
 

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 21 回 IT を活用した教育センター会議 議事録 

【日 時】平成 26 年 7 月 15 日 (火), 14：00 ～15：15 

【場 所】以下の 5 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、金沢電子出版株式会社、株式会社ピコラボ 

【出席者】城教授（岩手医科大学）、越野教授、豊下講師（北海道医療大学）弘中教授、 

美島教授、片岡教授、乾事務員（昭和大学）、佐藤様（金沢電子出版株式会社）、 

鈴木様（株式会社ピコラボ） 

――――――――――――― 議 事 内 容 ――――――――――――― 

 

1. 第 20 回 IT を活用した教育センター会議議事録を確認した。（資料 1） 

2. 第 5 回 IT を活用した教育センターWS アンケート集計結果を確認した。（資料 2） 

1） ワークショップに毎回、歯科医師会が参加しなくてもよいのではないかという意見があ

った。昭和大学で準備している地域連携歯科医療実習のような歯科医師会が主体となっ

て行なっている学外実習と授業との連携で関連を伝えたい。 

2） 実際の授業を見ていないため IT 教材がどの位のボリュームが必要なのか（授業時間内に

終わるのかどうかなど）想像するのが難しかった。時間があったら授業を見学してみた

いという意見があった。授業見学の機会を作ることと、授業風景のダイジェスト版をビ

デオ撮影して、配信するなどの対応を検討中である。 

3. 第 2 回 e-ラーニング教材作成セミナーアンケート集計結果を確認した。（資料 3） 

4. 今後の予定について 

1） 第 6 回 IT を活用した教育センターWS 開催日（11/20（木））について確認した。 

2） 第 3 回 e-ラーニング教材作成セミナー（予定）（11/19（水））について確認した。 

5. 平成 26 年度授業準備の確認（資料 4） 

1） 北海道医療大学授業（D3:7/10(木), D4:7/11(金)）について報告があった。VP 教材のオリ

エンテーションは教員 PC をプロジェクタに接続して、VP 教材の基本的な使い方、学習

方法についてデモを行なった。授業前に自宅学習を行なわせる。 

2） 北海道医療大学で実施した moodle 上でのアンケート結果について報告があった。 

3） 昭和大学の 4 年生 VP のトライアルは 9/18(木) 2 限（10：40～12：00）授業の後半 30

分（11：30～12：00）を予定している（担当：口腔衛生 大岡先生）。事前にオリエン

テーション（トライアルの一週間前頃を予定）で VP のセットアップ方法を学生に説明

して、トライアル当日までに自宅で練習用症例にアクセスさせる。学生への事前説明資

料はピコラボが作成する。ＷＧ2（岩手医科大学Ｄ4 授業 6，7）の授業枠を確保する。 

4） 岩手医科大学：D3：9/22（月）オリエンテーション（内丸キャンパス）, 10/2（木）ト

ライアル（矢巾キャンパス）で昨年と同様に行なう。 D4：内丸キャンパスで行うため、
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9/25（木）トライアルと 10/2（木）授業の二回、ピコラボに支援を依頼した。授業支援

業務に関しては岩手医科大の分配予算内で行なってほしい旨教育センターより依頼した。 

VP の授業枠については、Ｄ3 は問診だけで、Ｄ4 は糖尿病及び高血圧症と不整脈を授業

6，7 で実施する。 

5） VP 利用について授業実施までの流れと各 WG の進捗状況を確認した。（資料 5） 

授業当日の配付資料は各大学で問診票を印刷して準備する。 

予算が切れた後も必修授業として継続実施することが必要になるため、今後の運用方法

について学務課（教務課）にアカウント作成登録作業等準備打合せを進める。 

各大学の担当は、北海道医療大学 歳桃様、昭和大学 山村様、岩手医科大学 内金崎様

である。ピコラボより学務担当者へ作業説明のため連絡することになった。 

各 WG の VP 完成度を確認するため、WG ヘッド及び片岡教授、乾事務員の管理アカウ

ントを作成後、通知する。（担当：ピコラボ） 

6） ピコラボへの問合せについて：8 月 11 日の週は担当者が帰省する可能生があるため、Ｖ

Ｐシステムに反映するのに時間が掛かる。メールのやり取りは問題ない。 

6. 大学連携ｅラーニングコンテンツ及び VP の管理について（担当：金沢電子出版、ピコラボ） 

1） e-ラーニングコンテンツの管理について（資料 6） 

11 月 WS にて各 WG で決まった内容の修正を行ない、その年度のマスターコンテンツを

確定する。各 WG のマスターコンテンツは pool14 に保管する。それぞれの大学の授業

で使用したコースは学生情報を抜いた最終版を pool14 で共有する。最終版は、12 月 31

日をもってマスターコンテンツとする。 

2） VP コンテンツの管理については e-ラーニング教材と同様に、各ＷＧで作成した 5 症例

を３大学が利用可能な症例として登録し共有する。 

7. その他 

1） 第 5 回 WS 報告書を作成中である。資料取りまとめのご協力をお願いします。 

2） 歯科医学教育学会では 4 つのポスター演題を発表し、3 連携大学の懇親会を開催した。 

次回開催校である鹿児島大学に本取組のシンポジウムを開催したい旨依頼し、受理され

た。 

3） 動画の運用についてはストリーミング配信手順を検討中である。 

美島先生授業の動画は最終版ファイルを乾に渡してもらう。 

8. 次回開催日 

第 22 回 IT を活用した教育センターSkype 会議：9 月 8 日（月）10：00～ 

第 22 回は特に、9，10 月に実施される岩手医科大学、昭和大学の IT を活用した授業準備を

テーマといたします。第 5 回 WS の「授業計画（最終版）」を 9 月 3 日（水）迄に教育セン

ター事務局へ提出をお願いします。 

北海道医療大学の先生方には、7 月の授業実施とそのアンケート結果等に基づいて、岩手医

大と昭和大にアドバイスをいただけますと幸いです。 

以上 

2



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 

20 回 IT を活用した教育センター会議 議事録 

【日 時】平成 26 年 6 月 16 日 (月), 10:00 ～11:00 

【場 所】以下の 5 拠点によるスカイプ会議：岩手医科大学：内丸キャンパス第 2 セミナー室、矢巾キャ

ンパス、北海道医療大学：越野教授室、昭和大学：1 号館 502 号室、金沢電子出版株式会社、

株式会社ピコラボ

【出席者】 城 茂治 教授,藤村 朗 教授,小林 琢也 講師,熊谷 章子 助教,須和部 京介 助教

内金崎 智 事務員(岩手医科大学),越野 寿 教授,入江 一元 教授,豊下 祥史 講師,

草野 薫 講師,倉重 圭史 講師,吉田 光希 助教(北海道医療大学),美島  健二 教授,飯

島 毅彦 教授,弘中 祥司 教授,北川 昇准 教授, 

マイヤース 三恵 講師,片岡 竜太 教授,乾 事務員(昭和大学),佐藤 伸平 代表取締役(金沢電

子出版株式会社),鈴木 泰山 取締役(株式会社ピコラボ)

――――――――――――― 議 事 内 容 ―――――――――――――

1. 第 19 回 IT を活用した教育センター会議議事録について確認した。（資料 1）

2. HP 相互リンクについて確認した。（資料 2）

3. 教育研究への同意書について確認した。（資料 3）

4. WG2 授業について報告があった。（資料 4）

北海道医療大学（草野先生）：WG2 で製作した VTR を利用した講義形式で行なった。3 大学で

資料として共有することが承諾された。学生の個人情報を消した授業後の習熟度についてデータ

を報告してもらう。

昭和大学（飯島先生）：教材 VTR を 4 種類用意した。最初の PC 接続は問題なかった。学生間の

タイピングスピードの差が気になった。フィードバックテストのみ採点を行なった。

5. 歯科医学教育学会 ポスター発表案について確認した。（資料 5）ポスター発表を STEP1 として、

来年度はシンポジウム等で本事業の取組みを広く公表できるよう進めていくことで合意した。

6. 平成 26 年度授業実施スケジュールについて説明があった。（資料 6）授業準備状況については各

大学より報告があった。

岩手医科大学：D3 は昨年と同様に矢巾キャンパスで行なうため、問題ないと思われる。今年度

は岸先生にも入っていただき、STEP1：D3 は医療面接、STEP2：D4 糖尿病と不整脈を追加し

た。D4 の内丸キャンパスで実施する VP を用いた講義について、ピコラボにも依頼して準備が

必要である。準備状況を教育センターに報告してもらう。

北海道医療大学：D3 は昨年の WS で作成した教材を、それぞれ作成に関わったグループの先生

が実施する。D4 は高齢者歯科学の一部で 4 回 VP を中心とした講義を実施する。

昭和大学授業について説明があった。D3 の授業は教室変更に伴い、IT 環境が整備されていない

ため、D2 の教室で行なう。D4 の授業は 9 月上旬に VP 授業準備の説明とオリエンテーション

を実施する。

第21回ITを活用した教育センター会議　資料1
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7. 第 5 回 IT を活用した教育センターWS(6/26 (木))について確認した。（資料 7）

1） 参加者リストを確認した。次回 WS は全員のスケジュールを確認後、候補日を決めること

になった。（資料 8） 

2） 報告書役割分担表について説明があった。（資料 9） 

3） 報告書のフォーマットと送付について説明があった。（授業計画表）（資料 10） 

4） 各 WG の第 5 回 WS における検討事項の予演会を行なった。 

（1） STEP1（基礎知識の修得・3 年生） 

・ WG1：STEP1 医療面接風景ビデオは 2 症例が完成している。もう 1 症例（北海

道医療大学）は WS にてシナリオを検討後撮影する。 

・ WG2：飯島先生、草野先生の授業で使用したビデオと e-ラーニング教材ブラッ

シュアップして利用する。

・ WG3：WS にて修正を行なう。 

・ WG4：今回 WS では e-ラーニング教材の微調整及び最終確認を行なう。 

（2） STEP2（臨床推論能力の養成・4 年生） 

・ WG1： STEP2 D4 は VP の後に e-ラーニング課題を出すことで修得状況を確認

する。

・ WG2：不整脈、糖尿病の VP を作成中である。 

・ WG3：VP の作成が遅れている。WS までにたたき台を作成する。まとめテスト

は e-ラーニングを利用する。 

・ WG4：VP 教材について問診のバリエーションを検討する。 

8. 第 2 回 e-ラーニング教材作成セミナー(6/25(水)) について説明があった。（資料 11）

9. その他

1） 歯科医学教育学会 IT 連携懇親会について案内があった。

日時：7/4（金）20：00～ 

場所：小倉 鳥松本店 （TEL.093-531-1011） 

2） 次回開催日について確認した。 

次回：第 21 回 IT を活用した教育センターSkype 会議 7 月 15 日（火）14：00～ 

次々回：第 22 回 IT を活用した教育センターSkype 会議 9 月 8 日（月）10：00～ 

以上

第21回ITを活用した教育センター会議　資料1
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第5回ITを活用した教育センターWSの評価
実施日：平成26年6月26日 回答：29人

質問内容 1 2 3 4 5 平均 第4回WS平均

いいえ はい
0 2 5 14 8

0% 7% 17% 48% 28%
いいえ はい

0 4 5 16 3
0% 14% 18% 57% 11%

いいえ はい
0 0 2 18 8

0% 0% 7% 64% 29%
いいえ はい

0 1 6 12 8
0% 4% 22% 44% 30%

いいえ はい
0 4 12 7 4

0% 15% 44% 26% 15%
いいえ はい

0 0 6 13 10
0% 0% 21% 45% 34%

いいえ はい
0 0 1 11 8

0% 0% 5% 55% 40%

7，その他ご意見・ご感想

1.　臨床推論能力の習得程度を評価する方法が難しい

4.　大変勉強になります。

5.　7月10日に実際に授業をやらなければならないのでモチベーションが上がらざるを得なかった。

6.　VPが対応できる質問事項、回答を増やしてほしい

7.　VP…回答例を可能な限り多く設定して頂きたい（質問項目の数も）

8.　エアコンが効き過ぎていると思います。首と肩が痛くなりました。

9，授業の準備、運用で分からない部分、改善すべき部分をあげてください。

1.　既にある資料や教材をもっと活用できるようにして頂きたい。

4.0

4.0

2.　ワークショップに毎回、歯科医師会が参加しなくてもよいのではないかと思いました。
    歯科医師会に参加させるために苦労なさっているようにも見えました。

3.　実際の授業を見ていないためIT教材がどの位のボリュームが必要なのか（授業時間内に終わるのかどうかなど）想像するのが難しかった。
    時間があったら授業を見学してみたいです。

4.1

3.6

項目無し

3.7

3.6

4.Step1(３年生）のＩＴ教材の改善案は満足がいくものでした
か？

4.0

8.ITを活用した授業の準備と運用は参考になりましたか？
（大学教員のみ回答:２０人）

5.Step2(４年生）のＩＴ教材の改善案は満足がいくものでした
か？

3.4

6.ITを活用した歯学教育への関心は高まりましたか？ 4.1

4.4

1.本日のワークショップの流れにスムーズに入り込めました
か？

4.0

2.本日各セッションの討議にはどの程度参加されましたか？ 3.6

3.e-ラーニング授業が実際に理解できましたか？ 4.2

第21回ITを活用した教育センター会議　資料2
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e-ラーニング教材作成セミナー　アンケート
実施日：平成26年6月25日 回答：29人

質問内容 1 2 3 4 5 平均 第1回セミナー平均

いいえ はい
0 4 6 11 8
0% 14% 21% 38% 28%

2.以下の内容には興味が持てましたか？

いいえ はい
0 1 8 16 4
0% 3% 28% 55% 14%

いいえ はい
0 1 4 17 7
0% 3% 14% 59% 24%

いいえ はい
0 2 9 13 5
0% 7% 31% 45% 17%

よく理解できなかった内容
1. ネットがつながらなかった
2. 全体的に早かった
3. Part1：Active learning　反転授業：基本は事前学習、授業で応用力をつける
4. Part２：学生の弱点を見つけ、反復学習　（2名）
5. moodle体験実習
6. チャレンジテストの作成
7. 学生の履修状況、正答率の確認（穴埋め問題）
8. 学生の履修状況、正答率の確認（MCQ）

今後e-ラーニング教材作成セミナーで取り上げてほしい内容
1. 成績不良者の一括管理方法　成績不良分野
2. 分野別のバンクを作る
3. フィードバックの付け足し方
4. ビデオ教材の取り込み方法
5. コースの作成方法
6. 図表入り問題の作成
7. バンク作成方法

4.0

3.9
(e-ラーニングの導入と

利用の手引き)

4
(昭和大におけるｅ－

ラーニング教材の紹介)

4.1　3）moodle体験実習 3.7

1.本日のセミナーはニーズに合っていましたか？ 3.8

3.8

　２）Part2：学生の弱点を見つけ、反復学習 4.0

　１）Part1:Active learning
反転授業：基本は事前学習、授業で応用力をつけ
る

第21回ITを活用した教育センター会議　資料3
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年⽉⽇ 時限 学習項⽬ 到達⽬標 担当

授業1
平成26年

9⽉22⽇(⽉)
4

オリエンテーション
三⼤学連携IT教育の⽬的、使⽤設
備について理解する。

1. 三⼤学連携IT教育で学ぶ⽬標を説明する。
3. 電⼦ポートフォリオを作成する。
2. PCを⽤いて必要な情報を得る。

城 茂治 教授（⻭科⿇酔学分野）

授業2
平成26年

10⽉2⽇(⽊)
1

トライアル
三⼤学連携IT教育システムについ
て
習熟する。

1. ITシステムに接続できる。
2. ITシステムを利⽤できる。
3. 電⼦ポートフォリオを作成する。
4. ITシステムのトラブルに対処する。
5. ITシステムの使⽤規約を遵守する。

城 茂治 教授（⻭科⿇酔学分野）

授業3
平成26年

10⽉2⽇(⽊)
2

⾼齢社会と⻭科医療１
⽇本の将来⼈⼝推計等から今後の
⽇本の医療・⻭科医療体系を考
る。

1. ⾼齢化社会について説明する。
2. ⾼齢化社会と⻭科医療について概説する。
3. ⾼齢者に多く⾒られる基礎疾患について列挙する。

岸 光男 准教授
（予防⻭科学分野）

授業4
平成26年

10⽉3⽇(⾦)
1

⾼齢化会とチーム医療１
脳梗塞を合併した⻭科患者を通し
て医療・⻭科医療の仕組みと連携
を学ぶ。

1. 脳梗塞発症から症状の回復までの⼀連の医療体制を概説する。
2. 医療・⻭科医療の連携と病院におけるチーム医療の基本を説明する。

藤村朗 教授（機能形態学分野）
須和部 京介（⻭周療法学分野）

授業5
平成26年

10⽉3⽇(⾦)
2

⾼齢社会とチーム医療２
脳梗塞を合併した⻭科患者を通し
て⻭科が担う役割を学ぶ。

⾼齢者の⼝腔の変化、特に⼝腔乾燥症について学習する。
１．唾液について概説できる。
２．⼝腔乾燥症の成因を列挙できる。
３．⼝腔乾燥症による影響を列挙できる。

藤村 朗教授（機能形態学分野）
須和部 京介（⻭周療法学分野）

授業6
平成26年

10⽉27⽇(⽉)
1

⾼齢社会と⻭科医療2
⾼齢者の⾝体的、⼼理的特徴を理
解し、医療⾯接時の注意点につい
て学ぶ。

1.医療⾯接の⽬的と⽅法を説明する。
2.主訴、既往歴、現病歴の定義を説明する。
3.医療情報の収集法を説明する。
4.基礎疾患を有する⾼齢者での医療⾯接での注意点を列挙する。
5.SOAPについて説明する。

城 茂治 教授（⻭科⿇酔学分野）
近藤 尚知 教授 （補綴・インプラント学講
座）

授業7
平成26年

10⽉28⽇(⽕)
1

⾼齢者の⼝腔疾患
⾼齢者に多く⾒られる⼝腔疾患
（特に⼝腔乾燥症）について学
ぶ。

1. 唾液の分泌に影響を与える因⼦について説明する。
2. ⼝腔乾燥症の⼝腔内所⾒について説明する。
3. ⼝腔乾燥症と基礎疾患との関連について説明する。

⼩林 琢也 講師（補綴・インプラント学講座）

熊⾕ 章⼦ 助教(⼝腔外科学分野)

授業8
平成26年

10⽉28⽇(⽕)
2

⾼齢者の⼝腔疾患
⾼齢者に多く⾒られる⼝腔疾患
（特に⼝腔乾燥症）の⼝腔審査法
と検査について学ぶ。

1. ⼝腔内環境・機能検査として、唾液分泌能測定、⼝腔乾燥度測定、
細菌数測定、嚥下機能測定、および咬合⼒測定を実施する。

2. 検査の結果を評価する。
3. 異常の原因や原疾患を概説する。

熊⾕ 章⼦ 助教(⼝腔外科学分野)
⼩林 琢也 講師（補綴・インプラント学講座）

年⽉⽇ 時限 学習項⽬ 到達⽬標 担当

授業1
平成26年

4⽉10⽇(⽊)
2

全⾝がわかる⻭科医師がなぜ必要
か

全⾝がわかる⻭科医師がなぜ必要かについての社会背景が説明できる。 草野 薫 講師（顎顔⾯⼝腔外科学分野）

授業2
平成26年

7⽉10⽇(⽊)
2 超⾼齢社会と⻭科医療

1. 超⾼齢社会について説明できる。
2. 超⾼齢社会と⻭科医療について概説できる。
3. ⾼齢者に多く⾒られる基礎疾患について列挙できる。

千葉 逸朗 教授（保健衛⽣学）
⼊江 ⼀元 教授（組織学）

授業3
平成26年

7⽉17⽇（⽊）
2 超⾼齢社会とチーム医療① ⾼齢者の⼼⾝の特徴を概説できる。

越野 寿 教授（咬合再建補綴学）
豊下 祥史 講師（咬合再建補綴学）

授業4
平成26年

7⽉24⽇（⽊）
2 ⼝腔乾燥症と疾患

1. 唾液の分泌に影響を与える因⼦について説明できる。
2. ⼝腔乾燥症の⼝腔内所⾒について説明できる。
3. ⼝腔乾燥症と基礎疾患との関連について説明できる

安彦 善裕 教授 （臨床⼝腔病理学）
⻑澤 敏⾏ 准教授(個体差健康科学研究
所)

授業5
平成26年

8⽉21⽇（⽊）
2 超⾼齢社会とチーム医療② ⾼齢者の疾患と死因の特徴について概説できる。

越野 寿 教授（咬合再建補綴学）
豊下 祥史 講師（咬合再建補綴学）

授業（回）
（80分）

期間・内容

I. STEP1（基礎知識の修得）
1.岩⼿医科⼤学⻭学部3年⽣に対する授業計画
授業（回）
（90分）

期間・内容

2.北海道医療⼤学⻭学部3年⽣に対する授業計画

平成26年度 ITを活⽤した授業スケジュール

第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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年⽉⽇ 時限 学習項⽬ 学習内容 担当

授業1
平成26年

4⽉16⽇(⽔）
3 ⻭科診療中の全⾝管理と救急医療

1. 術中の全⾝管理について説明できる。
2. ⻭科診療中の医療安全と救急対応について説明できる。

飯島 毅彦 教授（⻭科⿇酔科学）

年⽉⽇ 時限 学習項⽬ 学習内容 担当

授業1 1 ⽚岡 ⻯太 教授（⻭学教育学）

授業2 2 弘中 祥司 教授（⼝腔衛⽣学）

授業3 1

授業4 2

授業5 3

授業6 4

授業7 1

授業8 2

授業9 1

授業10 2

平成26年
9⽉16⽇(⽕)

全⾝がわかる⻭科医師がなぜ必要
か？

⽇本の⾼齢化率、将来⼈⼝推計から今後の⽇本の社会と医療を考える。
⾼齢者の⾝体的、⼼理学的特徴と⾼頻度に⾒られる基礎疾患と⼝腔疾患
を学ぶ。ビデオを通じて、⻭科診療と全⾝状態との関連について考え

る。

4. オリエンテーション
1. 岩⼿医科⼤学3年⽣：  9⽉22⽇（⽉）4限, 三⼤学連携IT教育の⽬的、使⽤設備について理解する。 10⽉2⽇（⽊）1 限トライアル、2 限⽬より授業開始
2. 北海道医療⼤学3年⽣：
3. 昭和⼤学3年⽣：

美島 健⼆ 教授（⼝腔病理学）

⼝腔診察・検査実習と疾患

唾液分泌能（ガム、サクソンテスト）、⼝腔乾燥度、細菌数、嚥下機
能、および咬合⼒の測定を学⽣相互で実施し、結果をカルテに記⼊す
る。異常値が得られた場合、原因や原疾患についてe-learningで学ぶ。
これらの検査を活⽤したD5病棟実習についてリソース講義で学ぶ。

美島 健⼆ 教授（⼝腔病理学）
⽥中 準⼀ 助教（⼝腔病理学）
井上 富雄教 授（⼝腔⽣理学）
中村 史朗 講師（⼝腔⽣理学）
望⽉ ⽂⼦ 助教（⼝腔⽣理学）
桑⽥ 啓貴 教授（⼝腔微⽣）
森崎 弘史  講師（⼝腔微⽣）

3.昭和⼤学⻭学部3年⽣に対する授業計画

平成26年
10⽉7⽇(⽕)

平成26年
10⽉14⽇(⽕)

平成26年
9⽉30⽇(⽕)

脳梗塞を発症した患者から、医療
の
仕組みを学ぶ

脳梗塞を発症し、⼊院加療の後に、⾃宅療養中の患者の⻭科受診を通し
て、医療・⻭科医療の仕組みと連携を学ぶ。チーム医療の基本（構成メ
ンバーと役割）および⻭科が担う⼝腔のケアの⽬的を学ぶ。

⼝腔乾燥症と疾患②

グループで課題に対する説明を考え発表する。発表後、e-learningとリ
ソース講義により唾液・唾液分泌における基本的事項の確認、基礎疾患
と唾液分泌障害の関連性について理解する。⼝腔乾燥症の患者に対する
⼝腔ケアについて学ぶ。

弘中 祥司 教授（⼝腔衛⽣学）

平成26年
9⽉30⽇(⽕)

⼝腔乾燥症と疾患①
唾液・唾液分泌機能について、基本的事項をe-learningで学ぶ。基礎疾
患を有する患者のシナリオを⽤いてSmall Group Discussionにより唾液
分泌に影響を与える因⼦とそのメカニズムについて学習する。

美島 健⼆ 教授（⼝腔病理学）

授業（回）
（90分）

期間・内容

チーム医療と⼝腔医学Ⅰ

ヒトの病気
授業（回）
（90分）

期間・内容

第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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年⽉⽇ 時限 学習項⽬ 到達⽬標 担当

授業1
平成26年

9⽉12⽇(⾦)
4

オリエンテーション
三⼤学連携IT教育の⽬的、使⽤設
備について理解する。

1. 三⼤学連携IT教育で学ぶ⽬標を説明する。
2. PCを⽤いて必要な情報を得る。
3. 電⼦ポートフォリオを作成する。

城 茂治 教授（⻭科⿇酔学分野）

授業2
平成26年

9⽉25⽇(⽊)
4

トライアル
三⼤学連携IT教育システムについ
て
習熟する。

1. ITシステムに接続できる。
2. ITシステムを利⽤できる。
3. 電⼦ポートフォリオを作成する。
4. ITシステムのトラブルに対処する。
5. ITシステムの使⽤規約を遵守する。

城 茂治 教授（⻭科⿇酔学分野）

授業3 1

⾼齢社会とチーム医療１
⾼齢社会でのチーム医療を⾏うに
当たり、全⾝的な知識がどのよう
に必要かを理解する。

1.⾼齢者に多く⾒られる基礎疾患を列挙する。
2.基礎疾患を有する患者の⻭科診療時における注意点を挙げる。
3.⼝腔内科的疾患について概説する。
4.脳梗塞発症から症状の回復までの⼀連の医療体制を概説する。

城 茂治 教授（⻭科⿇酔学分野）

授業4 2

⾼齢社会とチーム医療２
脳梗塞などの疾患で⼊院した⾼齢
者に対するチーム医療での⻭科の
関わりについて学び、急性期の⻭
科医師の役割を理解する。

1.脳卒中の急性期症状と全⾝および⼝腔の機能について説明する。
2.急性期のチーム医療体制を説明する。
3.病院における急性期の医療・⻭科の連携医療を説明する。
4.病院における急性期患者に対する⼝腔ケアの実施について説明する。

藤村 朗 教授（機能形態学分野）
須和部 京介（⻭周療法学分野）

授業5 3

⾼齢社会とチーム医療３
脳梗塞などの疾患を合併した⾼齢
者に対するチーム医療での⻭科の
関わりについて学び、慢性期の⻭
科医師の役割を理解する。

⾼齢者の⼝腔の変化、特に⼝腔乾燥症について学習する。
１.唾液について概説できる。
２.⼝腔乾燥症の成因を列挙できる。
３.⼝腔乾燥症による影響を列挙できる。

藤村 朗 教授（機能形態学分野）
須和部 京介（⻭周療法学分野）

授業6 4

⾼齢社会と⻭科医療１
⾼齢者で多く⾒られる基礎的疾患
を理解し、⻭科治療時の注意点に
ついて学ぶ。

1.⾼齢者で多く⾒られる基礎疾患を列挙する。
2.糖尿病について説明する。
3.⾼⾎圧症について説明する。
4.糖尿病を合併する⾼齢者の⻭科治療中の注意点を列挙する。
5.⾼⾎圧症を合併する⾼齢者の⻭科治療中の注意点を列挙する。

城 茂治 教授（⻭科⿇酔学分野）
近藤 尚知 教授 （補綴・インプラント学講座）

授業7
平成26年

10⽉10⽇(⾦)
4

⾼齢社会と⻭科医療２
⾼齢者で多く⾒られる基礎的疾患
を理解し、⻭科治療時の注意点に
ついて学ぶ。

1.不整脈について説明する。
2.⼼房細動を合併する⾼齢者の⻭科治療中の注意点を列挙する。
3.抗凝固療法の適応について説明する。
4.抗凝固療法中の⾼齢者の⻭科治療中の注意点を列挙する。

城 茂治 教授（⻭科⿇酔学分野）
近藤 尚知 教授 （補綴・インプラント学講座）

授業8
平成26年

10⽉14⽇(⽕)
4

⾼齢者の⼝腔疾患1
⾼齢者に多く⾒られる⼝腔疾患
（特に⼝腔乾燥症）の⼝腔審査法
と検査について学ぶ。

1. ⼝腔乾燥を訴える患者の医療⾯接の要点を挙げる。
2. ⼝腔乾燥を訴える患者の鑑別診断をする。
3. ⼝腔乾燥症と基礎疾患との関連について説明する。
4. ⼝腔乾燥症の診断基準を挙げる。
5. ⼝腔乾燥症の治療法を説明する。

熊⾕ 章⼦ 助教(⼝腔外科学分野)
⼩林 琢也 講師（補綴・インプラント学講座）

授業9 3

授業10 4

年⽉⽇ 時限 学習項⽬ 到達⽬標 担当

授業1 1 超⾼齢社会とチーム医療① ⾼齢者の⼼⾝の特徴を概説できる。
越野 寿 教授（咬合再建補綴学）
豊下 祥史 講師（咬合再建補綴学）

授業2 2
VP教材についての
オリエンテーション

VP教材の使⽤⽅法について学ぶ。
越野 寿 教授（咬合再建補綴学）
豊下 祥史 講師（咬合再建補綴学）

授業3 1

授業4 2

北海道医療⼤学⻭学部5年⽣に対する授業計画
授業（回）
（80分）

期間・内容

Ⅱ. STEP2（臨床推論能⼒の養成）

平成26年
10⽉17⽇(⾦)

⾼齢者の⼝腔疾患２
⼝腔乾燥症の⼝腔審査法と検査に
ついて学ぶ。

平成26年
10⽉2⽇(⽊)

1. ⼝腔内環境・機能検査として、唾液分泌能測定、⼝腔乾燥度測定、細
菌数測定、嚥下機能測定、および咬合⼒測定を実施する。
2. 検査の結果を評価する。
3. 検査の結果を説明する。
4. 検査結果から診断する。

岸 光男 准教授(予防⻭科学分野)
熊⾕ 章⼦ 助教(⼝腔外科学分野)
⼩林 琢也 講師（補綴・インプラント学講座）他

岩⼿医科⼤学⻭学部4年⽣に対する授業計画
授業（回）
（90分）

期間・内容

平成26年
7⽉11⽇(⾦)

チーム医療における⻭科医師の
役割（回復期）

平成26年
8⽉29⽇(⾦)

または
9⽉5⽇(⾦)

脳梗塞などの疾患に罹患した患者に対して退院後に⾏う地域連携医療の
実際について、VPやe-ラーニングで学ぶ。

越野 寿 教授（咬合再建補綴学）
豊下 祥史 講師（咬合再建補綴学）

平成26年
10⽉8⽇(⽔)

平成26年度 ITを活⽤した授業スケジュール

第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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年⽉⽇ 時限 学習項⽬ 学習内容 担当

授業0
平成26年

9⽉18⽇(⽊)
2

 オリエンテーション
※口腔科学の基礎と展開（口腔科
学）後半30分間で行う

VPの使い⽅を修得する ⽚岡 ⻯太 教授(⻭学部   ⻭科教育推進室)

授業1 3
⻭科診療と全⾝疾患
チーム医療と⼝腔内科

本ユニットの⽬的を理解する。基礎疾患と⻭科診療との関連についてe-
ラーニングなどで学ぶ。チーム医療を⾏うにあたり、⼝腔内科的な知識
がどのように必要であるかを理解する

⽚岡 ⻯太 教授(⻭学部   ⻭科教育推進室)

授業2 4
薬物に関する情報収集と処⽅箋の
書き⽅

お薬⼿帳や医薬品添付⽂書から必要な情報を収集する。処⽅箋の書き⽅
を学ぶ

加藤 裕久 教授  (薬学部   医薬情報解析
学)

3

4

授業5 3 ⼝腔乾燥症に対するケア ⼝腔乾燥が⾒られる患者に対する⼝腔のケアについて学ぶ。 弘中 祥司 教授 (⻭学部   ⼝腔衛⽣学)

授業6 4

⾼齢社会と⻭科医療
⾼齢者で多く⾒られる基礎的疾患
を理解し、⻭科治療時の注意点に
ついて学ぶ。

1.⾼齢者で多く⾒られる基礎疾患を列挙する。
2.糖尿病について説明する。
3.⾼⾎圧症について説明する。
4.糖尿病を合併する⾼齢者の⻭科治療中の注意点を列挙する。
5.⾼⾎圧症を合併する⾼齢者の⻭科治療中の注意点を列挙する。
6.不整脈について説明する。
7.⼼房細動を合併する⾼齢者の⻭科治療中の注意点を列挙する。
8.抗凝固療法の適応について説明する。
9.抗凝固療法中の⾼齢者の⻭科治療中の注意点を列挙する。

⽚岡 ⻯太 教授(⻭学部   ⻭科教育推進室)

授業7 3 薬物の副作⽤とその予防策
薬物によって⽣じる代表的な副作⽤とその症状、治療、予防策を説明で
きる

⼭元 俊憲 教授 (薬学部   臨床薬学)

授業8 4 EBMと診療ガイドラインの活⽤
代表的な疾患（循環器、脳⾎管障害）の診療ガイドラインと標準的な薬
物治療を学ぶと同時に⻭科診療との関連を考える。

加藤 裕久 教授 (薬学部   医薬情報解析
学)

授業9 3
特別の配慮が必要な患者に対する
薬物治療

⾼齢者、妊婦、⼩児と⻭科診療で遭遇する頻度が⾼い疾患の患者 (⾼⾎
圧、不整脈、虚⾎性⼼疾患)、脳卒中、糖尿病、喘息、⾻粗鬆症など）に
対する薬物治療について学ぶ。

⽊内 祐⼆ 教授 (薬学部   薬学教育推進
室)

授業10 4
⾼齢者に対する服薬指導の実際を
学ぶ

医薬品と剤形の種類を学び嚥下障害や⼝腔乾燥を有する患者に対する服
薬の実際を学ぶ。

倉⽥ なおみ 教授 (薬学部   地域医療薬
学)

授業11 3
チーム医療における⻭科医師の
役割（急性期）

脳梗塞などの疾患に罹患した患者に対して⼊院中に⾏うチーム医療の実
際について、VPやe-ラーニングで学ぶ。

弘中 祥司 教授（⼝腔衛⽣学）

授業12 4
チーム医療における⻭科医師の
役割（回復期）

脳梗塞などの疾患に罹患した患者に対して退院後に⾏う地域連携医療の
実際について、VPやe-ラーニングで学ぶ。

弘中 祥司 教授（⼝腔衛⽣学）

授業13,14
平成26年

11⽉12⽇(⽔)
3

基礎疾患を有する患者・がん化学
療法、放射線治療中の患者に対す
る⼝腔ケアを学ぶ

学部連携病棟実習、地域連携⻭科医療実習に備えて、基礎疾患を有する
患者・がん化学療法、放射線治療中の患者の⼝腔内の症状とそれぞれに
対応した⼝腔ケアの実際を学ぶ。
（旗の台5号館5階実習室を使⽤）

弘中 祥司 教授（⼝腔衛⽣学）

授業15,16
平成26年

11⽉19⽇(⽔)
4

投与されている薬剤から患者の全
⾝状態、⼝腔への影響を予測す
る。

演習形式でお薬⼿帳を⾒て、患者の全⾝状態と⼝腔への影響を予測する
⽅法を学ぶ。

倉⽥ なおみ 教授 (薬学部   地域医療薬
学)
⽊内 祐⼆ 教授 (薬学部   薬学教育推進

4. オリエンテーション
1. 岩⼿医科⼤学4年⽣： 9⽉12⽇（⾦）オリエンテーション、9⽉25⽇（⽊）トライアル。10⽉2⽇（⽊）授業開始。
2. 北海道医療⼤学5年⽣：7⽉11⽇（⾦）   昨年度の教材・VPについてのオリエンテーション
3. 昭和⼤学4年⽣： 9⽉18⽇（⽊） 授業中に課題を出して、9⽉25⽇(木)までに提出するように指⽰する。

美島 健⼆ 教授(⻭学部   ⼝腔病理学)
鎌⾕ 宇明 講師（⻭学部  顎顔⾯⼝腔外
科）

平成26年
10⽉14⽇(⽕)

平成26年
10⽉7⽇(⽕)

⼝腔乾燥を訴える患者に対する
医療⾯接・⼝腔乾燥症の症状と診
断

⼝腔乾燥を訴える患者の鑑別診断についてe-ラーニングで学ぶ。⼝腔乾
燥を訴える患者に対して医療⾯接で聞く内容について、VPやe-ラーニン
グで学ぶ。⼝腔乾燥症の症状や診断について学ぶ。

平成26年
10⽉21⽇(⽕)

平成26年
11⽉5⽇(⽔)

授業3,4

平成26年
9⽉30⽇(⽕)

平成26年
10⽉28⽇(⽕)

授業（回）
（90分）

期間・内容

昭和⼤学⻭学部4年⽣に対する授業計画

第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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Step 1（D3）
1限目～4限目

事前学習は講義を受けてきた内容の復習

e‐learningで対応する。

授業前 事前学習課題 （ 15 分）【ＷＧ： １ 】

1

SETP1（基礎知識の修得）の授業内容報告書
第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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今後の予定

Step 1
各シナリオの修正を行う（シナリオ・写真）
• シナリオ１ 岩手 熊谷
• シナリオ２ 昭和 鎌谷
Step 2
まとめテストの作成
熊谷・美島・
復習課題
ストレス性の復習テスト
吉田

作成後 美島先生にメールしと合してメール会議を行う

2

WG1：セッション3　報告
第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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学生に考えさせる授業の内容（採点はしない）

1限目

• 喉頭蓋のビデオ（正常、乾燥、湿性）の供覧

• 喉頭蓋の汚れによる影響を学生自身が考え
て自由記載課題

2限目

・2症例を閲覧して症例ごとの問題に解答

授業Ⅰ 自由課題 （ 20 分）【ＷＧ： １】

3

SETP1（基礎知識の修得）の授業内容報告書

WG1：セッション3　報告
第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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1限目

誤嚥性肺炎と口腔乾燥について講義

2限目

症例の内容に合わせた講義

3限目

口腔乾燥症の原因の講義

4限目

口腔乾燥による口腔内症状の講義

授業Ⅱ リソース講義 （ 35 分）【ＷＧ： 1 】

4

SETP1（基礎知識の修得）の授業内容報告書

WG1：セッション3　報告
第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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1～4限目

その時間の授業内容に関するe‐learningテスト

（穴埋め・記述）

（採点できる内容）

授業Ⅲ まとめテスト （ 20 分）【ＷＧ： １ 】

5

SETP1（基礎知識の修得）の授業内容報告書

WG1：セッション3　報告第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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1～4限目

事前学習のe‐learningテストと同じ内容のテスト
を行う。

プレ・ポスト試験として学習習熟度を判断する。

（反復学習して知識を定着）

授業後 復習課題 （ 15 分）【ＷＧ： 】

6

WG1：セッション3　報告
SETP1（基礎知識の修得） ・　STEP2（臨床推論能力の養成）の授業内容報告書第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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セッション４：平成 26 年 4 年⽣「超⾼齢社会の到来に対応できる⻭科医師になるために 
臨床推論能⼒の修得を図る授業を構築する」 報告

ワーキンググループ＃1
所属：昭和大学歯学部 

氏名：鎌谷 宇明 

口腔乾燥症グループ 

口腔乾燥症と疾患の授業構成 

 チーム医療の中での歯科医師の役割につながるコンテンツとして

（１）事前学習課題（追加項目）

テーマ；①どんなときにのどが渇く？②唾液の機能ってなにがあるの？③ドライマウス

って何のこと？渇いたネズミじゃないよね。④誤嚥性肺炎って何？

（２）1 時限目（90 分） 

１）導入：①鼻咽腔喉頭ファイバーによる寝たきり高齢者の喉頭の状態をビデオにより提示

（正常、湿性、乾性の 3 種類提示）②本邦の死因の原因の第 3 位に肺炎が位置している

ことを説明し、誤嚥による肺炎の可能性と唾液の有用性を概説

２）e-learning：唾液の成分・機能などの復習（穴埋め,○×問題） 

３）講義による解説（資料の配付）

（３）2 時限目（90 分） 

１）e-learning：口腔乾燥症の導入（穴埋め,○×問題, 自由記載） 

２）口腔乾燥症に関する解説資料を配付

３）口腔乾燥症の症例呈示：シナリオによる症例呈示（3 症例）をパワーポイントで提示 

症例内訳）①高血圧に対する降圧薬の処方（岩手医科大学）作製済み ②ストレス（北海

道医療大学）作製中 ③口腔癌の放射線治療後（昭和大学）作製済み

（３）３時限目（90 分） 

１）e-learning：唾液分泌障害のメカニズムのシェーマを提示、学生の自由記載による説明の

記載

２）パワーポイントによる解説（ハンドアウトの配布）：

口腔乾燥症のメカニズムについて概説

（４）4 時限目（90 分） 

１）e-learinig：口腔乾燥症における口腔内症状（自由記載） 

２）講義：口腔乾燥症のケアー（弘中先生）

３）e-learinig：ポストテスト+解説（30 分） 

WG1：セッション4　報告
第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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セッション４：平成 26 年 4 年⽣「超⾼齢社会の到来に対応できる⻭科医師になるために 
臨床推論能⼒の修得を図る授業を構築する」 報告

ワーキンググループ２
所属： 北海道医療大学 顎顔面口腔外科 

氏名： 草野 薫 

 ワーキンググループ２では、超高齢社会の到来に対応できる歯科医師になるために臨床推論能力の修

得を図る授業を構築するという内容に関して、下記の計画を作成した。 

 事前学習課題として、各自学生が自宅で事前学習できるよう、課題提示する。 

事前学習課題の大枠では、不整脈と糖尿病高血圧合併例と１．医療面接とした。まず、医療面接では、１）

一般的な医療面接、２）主 訴、３）現病歴、４）既往歴、５）家族歴、６）現症など一般的なことを学習し、次

いで、疾患として、不整脈については、１）絶対性不整脈、２）心房細動それぞれの診断、症状、治療につ

いて、また糖尿病に関しては、１型糖尿病と 2 型糖尿病と診断、症状、治療および糖尿病の合併症と合併

症として選定した、高血圧症の診断、症状、治療も合わせて学習してもらう。 

自由課題として、２．プレテスト、３．ビデオ（３年生で使用したもの）を用い、問題点の抽出を自由記載させ、

３．正しい対応ビデオを供覧、４．VP を使った学習 20 分の後に、１）問診票提示、２）VP を用いて予診録

作成する。３）口腔内所見提示、４．不整脈と糖尿病高血圧合併例および医療面接についてリソース講義

を行う。最終的により疾患に精通する形での医療面接法について、ポストテストを行い、習熟度を確認す

ることとした。 

 今後の予定では、VP 想定問答集については、ほぼ最終ブラッシュアップを終え、WG２の全員で VP をト

ライアルで動かし、不備や修正の有無を確認する。不整脈（城先生）と糖尿病高血圧合併例（草野）につ

いての事前学習課題、プレテスト、リソース講義資料、ポストテストの各項目について、7 月をめどに完成さ

せる予定である。 

WG2：セッション4　報告第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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以下の項目に関して事前学習にて考察した内容を

160～200字で記載させる。

１）日本を含む世界各国の高齢化率を表すグラフから日本における

2025年問題とは何かを考察する。

授業前 事前学習課題 （ 10分）【ＷＧ：３】

1

WG3：セッション3報告SETP1（基礎知識の修得） ・　STEP2（臨床推論能力の養成）の授業内容報告書第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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授業Ⅰ 自由課題 （ 10分）【ＷＧ：３】

2

以下の項目に関して事前学習にて

考察した内容を160～200字で記載させる。

１）日本の年齢区分別将来人口推計を

表すグラフから日本における

2025年の高齢者の割合が

どれくらいになるか算出し考察する。

２）東京圏とその他の地域における

高齢者人口増加量と増加率を

表すグラフから大都市圏に

高齢者が集中する理由を考察する。

WG3：セッション3報告SETP1（基礎知識の修得） ・　STEP2（臨床推論能力の養成）の授業内容報告書第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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授業Ⅱ リソース講義 （ 55分）【ＷＧ：３】

3

資料 10SETP1（基礎知識の修得） ・ STEP2（臨床推論能力の養成）の授業内容報告書

以下に示すような、日本の今後の超高齢社会における医療の体系を理解させる。
年齢階級別医療費のグラフから後期高齢者の医療費が他の階級より群をぬいて高額である

ことに加え、今後高齢者が増加することが必須であり、医療費が不足する。
その結果、入院診療と外来診療では需要に対応できなくなるために、他職種が協働する連携

医療による在宅診療を拡充する必要がある。
そうした、在宅医療を必要とする高齢者に対して、口腔の疾病予防、健康の保持増進、リハビ

リテーションによりQOLの向上をめざした科学であり技術である口腔ケアが必要となる。
口腔ケアにより
①感染予防（器質的口腔ケア）
・口腔疾患の予防（う蝕､歯周病等）
・呼吸器感染の予防（誤嚥性肺炎等）

②口腔機能の維持､回復（機能的口腔ケア）
･摂食･嚥下障害の改善
･口腔内爽快感､口腔感覚の向上に伴う
食欲の増進

③全身の健康の維持･回復及び社会性の
回復（機能的口腔ケア）

･食欲増進による体力の維持･回復
･体力の維持･回復に伴うADL状況の向上
･言語の明確化及び口臭の消失等による
コミュニケーションの改善

WG3：セッション3報告
第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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授業Ⅲ まとめテスト （ 5分）【ＷＧ：３】

4

98-A-104. 我が国の平成22年度国民医療費で正しいのは
どれか。１つ選べ。
a（ ）歯科診療医療費が15%を占める。
b（ ）65歳以上の医療費が約55%を占める。
c（ ）国民所得の約30%である。
d（ ）入院医療費が約60%を占める。
e（ ）総額60兆円を超えている。

106-C-113. 近年の我が国の国民医療費で正しいのはどれか。
２つ選べ。
a（ ）減少傾向にある。
b（ ）国民所得に対する割合は20%を超えている。
c（ ）財源別では「保険料」が全体の5割を占めている。
d（ ）歯科診療医療費は国民医療費の10%を超えている。
e（ ）65歳以上における1人当たりの国民医療費は

65歳未満の約4倍である。

WG3：セッション3報告SETP1（基礎知識の修得） ・　STEP2（臨床推論能力の養成）の授業内容報告書第21回ITを活用した教育センター会議　資料4

22



授業後 復習課題 （10分）【ＷＧ：３】

5

2025年問題を例にして人口構成の変化が今後の我が国の（歯科）医療サー
ビスに及ぼす影響について空欄を埋めなさい。

受診者に占める〔 〕の割合の増加

歯科医療に対する住民のニーズに占める〔 〕の割合の増加

高齢者で発症頻度の高い〔 〕の割合の増加
一人で多くの疾患を抱えているため〔 〕の割合の増加

2025年に後期高齢者の占める割合が（ ）％を超えるため、

・地域（ ）システムも含めて（ ）（歯科）医療の
ニーズが高まる。

・（ ）を有する患者が増えるため、薬剤の副作用への理解や
（ ）患者に対する適切な対応が求められる。

・在宅医療の現場では多職種間の（ ）が必要になる。また、
在宅での看取りが増加するため、口腔機能管理の評価が重要になる。

WG3：セッション3報告SETP1（基礎知識の修得） ・　STEP2（臨床推論能力の養成）の授業内容報告書
第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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ワードファイルに以下の点についてまとめを行う。

高齢者の特徴

１）身体的特徴

２）心理的特徴

高齢者の機能的変化

１）循環器

２）呼吸機能

３）神経機能

４）排泄（腎）機能

５）運動機能

６）分泌機能

７）免疫機能

授業前 事前学習課題 （ ２０分）【ＷＧ：４ 】

1

SETP1（基礎知識の修得） ・　STEP2（臨床推論能力の養成）の授業内容報告書 WG4：セッション3報告第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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学生に考えさせる授業の内容（採点はしない）

機能低下の程度が異なる高齢者が登場する動画を閲覧し、高齢者の身体的・心理的特徴に
ついて自由に記載をする。

演習 ビデオを見て、高齢者の身体的・心理的特徴について箇条書きで述べなさい.

授業Ⅰ 自由課題 （１５分）【ＷＧ：４】

2

SETP1（基礎知識の修得） ・　STEP2（臨床推論能力の養成）の授業内容報告書 WG4：セッション3報告第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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授業Ⅱ リソース講義 （５０分）【ＷＧ：４】

3

高齢者の身体的・心理的特徴についてのリソース講義を以下の図表を用いて解説する。

1)老年期に生じる「何かの喪失」
(1) 心身の健康の喪失
日常生活の自立の喪失
経済基盤
社会的つながり
生きる目的
(2) 経済的基盤の喪失
定年退職や家業からの引退
(3) 社会的つながりの喪失
配偶者や友人の喪失
仕事や社会的役割からの引退
(4) 生きる目的の喪失
家族や会社のために働く、立身出世など目的の喪失
2)脳の老化による精神機能の低下脳神経細胞の減数と萎縮
脳の老化→記銘力や学習能力などの精神機能の一部低下
種々の疾患→脳の老化を加速
3)社会が老いを認めない老醜：
老いを認めない社会では“老い”＝“醜い”家族の捉え方

①予備力の低下
病気にかかりやすくなる。
②内部環境の恒常性維持機能の低下
環境の変化に適応する能力が低下する。
体温調節能力の低下：外気温が高いと体温も上昇しやすい。
水・電解質バランスの異常：発熱、下痢、嘔吐などにより容易に脱水症状を起こ
す。
耐糖能の低下：血糖値を一定に維持する能力の低下。
血圧の変化：加齢とともに血圧が上昇する傾向にある。
③複数の病気や症状をもっている
治癒もするが障害が残ったり、慢性化しやすくなる。
④症状が教科書通りには表れない
診断の基準となる症状や兆候がはっきりとしなことが多い。例えば肺炎の一般
的な症状と言われる高熱・咳・白血球増多も高齢者の場合５０～６０％しかみら
れないといわれている。
⑤現疾患と関係のない合併症を起こしやすい
病気により安静・臥床が長期にわたると、関節の拘縮、褥瘡の発症、深部静脈
血栓症、尿路感染などさまざまな合併症をおこしやすくなる。
⑥感覚器機能の低下
視力障害、聴力障害などが現れる。

高齢者におこる様々な機能的低下
1)循環機能心臓のポンプ能力が低下する。活動能力も低下する。
2)神経機能反応が鈍くなる。むせやすくなる。記憶力が低下する。
3)呼吸機能肺・コンプライアンスの低下が起こる。
4)排泄機能体液調節能力が低下する。
5)運動機能活動性の低下が起こる。転びやすい。骨折がしやすい。
6)内分泌機能ホメオスタシスが低下する。
7)免疫機能抵抗力が低下する。疾病が重篤化しやすい。

SETP1（基礎知識の修得） ・　STEP2（臨床推論能力の養成）の授業内容報告書 WG4：セッション3報告第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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授業Ⅱ リソース講義【ＷＧ：４】

4

ビデオ教材のシナリオを提示し、高齢者の機能低下について気づくべきポイントを解説する。

受付 藤森さん。
患者２（じっとしたままで気づかない） ←聴覚機能の低下
受付 藤森宏子さん。
患者２（やや目を泳がせながら）はい？
受付 こんにちは。どうぞ中へお入りください。
患者２ （椅子につかまりながらゆっくり立ち上がる。姿勢はやや前かがみ。）←運動機能（バラン
ス機能）の低下
すいません、診察日一日間違えちゃったみたいで。。。。←認知機能の低下（日付・時間の認識）
受付 いいえ、大丈夫ですよ。どうぞ中にお入りください。
患者２ （杖をつきながら、歩幅は小さめで、ゆっくり歩き出し、診療室へ進む。）←運動系機能の
低下（下肢筋力低下）

SETP1（基礎知識の修得） ・　STEP2（臨床推論能力の養成）の授業内容報告書 WG4：セッション3報告
第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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機能低下の程度が異なる高齢者が登場する動画を閲覧し、高齢者の身体的・心理的特徴に
ついてキーワードとなる用語を穴埋め形式で記入する。

A: 身体機能

筋力低下

機能の低下（4文字）

器系の低下

器系の低下

B: 感覚機能

機能の低下

機能の低下

機能の低下

C: 精神的な状態

傾向

D: 口腔内の状態

歯数の減少

分泌の低下

（採点できる内容）

授業Ⅲ まとめテスト （１０分）【ＷＧ：４】

5

SETP1（基礎知識の修得） ・　STEP2（臨床推論能力の養成）の授業内容報告書 WG4：セッション3報告
第21回ITを活用した教育センター会議　資料4

28



講義と関連する過去に出題された歯科医師国家試験に取り組む。

[105Ａ‐51]
高齢者の特徴で正しいのはどれか。2つ選べ。

a 症状が非定型的である。

b 環境変化への適応性が高い。

c 治療に対する反応が鋭敏である。

d 多疾患がある。

e 運動能力の個人差が小さい。

[105Ｃ‐115]
老化による変化で正しいのはどれか。2つ選べ。

a 骨格筋量の減少

b ＲＥＭ睡眠時間増加

c血管伸展性の低下

d 収縮期血圧の低下

e 骨密度の増大

（反復学習して知識を定着）

授業後 復習課題 （１０分）【ＷＧ：４】

6

[102Ａ‐57]
老化の影響を受けにくいのはどれか。1つ選べ。
a 筋力
b 聴覚
c 反射（刺激）唾液
d 基礎代謝量
e 視覚

SETP1（基礎知識の修得） ・　STEP2（臨床推論能力の養成）の授業内容報告書 WG4：セッション3報告第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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ワードファイルに以下の点についてまとめを行う。

・高齢者によくみられる疾患

・高齢者に多い死因

授業前 事前学習課題 （２０ 分）【ＷＧ：４】

7

SETP1（基礎知識の修得） ・　STEP2（臨床推論能力の養成）の授業内容報告書 WG4：セッション3報告第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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学生に考えさせる授業の内容（採点はしない）

全身と口腔の関連に関する動画を閲覧し、以下の点について考えさせる。

１．ビデオを見て、キーワードと思われる単語を５つ書しなさい。

２．ビデオを見て、感じたところを述べなさい。

授業Ⅰ 自由課題 （ ２０分）【ＷＧ： 】

8

SETP1（基礎知識の修得） ・　STEP2（臨床推論能力の養成）の授業内容報告書 WG4：セッション3報告第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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高齢者によく見られる疾患の有病率に関する課題に取り組む。

以下の高齢者の疾患を有病率（外来）の高い順に並べなさい。

心疾患

悪性新生物

糖尿病

高血圧

脊柱障害

歯肉炎・歯周疾患

授業Ⅰ 自由課題【ＷＧ：４】

9

SETP1（基礎知識の修得） ・　STEP2（臨床推論能力の養成）の授業内容報告書 WG4：セッション3報告第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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授業Ⅱ リソース講義 （ １５分）【ＷＧ： 】

10

高齢者によく見られる疾患についてのリソース講義を以下の図表を用いて解説する。

SETP1（基礎知識の修得） ・　STEP2（臨床推論能力の養成）の授業内容報告書 WG4：セッション3報告第21回ITを活用した教育センター会議　資料4

33



高齢者によく見られる疾患の死亡率に関する課題に取り組む。

以下の死因を死亡率の高い順に並べなさい。

脳血管疾患

肺炎

心疾患

結核

悪性新生物

授業Ⅰ 自由課題 （５分）【ＷＧ：４】

11

SETP1（基礎知識の修得） ・　STEP2（臨床推論能力の養成）の授業内容報告書 WG4：セッション3報告
第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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授業Ⅱ リソース講義 （ １５分）【ＷＧ：４】

12

高齢者の死因についてのリソース講義を以下の図表を用いて解説する。

SETP1（基礎知識の修得） ・　STEP2（臨床推論能力の養成）の授業内容報告書 WG4：セッション3報告
第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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全身と口腔の関連に関する動画を閲覧し、以下の点について考えさせる。

１．ビデオを見て、キーワードと思われる単語を５つ書しなさい。

２．ビデオを見て、感じたところを述べなさい。

（採点できる内容）

授業Ⅲ まとめテスト （１５分）【ＷＧ：４】

13

SETP1（基礎知識の修得） ・　STEP2（臨床推論能力の養成）の授業内容報告書 WG4：セッション3報告
第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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（採点できる内容）

授業Ⅲ まとめテスト【ＷＧ：４】

14

高齢者によく見られる疾患の有病率に関する課題に取り組む。

以下の高齢者の疾患を有病率（外来）の高い順に並べなさい。

心疾患

悪性新生物

糖尿病

高血圧

脊柱障害

歯肉炎・歯周疾患

SETP1（基礎知識の修得） ・　STEP2（臨床推論能力の養成）の授業内容報告書 WG4：セッション3報告
第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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授業Ⅲ まとめテスト【ＷＧ：４】

15

高齢者によく見られる疾患の死亡率に関する課題に取り組む。

以下の死因を死亡率の高い順に並べなさい。

脳血管疾患

肺炎

心疾患

結核

悪性新生物

SETP1（基礎知識の修得） ・　STEP2（臨床推論能力の養成）の授業内容報告書 WG4：セッション3報告第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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講義と関連する過去に出題された歯科医師国家試験に取り組む。

[107Ａ‐29]
高齢者で介護が必要となる原因疾患で最も多いのはどれか。1つ選べ。

a 肝硬変

b 心筋梗塞

c 脳血管疾患

d 悪性腫瘍

e 糖尿病

[100Ａ‐42]
我が国で1970年以降、死亡率が減少傾向にある死因はどれか。1つ選べ。

a 脳血管疾患

b 心疾患

c 肺炎

d悪性新生物

e 自殺

（反復学習して知識を定着）

授業後 復習課題 （５分）【ＷＧ： 】

16

SETP1（基礎知識の修得） ・　STEP2（臨床推論能力の養成）の授業内容報告書 WG4：セッション3報告
第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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講義と関連する以下の課題についてまとめを行う。

１．歯科治療に注意が必要な疾患は何か。

２．脳卒中とはどういう病気か。

３．抗血栓療法を行う疾患は何か。

授業前 事前学習課題 （ 分）【ＷＧ：４】

1

SETP1（基礎知識の修得） ・　STEP2（臨床推論能力の養成）の授業内容報告書 WG4：セッション4報告
第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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学生に考えさせる授業の内容（採点はしない）

ＶＰを用いて医療面接、診断および治療方針の決定を行う。

症例の概要

年齢：7０歳

性別：男性

主訴：痛くて食べられない。

現病歴：一か月前より、食事中に痛みが出た。

既往歴：半年前に脳梗塞を発症し、１カ月入院した。高血圧症の診断も受けている。

内服薬：降圧薬、抗凝固薬

授業Ⅰ 自由課題 （ 分）【ＷＧ：４】

2

SETP1（基礎知識の修得） ・　STEP2（臨床推論能力の養成）の授業内容報告書 WG4：セッション4報告第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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学生に考えさせる授業の内容（採点はしない）

• 抜歯が必要となった症例に対し、脳外科の医師と対診を行う必要があるという設定で、照会
状の作成を行う。

授業Ⅰ 自由課題 （ 分）【ＷＧ：４】

3

SETP1（基礎知識の修得） ・　STEP2（臨床推論能力の養成）の授業内容報告書 WG4：セッション4報告
第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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• 全身疾患（慢性期脳梗塞）を持つ患者の歯科的対応方法についての解説を行う。

• 照会状の書き方についての解説を行う。

授業Ⅱ リソース講義 （ 分）【ＷＧ：４】

4

SETP1（基礎知識の修得） ・　STEP2（臨床推論能力の養成）の授業内容報告書 WG4：セッション4報告第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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• 学生が理解すべき一般的な知識と、歯科治療を行う上で注意する点に関する穴埋め問題
を設定する。

（採点できる内容）

授業Ⅲ まとめテスト （ 分）【ＷＧ：４】

5

SETP1（基礎知識の修得） ・　STEP2（臨床推論能力の養成）の授業内容報告書 WG4：セッション4報告
第21回ITを活用した教育センター会議　資料4

44



• 講義と関連する過去に出題された国家試験問題に取り組む。

（反復学習して知識を定着）

授業後 復習課題 （ 分）【ＷＧ：４】

6

SETP1（基礎知識の修得） ・　STEP2（臨床推論能力の養成）の授業内容報告書 WG4：セッション4報告
第21回ITを活用した教育センター会議　資料4
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2014/7/17

1

VP利用授業の準備

2014-07-15
株式会社ピコラボ

授業実施に向けて

1. 症例の完成度向上
I. 医療面接の対話精度向上
II. 口腔内外の診察・検査(PE)の整備
III. 最後の選択部分(FC)の整備

2. 授業の実施準備
I. 教職員の管理用アカウントの作成 (初回のみ)
II. 学生情報の登録 (年度に1回)
III. 学習課題の試用と動作確認
IV. 学習課題への学生の割り当て
V. 配布資料の準備

3. トライアル / オリエンテーションの実施

2連携事業 会議資料2014-07-15

第21回ITを活用した教育センター会議　資料5
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2014/7/17

2

1. 症例の完成度向上に向けた作業
（WS資料より抜粋，詳細は割愛）

I. 医療面接(MI)の対話精度の向上

II. 口腔内外の診察・検査(PE)の整備
i. 症例写真の充実化

ii. 診察・検査項目の整理や検査結果の確認 (WG1の
み)

III. 最後の選択部分(FC)の整備 (WG1 のみ)
i. 追加検査の選択肢やフィードバック(FB)の準備

ii. 追加検査の画像素材の収集

iii. 診断・治療の選択肢やフィードバックの準備

IV. 配布資料の検討

3連携事業 会議資料2014-07-15

WS時点での進捗状況

• WG1: 完成度 50%
• WG2: 完成度 50% (2症例とも)
• WG3: 完成度 30%
• WG4: 完成度 80%

2014-07-15 連携事業 会議資料 4

用途 患者名 年齢 キャラクタ 主訴 全身疾患等

連携事業 [WG1]
【シェーグレン症候群】

60 年配女性 口が渇くのです。 甲状腺疾患

連携事業 [WG2]
【糖尿病】

?? 年配男性 左下奥の歯がぐらぐらして痛いです。 糖尿病

連携事業 [WG2]
【不整脈】

67 年配男性 左下の奥歯が噛むと痛いので治療して欲し
いです。

不整脈（心房細動）

連携事業 [WG3]
【退院前歯科室】

?? 年配？性 入れ歯の調子が悪いのです。 脳梗塞

連携事業 [WG4] 山田一郎 70 年配男性 痛くて噛めません。 脳梗塞、高血圧

第21回ITを活用した教育センター会議　資料5

47



2014/7/17

3

WS後の進捗

• WG1
– 鎌谷先生に下記の情報をご提供

• WSの際の対話履歴
• 症例作成用管理アカウント
• 管理アカウントによる対話履歴の確認方法

• WG2
– 草野先生から対話の修正依頼を受領

• WG3
– 特になし

• WG4
– 特になし

2014-07-15 連携事業 会議資料 5

直近の連携事業症例の利用予定

• 8月29日
– 北海道医療大学 VP利用講義 (WG4 症例)

• 9月30日
– 昭和大学 初回講義

• 10月2日
– 岩手医科大学 初回講義

2014-07-15 連携事業 会議資料 6
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各WGのVP担当の先生方へ

• 症例の試用について
– WSの際の試用アカウントは現在も有効です
– 各症例はいつでも利用可能です

• 対話履歴等の確認について
– 管理用アカウントをご提供いたしますので弊社宛

にご連絡ください

• 修正した症例の導入について
– ご連絡いただいてから導入までに数日程度かかり

ます
– 他の準備もありますので利用予定日の1か月前に

は完成させてください

2014-07-15 連携事業 会議資料 7

2. 授業実施の準備

I. 教職員の管理用アカウントの作成 (初回
のみ)

II. 学生情報の登録 (年度に1回)
III. 学習課題の作成と動作確認

IV.学習課題への学生の割り当て

V. 配布資料の準備

2014-07-15 連携事業 会議資料 8
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I. 教職員の管理用アカウントの
作成

• 授業を担当される先生や事務職員の方用に大学
別の管理用アカウントを作成します

– 症例作成用の管理アカウントとは別のアカウントに
なります

• 管理用アカウントでできること
– 各大学の学生の登録

– 学習課題の設定

– 学生の履修履歴や成績の確認

– 対話内容の確認（事後の確認，リアルタイムでの確
認）

• アカウントが必要な方の情報をご連絡ください

2014-07-15 連携事業 会議資料 9

II. 学生情報の登録

• VPシステムの学生のログインアカウント
を登録します

– Excel でデータを作成して流し込みます

– 登録作業は管理用アカウントで行います

– 登録方法はお問い合わせください

• 先生方がお試し利用するためのアカウン
トの作成も推奨します

– 管理用アカウントではVP症例の試用はでき
ません

2014-07-15 連携事業 会議資料 10
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III. 学習課題の作成と動作確認

• 学習課題とは
– 授業名や利用期間，授業名，症例（複数可）などを

設定したもの

– 学習課題の症例に学生を割り当てることで，症例の
履修が可能となる

– 授業の課題（事前学習や授業中の課題など）ごとに
学習課題を作成することを推奨

• 事前に練習用症例を用いた学習課題を作成し，
動作確認をしておくことをお勧めします

– 授業実施日（事前学習の場合は課題の指示をする
日）の10日前までに動作確認を完了させておいてく
ださい

– 症例を最後まで通して履修しておいてください

2014-07-15 連携事業 会議資料 11

VI. 学習課題への学生の割り当て

• 学習課題の動作確認が終わったら，履修
学生を割り当てます

– まず履修期間を再設定します

– 続いて症例ごとに履修学生を割り当てます

• 学生の割り当ては管理用アカウントで対
応可能です

– 操作方法はお問い合わせください

– 授業の3日前までに終了させてください

2014-07-15 連携事業 会議資料 12
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V. 配布資料の準備

• VP履修時に問診票を配布
– 症例のポイントの整理や，聞くべき質問の誘
導などに非常に有効

– 症例と直接的には関係ない個所を記入した問
診票を配布すれば時間を節約できる

• 各大学の問診票をひな型に，一部記入
等したものを作成
– 人数分印刷し学生に配布

• 当日までに作成

2014-07-15 連携事業 会議資料 13

各大学の準備状況

• 北海道医療大
– 教職員の管理アカウント: 作成済み

– 学習課題の試用: 練習用症例について実施

– 学生の登録: 登録済み

– 学習課題への学生の割り当て: 練習用症例につい
て実施

• 岩手医科大学
– 未実施

• 昭和大学
– 未実施

2014-07-15 連携事業 会議資料 14
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3. トライアル / オリエンテーショ
ンの実施

• オリエンテーション
– VPシステムの操作方法等の説明

• 説明用や練習用の学習課題を課することも可能

• トライアル
– 授業時間内での利用の試行

• 学生全員による同時利用の可否の確認

• 良く起きるトラブルなどの把握

• 学生のPC等のセットアップ状況の確認

• いずれの場合も連携事業症例以外の症例を利用
することになります

– 昭和大学の症例が利用可能ですのでご連絡下さい

2014-07-15 連携事業 会議資料 15

各大学の実施予定

• 北海道医療大学
– 7/11 オリエンテーション

• 実施済み

• 岩手医科大学
– 9/12 オリエンテーション

– 9/25トライアル

• 昭和大学
– 9/2 オリエンテーション

– 9/18 トライアル

2014-07-15 連携事業 会議資料 16
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大学連携ｅラーニングコンテンツの管理について（案） 
2013 年 12 月 9 日 

金沢電子出版株式会社 
 

 本大学連携事業で開発するコンテンツに関して，コンテンツ自体の継続した
改善に加えて，授業での利用法の改善も念頭においた運用管理が必要であると
思われる． 
 コンテンツ制作と授業コース制作の分離，授業実施からのフィードバックと
改修履歴の管理，授業実施方法などの知見の保存，などがポイントだと考える． 
 
1. マスターコンテンツ 
(ア) マスターコンテンツは，共有サイト (pool13-moodle) にて昭和大教育

センターが制作管理する． 
(イ) マスターコンテンツの改修は，各WGの指示承認の下でおこなう． 
(ウ) マスターコンテンツの改修は，決められたタイミング（年度ごと？）
でフィックスし保存する．以後の改修や改訂版は，新たなコンテンツ
として開発する． 

(エ) さまざまな条件下での利用を念頭に，コンテンツをできるだけ細分化
し，機能を失わない最小構成で管理する． 

2. 授業用コース 
(ア) 授業用コースは，各大学サイト (iw13-moodle, hm13-moodle, 
dent13-moodle) にて各大学で制作管理する． 

(イ) 各大学では，必要なマスターコンテンツの提供を受けて，授業用コー
スを制作する． 

(ウ) 用途に合わせて，コンテンツの取捨選択や改変，独自コンテンツの追
加をおこなう． 

(エ) コースの設定やコンテンツ設定は，授業時の運用法に合わせて各大学
でおこなう． 

(オ) 授業実施後に，受講生情報を除いたコースデータを共有サイトに提出
する． 

3. 授業実施後の報告事項 
(ア) マスターコースの改変（内容，設定） 
(イ) コース設定および運用方法 
(ウ) 事前学習や事後学習の有無および内容 
(エ) 対象となる学生レベルや授業時間数，実施時期などとのマッチング 
(オ) 授業実施する教員や授業支援する補助員の能力 

4. 補足 
(ア) 各大学での運用に必要なマニュアル類（コース制作，ユーザー登録等）
を作成する． 

(イ) 各大学から要請を受けた際には，教育センターが協力する． 
(ウ) 教育センターからの要請を受けた際には，業者（金沢電子出版，ピコ
ラボなど）は可能な限り協力する． 
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