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多職種連携教育の重要性に関する一考察： 
臨床検査技師養成課程の教育現場から

松　宮　朋　穂 1，2）

抄録：医療の現場や医学系教育では「多職種連携」という用語が頻繁に見受けられる。多職種連携とは，専門性の異なる職種の
者同士が互いに協力しながら，同じ目標に向かい包括的に治療や介護に取り組むことを指す。多職種連携では専門職間の「壁」
がある等，協働が円滑に進まないことがあり，その対策として多職種連携教育が注目されている。地域包括ケアにおける口腔衛
生管理には多職種連携が必須であるが，専門職との協働にはいくつかの困難がある。特に歯科医療に対する理解不足は，多職種
連携を阻害する大きな要因となる。この問題の解決法として，歯科領域以外の学生への歯科口腔保健に関する教育は有効である。
歯科医師である筆者は現在，臨床検査技師養成課程の教育に携わっている。多職種連携教育では，他の専門職による教育が有効
である。しかしながら，歯科以外の専門職を志す学生に対して，歯科医療の業務内容や歯科口腔保健の重要性への理解を促すた
めには，教育の工夫が必要である。一方で，歯科医療に従事する者が，他の専門職の業務内容や教育課程を理解することも，職
種の双方向理解の観点から重要である。本稿では，他の職種を理解する観点から，臨床検査技師養成課程における教育，臨床検
査技師の業務を紹介する。また，臨床検査技師養成課程における筆者の歯科口腔領域に関する教育の取組みを通じて，多職種連
携教育の重要性を，文献的考察を交えて述べる。
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緒　　言

　我が国の高齢化率（総人口に占める 65 歳以上人口
の割合）は 28.8％（2020 年 10 月 1 日現在）であり1）

（1950 年が 4.9％，1990 年が 12.1％），超高齢社会に突
入している。高齢化に伴い，高齢者の生活習慣病の罹
患率が増加する等，以前とは疾病構造が変化してい
る2）。高齢者が病気と共存しながら住み慣れた地域で
安心してケアをうけるためには，地域における住ま
い・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供され
る体制，すなわち「地域包括ケアシステム」の構築が
必須である3）。地域包括ケアシステムが機能するため
には多様な専門職が協働する必要があり，この理念を
多職種連携（inter-professional work：IPW）という4）。
多職種連携では医師，歯科医師，薬剤師，看護師，歯
科衛生士，管理栄養士といった医療系職種，介護支援
専門員（ケアマネジャー），介護福祉士，社会福祉士
といった介護・福祉系職種，そして理学療法士，作業
療法士や言語聴覚士といったリハビリテーション専門
職種がコミュニケーションをとりながら協働で患者を
担当し，患者の生命予後や QOL の改善をはかるとい
う共通の目標を目指す5）。
　口腔衛生管理は，多職種連携における歯科医療の重

要性を示す先駆的な例となった。それは，歯科医師・
歯科衛生士による口腔衛生管理の介入が高齢者施設に
おける肺炎発症率を低下させる，という米山らの報告
に端を発する6）。これ以降，口腔衛生の管理が在院日
数を有意に短縮することが報告され7），口腔衛生管理
の重要性が一般医療の中で広く認知されるようになっ
た。今日ではさらに，糖尿病と歯周病の関係に代表さ
れるような，内科的疾患における歯科医療の重要性が
認知されてきた8）。
　摂食嚥下機能や認知機能が低下すると経口摂取が困
難となる。このような状態でも，患者自身が口から食
べる楽しみが得られるよう取り組むためには，多職種
協働での支援が必須である9）。この中で，口腔衛生管
理や欠損部位の補綴といった，広義の摂食機能低下予
防や維持に関して，歯科医療には中心的な役割が期待
されている10）。
　多職種連携における協働の重要性は明らかである
が，現実にはいくつかの問題により作業がスムーズに
進まないことがある。例えば，医師が中心となるケア
サービスでは，ときに協働が指示的となることが指摘
されている11）。また，専門職間の考え方の違いや専門
性に対するプライドは，職種間に「壁」を作る12，13）。
指示的な協働や職種間のプライドは多職種連携におけ
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る阻害要因となる。したがって，多職種連携を促進す
るためには，各専門職の前向きな協働への参画や職種
間のコミュニケーションの重要性とともに，互いの職
種の業務内容を理解することが重要である14）。
　筆者は非常勤歯科医師として脳卒中専門病院で診療
に従事している。病院における口腔衛生管理は看護師
が主体となる。また，退院後は，患者の口腔内環境の
改善や義歯の着脱介助のために，介護・福祉系職種と
の連携が重要となる。しかしながら現状，歯科医療従
事者以外の医療系職種や介護系職種に，歯科治療を含
めた口腔機能維持の重要性は浸透していない。それゆ
え患者ではなく，患者をケアする職種の担当者に「な
ぜ入れ歯を夜はずさなければならないのか」，「なぜ歯
磨きをしなければならないのか」，といったことを説
明することがしばしばある。歯科が併設されてない病
院や，常勤歯科専門職が配置されていない介護施設で
は，歯科医師や歯科衛生士が依頼に応じて患者や入所
者の口腔衛生状態の評価を行う。その評価に基づき看
護師や介護職員が口腔衛生管理を行う。したがって，
このような施設では口腔衛生管理における多職種連携
が不可欠である。しかしながら，これまで，この多職
種連携に関して「他の職種者が口腔衛生管理の重要性
を十分な理解していない」，「必ずしも定期的に歯科医
療専門職が介入している施設とは限らないために，歯
科医療専門職による単発的な講話の効果を判断するこ
とが難しい」，等の課題が挙げられてきた15，16）。これ
らの報告を踏まえ，筆者は各専門職への歯科医療の重
要性を啓発する方法として，各専門職への講話以外の
有効な手段を探索してきた。
　筆者は専任教員として臨床検査技師養成課程の教育
に携わっている。一般的に，歯科医療従事者の臨床検
査業務との関わりについての認識は限定的であると思
われるが，例えば口腔内細菌や真菌の同定や，歯性感
染症の炎症マーカー評価のための検査は通常臨床検査
技師に依頼する。この際，検査の背景を臨床検査技師
へ事前に説明しておくことで，追加で必要な検査項
目・検査法や不要な検査項目の協議が可能となる。そ
の結果，患者の負担が最小限となり，診療がスムーズ
に進むことをしばしば経験する。歯科医師，または歯
科医療と臨床検査技師の連携はこれまで論じられてこ
なかったが，筆者は臨床検査技師教育を通じ，臨床検
査技師と歯科医師の深い関わりを知る一方，臨床検査
技師養成課程における歯科口腔領域の教育の脆弱さを
認識した。本稿では歯科口腔医療における多職種連携
の重要性を念頭に，臨床検査技師との関わりを一例と
して，多職種連携の現状，課題，そして多職種連携教
育の重要性，特に，他の専門職を理解するための教育
について述べる。

1．臨床検査技師の業務
　多職種連携，多職種連携教育では医療系業種の業務
内容を理解することが重要であるとされているので，
はじめに臨床検査技師という専門職について紹介す
る。臨床検査技師（英：Medical Technologist，米：
Clinical laboratory technologist）は主に医療機関にお
いて種々の臨床検査を行う専門職である。我が国では

「臨床検査技師等に関する法律」により規定された国
家資格である17）。その受験資格は，以前は特例が認め
られ，臨床検査士養成施設以外の受験者も一定数存在
したが，法律改正に伴い，現在の受験資格は図 1 に示
すとおりとなった18）。
　試験科目は医用工学概論（情報科学概論及び検査機
器総論を含む。），公衆衛生学（関係法規を含む。），臨
床検査医学総論（臨床医学総論及び医学概論を含
む。），臨床検査総論（検査管理総論及び医動物学を含
む。），病理組織細胞学，臨床生理学，臨床化学（放射
性同位元素検査技術学を含む。），臨床血液学，臨床微
生物学及び臨床免疫学である。この資格要件からわか
る通り，医学部医学科，または歯学部歯学科を卒業す
ることで臨床検査技師の受験資格を得ることになる。
　臨床検査技師は，名称独占資格であり，有資格者の
みがその名称を名乗ることができるが，臨床検査業務
は臨床検査技師以外の資格者も行うことが可能であ
る。例えば，核磁気共鳴画像（MRI）は，高周波の磁
場を与えた際に生じる核磁気共鳴現象を応用し，生体
内情報を非侵襲的に画像化するものであり，Comput-
ed Tomography（CT）を含めたＸ線撮影とは扱いが
異なる。このため，MRI は生理学的検査に属し，そ
の業務は臨床検査技師が行うことが可能であるが，現
実には診療放射線技師が業務として行っている。な
お，歯科医師法に規定されている歯科医師は業務独占
資格であり，その業務を歯科医師以外が行うと罰せら
れる，という点が名称独占資格とは異なる。臨床検査
技師の業務を表 1 に示した。その業務内容は検体検査
と生理機能検査に大別される。
　筆者は臨床検査技師養成課程のうち，生理機能検査
の教育を担当している。臨床検査技師が行うことがで
きる生理検査を表 2 に示した。このうち嗅覚・味覚検
査は平成 27 年に法律改正により追加された。また，
第 204 回国会で「良質かつ適切な医療を効率的に提供
する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改
正する法律案」が可決されたことに伴い，医師の働き
方改革を進めるためのタスクシフト / シェアが推進さ
れることになった。その結果，臨床検査技師の業務が
拡大し，口腔・鼻腔からのスワブ等ぬぐい液採取や，
口腔や気管カニューレからの喀痰吸引，採血のための
静脈路確保等が可能となった。
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2．臨床検査業務と歯科医療の関わり
　臨床検査技師等に関する法律，第一章第二条に，臨
床検査技師は「医師又は歯科医師の指示の下」に，人
体から排出され，又は採取された検体の検査を行うこ
とが規定されている。すなわち，法律にも臨床検査技
師と歯科医師との連携が明記されている。歯科医師は
必要に応じて検体の採取や，場合によっては歯科医師
自身が臨床検査業務である生理検査を行うこともある。
また，近年では診療情報連携共有がさかんになり，対
診等で医科から患者の検体検査の結果が提供される機

会が増えてきている。これらのことから，臨床検査技
師は歯科医師との関わりが深い業種であることがわか
る。病院歯科における歯科医療と臨床検査業務の関わ
りでは，歯科医師側から表 3 のような検査を依頼する
ことがある。また，一般歯科医療においても例えば肝
炎や梅毒等の感染症スクリーニングや，スワブを用い
たカンジダの病原体検査は臨床検査業務に属する。
3．臨床検査技師養成校の教育
　臨床検査技師を養成する教育施設は 3 年制の専修学
校・短期大学と 4 年制の大学に大別される。3 年制と

図 1　臨床検査技師の受験資格

表 1　臨床検査技師等の業務

検査分野 主な業務内容

検体検査
血液学的検査 血球の数・形態の検査，血液凝固能検査
生化学的検査 血清の分析（肝機能，腎機能，甲状腺検査等）
微生物学的検査 病原微生物の特定
一般検査 便潜血検査，寄生虫検査，尿定性検査等
輸血・造血幹細胞移植関連検査 血液型検査，交差適合試験，不規則抗体検査，末梢血幹細胞移植関連業務
免疫血清学的検査 抗原抗体反応を利用した梅毒や膠原病等の検査
病理・細胞診検査 病理組織検査と細胞診検査
遺伝子・染色体検査 遺伝子変異や染色体異常の検査

生理機能検査 心電図，脳波，筋電図，超音波検査等
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4 年制で国家試験の受験資格に違いはない。相違点
は，3 年制の教育施設では国家試験の受験資格のため
の講義，実習の履修が多くを占めることである。一
方，4 年制大学では，教養教育から卒業研究まで幅広
く学ぶことが可能である。筆者の教育施設は総合大学
の医学部保健学科に属していることから，総合大学に
おける例を中心にその教育内容を説明する。

　多くの総合大学の臨床検査技師養成課程は医学部保
健学科，または健康科学部内の専攻の一つである。な
お，本学では他に看護学，放射線技術科学，理学療法
学，作業療法学を含めた 5 つの専攻から医学部保健学
科が構成されている。検査技術科学専攻では，他の専
攻，学部と同様，入学後は教養教育を中心とした講義
が展開されつつ，医学教育の early exposure の一環

表 3　歯科医師側から臨床検査技師に依頼する検査例

検査業務 検査項目（例）

血液学的検査 白血球数，白血球百分率，血液凝固能

生化学的検査 肝機能，腎機能，脂質代謝，血糖値

微生物学的検査 病原微生物の同定，薬剤感受性試験

一般検査 尿一般検査

輸血・造血幹細胞移植関連検査 ABO 型検査，クロスマッチ

免疫血清学的検査 梅毒，B 型肝炎，C 型肝炎の感染の有無，既往

病理・細胞診検査 生検組織の病理学的検索

遺伝子・染色体検査 遺伝子検査

生理機能検査 標準 12 誘導心電図，呼吸機能検査，頚部超音波検査，
味覚検査，MRI

表 2　臨床検査技師等に関する法律第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査

検査項目

一 心電図（体表誘導によるものに限る．）

二 心音図検査

三 脳波検査（頭皮誘導によるものに限る．）

四 筋電図検査（針電極による場合の穿刺を除く．）

五 基礎代謝検査

六 呼吸機能検査
（マウスピース及びノーズクリップ以外の装着器具によるものを除く．）

七 脈波検査

八 熱画像検査

九 眼振電図検査
（冷水若しくは温水，電気又は圧迫による刺激を加えて行うものを除く．）

十 重心動揺検査

十一 超音波検査

十二 磁気共鳴画像検査

十三 眼底写真検査（散瞳薬を投与して行うものを除く．）

十四 毛細血管抵抗検査

十五 経皮的血液ガス分圧検査

十六 聴力検査（ 気導により行われる定性的な検査であって次に掲げる周波数
及び聴力レベルによるものを除く．）

十七 基準嗅覚検査及び静脈性嗅覚検査（静脈に注射する行為を除く．）

十八 電気味覚検査及びろ紙ディスク法による味覚定量検査
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として，医学系概論の講義が 1 年次前期から開始され
る。やがて，生化学，生理学といった基礎医学系の講
義・実習に続き，臨床検査医学の各科目の講義，実習
が開講される。その後，臨床（臨地）実習が始まり，
4 年次では研究室配属の後，卒業研究が行われる。卒
業研究や研究室研修といった研修の時期は異なるが，
教育の流れは歯科を含めた医学教育と類似しているの
ではないであろうか。講義を行う教員は，基礎医学領
域では Ph.D が中心であるが，臨床検査医学は内科学
領域に含まれることもあり，臨床検査の各科目の講義
は臨床検査技師，もしくは内科医による講義が主とな
る。また，病理・細胞診に関する講義は病理医や細胞
検査士により行われる。筆者は，臨床生理学の講義・
実習を担当している。臨床生理学講義は 2 年次前期
15 回，後期 15 回，3 年次前期 15 回開講される。講義
では心電図検査や超音波検査などの生理検査に用いら
れる機器の特性や，解剖生理を含めた正常検査結果，
そして疾患による異常な検査結果についての解説を行
う。また，3 年次前期には臨床生理学実習を行う（15
回）。生理検査は専門医が直接検査を実施することも
多い。そこで，例えば筋電図検査は整形外科医，脳波
検査は精神科医のように，各専門医に学内非常勤講師
として専門的な講義を依頼している。また，3 年次後
期には病院検査部における臨床実習（臨地実習）が行
われる。したがって，学内に医学科，あるいは附属病
院が併設されていることは，教育上の利点となる。
4．教育の実際
　筆者が担当している臨床生理学は，前述の通り臨床
検査業務の中で唯一患者と接する部門である。幸いな
ことに，筆者はこれまでに歯科医師として多くの患者
の診療に携わってきた。また，本学医学部附属病院歯
科口腔外科の外来，病棟では手術，周術期管理に伴う
多職種協働を実践してきた。その経験をもとに講義，
実習では教科書には記載されていない，検査前の患者
心理や告知，説明と同意といったコミュニケーション
の重要性を随時説明している。また，臨床検査技師に
関する法律には医師法や歯科医師法に規定されている
ような直接的な「診療情報の提供等に関する指針」は
ないが，厚生労働分野における個人情報の適切な取扱
いについては「医療・介護関係事業者における個人情
報の適切な取り扱いのためのガイダンス」19）の遵守が
求められている。特に生理検査では患者と対面するこ
とで多くの個人情報が得られる。そこで，得られた個
人情報の取り扱いやその管理等の重要性も並行して講
義している。臨地実習に関して，2021 度の臨床検査
臨地実習は前年同様 COVID-19 の影響により多くの
制限があった。本学でも外来患者の生理検査は患者，
学生双方の感染リスクが高いと判断され，事前に CO-
VID-19 関連の検査が完了している入院患者の検査の

見学のみとなった。
　臨床検査技師養成課程の多くの講義・実習は前述の
通り内科学に属するものが多く，筆者が担当している
臨床生理学分野でも，腹部・心臓超音波検査や，呼吸
機能検査，脳波検査，筋電図検査に関する講義・実習
が多い。したがって，必然的に多職種連携に関する教
育も総合病院内でのチーム医療を念頭に行われてい
る。これは全国的な傾向であり，特に，保健学科が設
置されているが歯学部が設置されていない総合大学に
おける，保健学科内の各専攻に医学科を加えた多職種
連携教育の実践に関する報告が散見される20，21）。一方
で，臨床検査技師教育と歯科医療に関する多職種連携
教育の報告はないことから，大学内の歯学部設置の有
無に関わらず，臨床検査技師教育において歯科医療に
関する十分な教育はなされていないと考えられる。
　筆者は本学医学部附属病院歯科口腔外科外来で診療
を行っており，病院内での臨地実習の一環として，歯
科ユニットを利用した頭頚部の超音波検査の学生相互
実習や（図 2），味覚検査法（図 3）を指導している。
また，臨床検査技師が歯科医師から依頼される可能性
のある検査（血液検体を用いた感染症スクリーニング
検査，末梢血液像，生化学一般検査，口腔・咽頭検体
を用いた微生物検査，生検組織検査）や，歯科医療と
他の医療の共通性（消化器としての口腔），特殊性

（う蝕，歯周疾患）に関する講義を適宜行っている。
さらに，学生には歯科口腔外科の外来症例検討会への
出席を通じて，歯科口腔外科領域の疾患の診断や治療
効果判定のために歯科医師側が必要と考える臨床検査
項目を，その理由とともに説明している。COVID-19
の影響で診療室への立ち入りが制限されているため断
念したが，今後は唾液や膿汁といった口腔領域の検体
採取や，生検組織の採取の実際も見学させる予定であ
る。それ以外にも本学では歯科医師である教員による
歯・口腔領域の解剖生理学の講義が行われている。こ
れらの講義を通じて臨床検査技師の歯科医療に関する
理解が深まり，歯科医療をめぐる多職種連携に臨床検
査技師が積極的に参加することを期待している。
5．多職種連携教育の重要性
　インプラント埋入手術や歯周組織再生誘導法などは
有効な治療法であるが，外科的治療である以上，侵襲
を伴う。これらの手術は比較的高齢の患者の割合が多
く，基礎疾患を有する場合も少なくない22）。このよう
な外科的治療を施行する前には基礎疾患既往の把握が
重要であるが，未治療の患者も一定数存在する。その
ような場合は歯科で検査を実施することが望ましいと
されている23）。臨床検査技師は，得られた検査結果に
対して各数値の詳細な評価を行った上で，依頼者へ報
告する。異常値が認められた場合は医科への対診が必
要となる。この際，あらかじめ手術の侵襲度を臨床検
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査技師に伝えた上で検査項目を協議することで，初回
採血時に必要な検査項目を追加することが可能とな
り，患者の負担が軽減される。したがって，臨床検査
技師が歯科領域の手術の侵襲度を理解することは有益
である。また，常勤歯科医師不在の病院・施設におけ
る口腔衛生管理に関して，歯科医療従事者が口腔カン
ジダ症を疑った場合，指示により臨床検査技師に検体
採取を依頼することが可能であるが，臨床検査技師が
口腔内の解剖を理解していると依頼しやすい。近年，
口腔細菌叢の重要性が認知されてきた。細菌叢の 16S
リボソームを用いたメタゲノム解析は臨床検査医学領
域で発展した領域であり，検体の扱いを含め，臨床検
査技師が最も得意とする検査・研究の一つである24）。
したがって，口腔細菌叢の複雑な解析は臨床検査技師
との協働により理解が容易になる。これらの例が示す

ように，歯科医師と臨床検査技師は単に検査依頼の関
係ではなく，患者の治療やケアの質向上へ向けた協働
が有益となる相互関係である。繰り返しになるが，協
働が有用であるためには職種間の双方向理解が必要で
ある。つまり，歯科医師側の臨床検査業務に対する理
解とともに，臨床検査技師の歯科医療への理解が重要
となる。
　医療系職域に多職種連携の重要性が浸透するために
は，これにつながる卒前の多職種連携教育（Interpro-
fessional education：IPE）が重要であるとされてお
り，実際，2010 年には WHO から多職種連携教育・
実践のためのフレームワーク（Framework for Action 
on Interprofessional Education & Collaborative Prac-
tice）が発表されている25）。この中では，多職種連携
教育の各国での施策推進が推奨されている。我が国に
おいてもいくつかの多職種連携教育に関する調査研究
が行われている。その中では，例えば，診療に従事し
ている医師に対する調査から，卒後に初めて多職種連
携の必要性を認識するようになったことや，多職種連
携を行うためにはコミュニケーション能力や他の職種
への理解が必要であり，卒前の多職種連携教育が重要
であると考えていることが明らかになっている26）。こ
れに対して，医科，歯科分野ではコアカリキュラムの
制定や教育手法の改革が進められている27，28）。一方，
教育機関の規模や形態にかかわらず，現状の多職種連
携教育には限界がある。教授する教員に多職種連携の

「壁」が存在することも一因であると思われるが，現
状の多職種連携教育では「多職種」と謳いながら，そ
れぞれの教育機関の学部や教員の構成に依存すること
が多く，その場合，偏った職種についての紹介に終始
することが問題となる29）。これは，他に連携する学部
をもたない単科大学において，多職種連携教育の実施
自体が困難となる場合があることから考えても明らか
である30）。
　筆者は，これまで本学医学部医学科の教育の他，非
常勤講師として他校の栄養士養成課程や看護師養成課
程の教育に携わった。これらの教育を通じて，一般医
学教育における歯科口腔医学の重要性に関する啓発活
動が必要であることを実際に経験してきた。学生への
教育効果は本当に大きい。例えば，本学医学部医学科
のカリキュラムでは歯科口腔外科学は必修科目（15
回）となっており，臨床実習も他の感覚系領域と同様
の時間数である。その結果，本学を卒業した医師は口
腔領域の疾患に対する理解が深く，実際に医科から，
耳鼻咽喉科ではなく歯科口腔外科に口腔がん患者の紹
介がくるケースも少なくない。
　近年，オーラルフレイルが注目を集めている。オー
ラルフレイルは身体的フレイルを引き起こす要因とな
る口腔機能の虚弱状態（フレイル）を指す31）。疫学

図 2　頭頚部超音波検査実習

図 3　ろ紙ディスク法による味覚検査実習
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データから，オーラルフレイルは生存率の低下につな
がることが示されている32）。これに対して歯科口腔保
健の推進に関する法律33）の施行以降，地域包括ケア
における歯科医療の重要性が提唱されている。しかし
ながら，実際は歯科医療従事者と他業種の連携が必ず
しも円滑とは言えず，例えば，歯科保健関係者の地域
包括ケアに対する低い関心や，他の専門職の歯科口腔
医療の重要性に対する理解不足，そして職種間の

「壁」が地域での口腔衛生管理の取組みを阻害してい
る34）。筆者は臨床検査技師の教育に携わっているが，
歯科医療従事者による他の職種への積極的な多職種連
携教育の展開は，多職種連携による口腔衛生管理意識
の向上につながることから，歯科口腔領域の多職種連
携に関する今後の発展を期待する。

　本論文に関して，開示すべき利益相反状態は無い。
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Importance of interprofessional education:  
From the educational field of the clinical laboratory engineer training course

Tomoh Matsumiya1, 2）

1） Department of Bioscience and Laboratory Medicine, Hirosaki University Graduate School of Health Sciences
2） Department of Dentistry and Oral Surgery, Hirosaki University Hospital 

Abstract：“Interprofessional Work” is the term frequently found in the medical field and medical ed-
ucation.  Interprofessional work refers to the comprehensive efforts of treatment and nursing care 
toward the same goal while cooperating with each other in occupations with different specialties.  On 
the other hand, interprofessional work may not proceed smoothly due to the “barrier” between pro-
fessionals, and interprofessional education is attracting attention as a countermeasure.  Interprofes-
sional work is essential for oral health care in community-based comprehensive care, but there are 
still some difficulties in collaborative work between specialists.  Among those difficulties, lack of un-
derstanding of dental care should be one of the essential hinderance against interprofessional work.  
Education of dental and oral medicine for students outside the dental field is effective in solving this 
problem.  As a dentist, the author is currently involved in the education of a clinical laboratory tech-
nician training course.  In interprofessional education, education by experts from other fields is effec-
tive, and the author unexpectedly practices it.  In addition, it is necessary to devise education in or-
der to make students in other fields understand the work content and importance.  On the other 
hand, it is also important for those engaged in dentistry to understand the work contents and educa-
tional courses of other professionals.  It may lead to two-way understanding between different occu-
pations.  This paper introduces the education and work of clinical laboratory technicians in the clini-
cal laboratory technician training course from the viewpoint of understanding other occupations.  In 
addition, the importance of interprofessional education will be described with a review of the litera-
ture through the author’s efforts to educate the dental and oral medicine in the clinical laboratory 
technician training course.
Key words： interprofessional work, interprofessional education, clinical laboratory technician, dental 

and oral medicine


