
文部科学省 大学間連携共同教育推進事業 

「IT を活用した超高齢社会の到来に対応できる歯科医師の養成」 

第３回 IT を活用した教育センター会議 議事録 

【日 時】11 月 19 日（月）11 時から  

【場 所】以下の３拠点によるスカイプ会議： 岩手医科大学：城教授室、北海道医療大学：

越野教授室、昭和大学：1 号館 502 号室 

【出席者】城教授（岩手医科大学）、越野教授(北海道医療大学)、片岡教授（昭和大学） 

――――――――――――― 議 事 内 容  ――――――――――――― 

１． 第 1 回 IT を活用した教育センターワークショップについて 

１） 参加者名簿，グループ分け表について（資料１）。 

２） タイムスケジュールについて(資料２)。 

→1)、2) ともご確認頂きました。越野先生にはセッション 2 で説明を 

して頂く事を了承していただいた。 

３） 歯科医師会担当者への謝礼と振込先などの記入用紙の事前送付 

 

→各大学でご対応済みとの事で確認致した。 

４） 事務系連絡会（セッション３）について    （資料３） 

→大矢係長（昭和大学）の司会で、資料にあるような進行で行う。 

５） 連携して開発する教材テーマ別準備（セッション３）について 

（１） 口腔乾燥症     

（２） 基礎疾患を有する患者の歯科診療     

（３） 地域医療      

  →地域医療について、各地域の歯科医師会との連携について現況の確認。 

   越野先生：訪問診療は福祉の一環として行っている。札幌歯科医師会 

        とは学生教育の目線になってご意見は聞いている。 

   城 先生：歯科医師会とではなく、地域の先生と協力しているのが現状。 

   参加していただく歯科医師会の先生方には、地域医療に関する現在の活動状

況の事前アンケートにご協力していただくことに決定した。 

６） 懇親会について 

懇親会にて、電子ポートフォリオ、バーチャルペーシェント、

e-learning の展示ブースを設置し、実際に PC で見れるように準備す

る予定。 

 

２． IT を活用した教育センター 

１） 組織図案                      （資料４） 



２） メンバーについて 

３） 定例会議について 

→連携大学から決定した委員名をいただいた。 

 

３． その他 

１）3連携校の IT 環境の調査結果              

→ピコラボに調査結果依頼中。当日はもっとコンパクトにしてもらうよう 

 お願いしている。 

 

 

次回第 4回 IT を活用した教育センター会議は１２月１２日です。 
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人数 番号 大学 所属 役職 氏名 備考

1 1 昭和大学 教授 美島健二 ◎
2 2 昭和大学 教授 新谷　悟 
3 3 昭和大学 教授 佐藤裕二 
4 4 昭和大学 課長 久米徳明
5 5 北海道医療大学 教授 安彦善裕 
6 6 北海道医療大学 准教授 長澤敏行 
7 7 北海道医療大学 講師 豊下祥史 
8 8 岩手医科大学 助教 熊谷章子 
9 9 岩手医科大学 講師 小林琢也
10 10 岩手医科大学 課長 山本和博 

11 1 昭和大学 教授 飯島毅彦
12 2 昭和大学 准教授 菅沼岳史 
13 3 昭和大学 講師 須田玲子 
14 4 昭和大学 講師 谷　千尋 
15 5 昭和大学 係長 山村勇一 
16 6 北海道医療大学 教授 齊藤正人
17 7 北海道医療大学 講師 草野　薫 
18 8 岩手医科大学 教授 城　茂治 ◎
19 9 岩手医科大学 教授 近藤尚知 
20 10 岩手医科大学 課長補佐 近藤　敬 

21 1 昭和大学 教授 向井美恵 ◎
22 2 昭和大学 講師 勝部直人
23 3 昭和大学 係長 大矢　敦
24 4 大森歯科医師会　 会長 岡本　徹
25 5 蒲田歯科医師会 副会長 塩津二郎
26 6 荏原歯科医師会　 委員 矢部隆司
27 7 北海道医療大学 北海道歯科医師会 常務理事 河野崇志
28 8 岩手医科大学 教授 藤村 朗
29 9 岩手県歯科医師会 常務理事 三善　潤

30 1 昭和大学 教授 佐野晴男
31 2 昭和大学 准教授 北川 昇
32 3 目黒区歯科医師会 理事（地域医療） 村上光弘
33 4 品川歯科医師会 会長 斎藤 一人
34 5 北海道医療大学 教授 越野 寿 ◎
35 6 札幌市歯科医師会　 理事 大森幹朗
36 7 北海道医療大学 情報推進課長 歳桃　淳
37 8 岩手医科大学 教授 野田 守
38 9 盛岡市歯科医師会　 副会長 金子良司
39 10 岩手医科大学 常任研究員 須和部京介

昭和大学

北海道医療大学

岩手医科大学

昭和大学

北海道医療大学

岩手医科大学

昭和大学

北海道医療大学

岩手医科大学

昭和大学

岩手医科大学

(緑)グループ４：10名

文部科学省　大学間連携共同教育推進事業
第1回ITを活用した教育センターワークショップ　参加者一覧(セッション1、2)

(青)グループ１：10名

(赤)グループ２：10名　　　

(黄)グループ３：９名

資料１
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人数 番号 大学 所属 役職 氏名 備考
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18 2 昭和大学 講師 勝部直人
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23 7 岩手医科大学 教授 藤村 朗
24 8 岩手県歯科医師会 常務理事 三善　潤

25 1 昭和大学 教授 佐野晴男
26 2 昭和大学 准教授 北川 昇
27 3 目黒区歯科医師会（地域医療） 理事 村上光弘
28 4 品川歯科医師会 会長 斎藤 一人
29 5 北海道医療大学 教授 越野 寿 ◎
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32 8 盛岡市歯科医師会　 副会長 金子良司
33 9 岩手医科大学 常任研究員 須和部京介

34 1 昭和大学 課長 久米徳明
35 2 昭和大学 係長 山村勇一 
36 3 昭和大学 係長 大矢　敦 ◎
37 4 si 係長 山崎佳哉
38 5 北海道医療大学 北海道医療大学 情報推進課長 歳桃　淳
39 6 岩手大学 課長 山本和博 
40 7 岩手大学 課長補佐 近藤　敬 

41 8
取締役
知識情報処理事業部長

鈴木　泰山

42 9 八木　豊
43 10 取締役　社長 佐藤　伸平
44 11 取締役　副社長 林 智

◎ グループの責任者

北海道医療大学

岩手医科大学

昭和大学

北海道医療大学

昭和大学

岩手大学

文部科学省　大学間連携共同教育推進事業
第1回ITを活用した教育センターワークショップ　参加者一覧(セッション3)

(青)グループ１：セッション３のテーマ　口腔乾燥症：8名

株式会社ピコラボ

金沢電子出版株式会社

昭和大学

(緑)グループ４：セッション３のテーマ　地域におけるチーム医療：9名

岩手医科大学

事務系職員：11名

(赤)グループ２：セッション３のテーマ　基礎疾患を有する患者の歯科診療（循環器、呼吸器疾患、脳血管障害、糖尿病）：8名　　　

岩手医科大学

(黄)グループ３：セッション３のテーマ　地域におけるチーム医療：8名

昭和大学

北海道医療大学

岩手医科大学

昭和大学

資料１

edu
タイプライターテキスト
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時間 テーマ 実施方法 担当 備考

10：45～11:00 集合・受付

11:00～11:20 開会式（学部長　挨拶，自己紹介） 全体会 片岡

11:20～11:35 本取組の概要とWSのスケジュール 全体会 片岡

セッション1 超高齢社会に必要とされる歯科医師像は？ グループ討議 片岡

KJ法の説明

12:45～13:15 昼食＋グループディスカッション

発表、討議

発表８分、討議７分

IT教材の連携校における共有および活用例の紹介

・電子ポートフォリオ

・e-learning教材

・VP（バーチャルペーシェント） 馬場

今後連携校および歯科医師会で協働して開発するIT教材は？

・グループ1：口腔乾燥症

・グループ2：基礎疾患を有する患者の歯科診療

・グループ3：地域におけるチーム医療

・グループ4：地域におけるチーム医療

事務系職員連絡会

・各大学のIT環境の報告(IT関連事務職、株式会社ピコラボより）

・IT教材を用いた授業の流れについて

・VP、e-learning、電子ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ展示ブース設営作業(17時より） 事務系職員 入院棟17階

発表、討議

発表5分、討議4分

ワーキンググループの結成 全体会

17:50～18:00 閉会式、写真撮影 全体会

18:10～19:30  
懇親会　(VP、e-learning、電子ポートフォリオの展示ブース設営)
（昭和大学病院入院棟17階タワーレストラン昭和）

全体会

片岡

文部科学省　大学間連携共同教育推進事業
第1回ITを活用した教育センターワークショップ　スケジュール

全体会

15:50～17:00

連携校および歯科医師会で協働して開発するIT教材について

14:25～15:40  セッション2

セッション3

17:00～17:50

片岡

1号館5階

11:35～　

超高齢社会に必要とされる歯科医師像について

グループ討議

13:15～14:15

全体会

片岡

片岡

大矢
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資料2
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文科省大学間連携共同教育事業 第 1回 ITを用いた教育センターのワークショップ 

 

セッション 3 事務系職員の連絡会 1号館 5階カンファランスルーム 

 

１．各大学の IT環境の報告      IT関連事務職・ピコラボ 10分間 

１）昭和大 

２）岩手医大 

３）北海道医療大 

２．IT教材を用いた授業の流れ 

１）シラバスの作成 ⇒ IT授業の実施予定の教育センターへの通知 

２）使用教室の確認（各大学教務課） 

３）対象学生と教員の登録（各大学教務課） 

４）テスト学生を用いた事前チェック（各大学教務課・教員・業者） 

５）授業実施 ⇒業者の同席の依頼 

６）アンケートの実施と回収（各大学教務課） 

７）成績の集計と教育センターへの報告（各大学教務課） 

edu
タイプライターテキスト
資料３



１.各大学の取組担当者
越野（北医療）,城（岩
手），
片岡 (昭和）
２.歯科医師会担当者

３.事務担当者
大矢・山村（昭和)
４.その他

１.各大学の教育委員長等
井上（昭和）
２.歯科医師会担当者

３.事務担当者
久米（昭和）
４.その他

１.学 長

２.学部長

資料




