｐ<0.001

手長（cm）

T1　右  8.0 （ 7.7︲ 8.4）  8.6 （ 8.3︲ 9.0）  7.8 （ 7.5︲ 7.9） ｐ<0.001
左  8.5 （ 8.2︲ 9.3）  9.6 （ 8.5︲10.0）  8.3 （ 7.9︲ 8.5） 0.019

T2　右  5.6 （ 5.2︲ 6.0）  6.1 （ 5.8︲ 6.4）  5.2 （ 4.9︲ 5.6） 0.0045
左  5.9 （ 5.4︲ 6.1）  6.1 （ 6.0︲ 6.5）  5.5 （ 5.4︲ 4.9） 0.0014

I1　右  9.7 （ 9.1︲10.3） 10.4 （ 9.9︲10.8）  9.3 （ 8.9︲ 9.5） ｐ<0.001
左 10.0 （ 9.1︲10.1） 10.1 （10.1︲11.2）  9.1 （ 8.8︲ 9.8） ｐ<0.001

I2　右  9.0 （ 8.5︲ 9.5）  9.5 （ 9.3︲ 9.7）  8.7 （ 8.1︲ 8.9） 0.0101
左  8.8 （ 8.5︲ 9.3）  9.3 （ 9.2︲ 9.8）  8.7 （ 8.2︲ 8.7） 0.0014

M1　右  9.2 （ 8.7︲ 9.9） 10.1 （ 9.7︲10.6）  8.8 （ 8.4︲ 8.9） ｐ<0.001
左  9.3 （ 8.4︲ 9.8） 10.0 （ 9.6︲10.8）  8.5 （ 8.4︲ 9.2） ｐ<0.001

M2　右 10.1 （ 9.6︲10.6） 10.7 （10.4︲10.8）  9.7 （ 9.2︲10.0） 0.0024
左 10.1 （ 9.5︲10.5） 10.6 （10.4︲10.8）  9.6 （ 9.2︲10.1） 0.0022

R1　右  9.1 （ 8.5︲ 9.8） 10.1 （ 9.4︲10.3）  8.6 （ 8.2︲ 8.9） ｐ<0.001
左  8.8 （ 8.2︲ 9.5）  9.8 （ 9.0︲10.3）  8.3 （ 7.9︲ 8.8） ｐ<0.001

R2　右  9.3 （ 8.6︲ 9.8）  9.8 （ 9.6︲ 9.9）  8.7 （ 8.6︲ 9.1） 0.0015
左  9.5 （ 8.6︲ 9.8）  9.8 （ 9.8︲10.0）  8.7 （ 8.5︲ 9.4） ｐ<0.001

L1　右  9.2 （ 8.4︲ 9.6） 10.2 （ 9.4︲10.3）  8.5 （ 8.1︲ 9.1） 0.0012
左  8.6 （ 7.9︲ 9.6）  9.7 （ 8.8︲10.1）  7.9 （ 7.6︲ 8.6） 0.0014

L2　右  7.1 （ 6.7︲ 7.7）  7.8 （ 7.6︲ 7.9）  6.7 （ 6.4︲ 7.0） ｐ<0.001
左  7.2 （ 6.7︲ 7.7）  7.8 （ 7.6︲ 8.0）  6.8 （ 6.5︲ 7.0） ｐ<0.001
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大な困難を伴うことが予想される。そこで本研究で
は，分析を行いやすい身体的特徴に着目し，性別，さ
らに握力および手長について検討を行うこととした。
すなわち，PPE や GR のような処置では，フィンガー
レストを安定させることが重要であり11，14），術者の手
長がその安定に影響を与える因子であると考えた。ま
た，FMC や FD のように，対象を握ることにより大
きな力を加える必要がある処置では，握力や手長が加
える力の大きさに影響を与え得ると考えた。調査結果
において，有意差や一定の傾向を認める項目があった
ことから，今回の仮説はある程度証明することができ
たと考えられる。

2．PPEと握力，手長の相関関係
　PPE については，有意な相関は得られなかったが，
握力・手長の大きい被験者は処置中の「力」の大きさ
が小さい傾向が認められた。今回の測定では，握力・
手長ともに男性の方が大きな値を示したことが，PPE
において男女間に有意差が生じたことに関係している
と考えられた。また，重回帰分析の結果，選択された
変数のうち，L2 の大きさが処置に影響を与えること
が示唆された。PPE を行う際の理想的な「力」の大
きさは 0.25［N］程度とされている16）。握力や L2 が
小さい被験者では，0.25［N］以上の大きな値を示し
たものが複数認められ（図 5），この結果は「力」を

表 4　PPE，GR，EXT，FMC における「力」の大きさと握力・手長との相関係数

PPE GR EXT FMC 握力 T1 T2 I1 I2 M1 M2 R1 R2 L1 L2

PPE 1 － － － － － － － － － － － － － －
GR .388 1 － － － － － － － － － － － － －

EXT .203 .102 1 － － － － － － － － － － － －
FMC .055 － .005 .082 1 － － － － － － － － － － －
握力 － .294 － .155 － .073 .311 1 － － － － － － － － － －
T1 － .252 － .069 .246 .241 .723＊＊ 1 － － － － － － － － －
T2 － .149 － .021 － .048 .187 .491＊ .331 1 － － － － － － － －
I1 － .298 .096 .155 .182 .775＊＊ .859 .571＊＊ 1 － － － － － － －
I2 － .067 － .227 .106 .128 .462＊ .270 .587＊＊ .401 1 － － － － － －
M1 － .313 .035 .134 .199 .807＊＊ .854＊＊ .588＊＊ .986＊＊ .473＊ 1 － － － － －
M2 － .297 .035 .141 .241 .571＊＊ .495＊ .853＊＊ .679＊＊ .689＊＊ .683＊＊ 1 － － － －
R1 － .334 .082 .085 .155 .835＊＊ .772＊＊ .605＊＊ .955＊＊ .506＊ .965＊＊ .731＊＊ 1 － － －
R2 － .247 － .016 .221 .104 .528＊ .508＊ .797＊＊ .674＊＊ .702＊＊ .673＊＊ .947＊＊ .718＊＊ 1 － －
L1 － .282 .178 .053 .120 .781＊＊ .695＊＊ .540＊＊ .914＊＊ .530＊ .909＊＊ .710＊＊ .970＊＊ .706＊＊ 1 －
L2 － .399 － .219 .060 .110 .605＊＊ .484＊ .792＊＊ .669＊＊ .754＊＊ .682＊＊ .876＊＊ .715＊＊ .898＊＊ .708＊＊ 1

 ＊：ｐ<0.05　＊＊：ｐ<0.01

表 5　FD における「力」の大きさと握力・手長との相関係数

FD 握力 T1 T2 I1 I2 M1 M2 R1 R2 L1 L2

FD 1 － － － － － － － － － － －
握力 .501＊ 1 － － － － － － － － － －
T1 .083 .614＊＊ 1 － － － － － － － － －
T2 .115 .638＊＊ .473＊ 1 － － － － － － － －
I1 .147 .792＊＊ .810＊＊ .658＊＊ 1 － － － － － － －
I2 .064 .505＊ .521＊ .671＊＊ .544＊＊ 1 － － － － － －
M1 .173 .789＊＊ .798＊＊ .658＊＊ .989＊＊ .583＊＊ 1 － － － － －
M2 .037 .649＊＊ .630＊＊ .869＊＊ .739＊＊ .759＊＊ .733＊＊ 1 － － － －
R1 .158 .800＊＊ .765＊＊ .678＊＊ .967＊＊ .580＊＊ .984＊＊ .759＊＊ 1 － － －
R2 .173 .672＊＊ .622＊＊ .848＊＊ .753＊＊ .772＊＊ .755＊＊ .942＊＊ .768＊＊ 1 － －
L1 .132 .730＊＊ .709＊＊ .668＊＊ .916＊＊ .639＊＊ .944＊＊ .763＊＊ .965＊＊ .782＊＊ 1 －
L2 .143 .687＊＊ .504＊ .798＊＊ .689＊＊ .808＊＊ .708＊＊ .842＊＊ .736＊＊ .907＊＊ .753＊＊ 1

 ＊：p<0.05　＊＊：p<0.01
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適切にコントロールすることができていないことを示
していると考えられた。この理由として，測定時には
対象歯よりやや離れたマネキンのフレーム部にフィン
ガーレストを置くように指示したため，手長が小さい
被験者はフィンガーレストが不安定になり，正確なイ
ンスツルメントの操作を困難にしたことが考えられ
た。一方で，握力は物体の把持に寄与する因子であ
り，インスツルメントの操作に与える影響は小さいと
考えられた。また，手の巧緻性に影響する因子につい
ては，握力の他にピンチ力や指タップ運動に関する報
告13）がなされているため，これらの因子についても
検討する必要があると思われた。
　上記の結果から，処置内容によっては，学習者の手
長に合わせて安定したフィンガーレストを保持できる
診療姿勢の指導が必要になることが示唆された。この
ため，フィンガーレストの安定性についても，今後本
研究を発展させる際の課題として認識しておくべきと
考えられた。
3．GRと握力，手長の相関関係
　GR は PPE と類似の処置であり，特別な診療姿勢
を必要としないことから，同様の傾向がみられると予

想したが，有意差を示す項目はなく，相関係数でも一
定の傾向は認められなかった。我々が行った過去の調
査では GR と PPE を行う際の「力」の大きさは近似
していた9，10）が，PPE については処置時の目標値16）が
定められていることや，GR に比べると PPE の方が
経験しやすいことが両者の差に関係していると考えら
れた。
4．FDと握力，手長の相関関係
　FD における「力」の大きさには，握力の大きさと
有意な正の相関が認められ，握力の大きい被験者の方
が処置時の「力」の大きさが大きい傾向を認めた。こ
れは，単純に握力が大きい被験者の方が，大きな力を
発揮できたことが理由として考えられた。その一方
で，握力が同程度でも処置時の「力」の大きさに差が
認められる場合もあり（図 6），各々の被験者が考え
る処置時の「力」の大きさは異なることが示唆され
た。このような差が生じる理由について，例えば握力
の大きさやそれぞれの被験者が考える処置時の「力」
の大きさに対する認識の違いなどを指標として分析す
ることにより，原因に対する指導を行うことが可能に
なると思われた。以上のことから，より効果的な指導

図 5　PPE における「力」の大きさと握力および L2 との相関関係

図 6　FD における「力」の大きさと握力との相関関係

表 6　重回帰分析の結果

修正決定係数 選択された変数 標準偏回帰係数

PPE 0.332 T2 0.627
I2 0.355
L2 －1.200＊＊

FMC 0.173 握力  0.461＊

FD 0.295 握力 　0.947＊＊

L1 －0.642＊

 ＊：p<0.05　＊＊：p < 0.01
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を行うためには，学習者の処置時の「力」の大きさに
対する認識についても，分析を行うことが必要である
と考えられた。
　一方で手長については一定の傾向はみられず，重回
帰分析の結果をみても握力の方がより大きく影響する
ことが明らかになった。これは，今回の実験において
は手長の大きさに関わらず，安定して対象を把持する
ことができるような装置を使用したことに関係してい
ると思われた。また，男女で FD における「力」の大
きさに有意差を認めなかったことの理由のひとつに相
当すると考えられた。
5．FMCと握力，手長の相関関係
　FMC については，有意な相関は得られなかったが，
握力の大きい被験者は処置中の「力」の大きさが大き
い傾向が認められた。また，重回帰分析の結果におい
ても有意な標準偏回帰係数が得られたことから，FD
と同様に握力が処置時の「力」の大きさに影響するこ
とが示唆された。
6．EXTと握力，手長の相関関係
　EXT においては，特筆すべき傾向を得ることはで
きず，今回計測した以外の事項について検討する必要
性が示唆された。
7．今後の課題
　本研究では，被験者の条件を可能な限り揃えること
を目的に，同一年度の研修歯科医を対象としたため，
サンプルサイズに制限があり，処置によってはデータ
のばらつきが生じていた。また，男女とも同一の計測
機器を使用したため，性別に関係すると考えられる差
が認められた項目についても，詳細に分析することが
できなかった。これらは今回行った調査の限界を示し
ており，今後は被験者の条件設定を改めて検討してサ
ンプル数を増やすこと，安定した姿勢で処置を行うこ
とができるように装置を修正すること等の工夫が必要
と考えられた。
　一方で処置によっては，研修歯科医の身体的特徴に
より個人差が生じている項目が明らかになった。この
ため，今後改良を加えながら調査を継続することに
よって，効果的な臨床教育の実践に活用できる可能性
が示された。

結　　論

　本研究の条件下においては，歯科治療時における
「力」の大きさには研修歯科医の身体的特徴により個
人差が生じ，その様相は処置によって異なることが明
らかになった。

　本研究は JSPS 19K03053 の助成を受けて実施した。また，
内容には開示すべき利益相反は含まれておらず，結果の一部
は第 12 回日本総合歯科学会総会・学術大会（2019 年，11
月，札幌）において発表した。
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Influences of trainee dentistʼs physical characteristics on the force acceleration  
for dental practice
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Abstract：We have made research focusing on the force acceleration for dental practice, based on 
the consideration that could be one of essential factor in dental practical skill education.  However, 
dental clinical skills might be affected by the experiences of each practitioner or the physical charac-
teristics of their hands.  The purpose of this study was to investigate the relation between practitio-
nerʼs sex, grip strength, hand size, and the force acceleration.  22 trainee dentists （9 males, 13  
females, 26.2±2.1 years） participated in this study.  They were measured their grip strength and 
hand size in addition to dental force acceleration during performing periodontal pocket examination 

（PPE）, gingival retraction （GR）, tooth extraction （EXT）, full metal crown mounting （FMC） and  
impression taking for complete denture （FD）.  As the result, there were significant differences  
between men and women on force acceleration in PPE, grip strength and hand length, respectively.  
The grip strength and force acceleration in FD had also significant correlation （r＝0.501） and it was 
suggested that the subjects with strong grip strength had big force acceleration during the treat-
ment.  On the other hand, the subjects with strong grip strength and large hand length tended to 
have less force acceleration during the treatment, although there was no significant difference in 
PPE.  It was revealed that the individual trainee dentistʼs physical characteristics might affect to the 
force acceleration for dental practice.  It was suggested that the development of instructional meth-
ods with the consideration for individual differences such as grip strength or hand size would be ex-
pected to contribute to the improvement of dental clinical skill education, although we need further 
investigation.
Key words： dental clinical skill education, force acceleration for dental practice, physical charac-

teristics, grip strength, hand size


