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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 29 回 IT を活用した教育センター会議 議事録 

【日 時】平成 27年 4月 21日 (火), 13：00 ～14：40 

【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 

【出席予定者】城教授、内金崎事務員（岩手医科大学）、越野教授、豊下講師 

（北海道医療大学）美島教授、弘中教授、片岡教授、青木課長、宮崎事務員（学務）、

松原課長（財務）、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 ――――――――――――― 

報告事項 

1. 第 28回 ITを活用した教育センター会議議事録（承認）（資料 1） 

2. 第１回外部評価委員会議事録を確認した（資料 2） 

3. 平成 27 年度３連携大学のシラバスと臨床実習スケジュールを確認した（資料 3） 

ユニット名と IT を活用した授業以外の関連する講義の追加を依頼した。締切：5/1（金）迄 

4. ポートフォリオ（D3-D5）の準備、実施状況の報告があった（資料 4） 

ピコラボより岩手医科大学へ電子ポートフォリオについて提案することになった。 

北海道医療大学：3 年生 リハビリテーション科学概論 

5 年生 高齢者歯科学, 臨床実習Ⅰ 

5. 5年生復習用ライブラリの準備状況について報告があった（資料 5） 

1） WG1：安原先生が担当。ライブラリはほぼ完成している。VP対応中。 

2） WG2：2症例作成。糖尿病は完成。不整脈は作成途中のため至急対応する。 

3） WG3：市販 VTRを利用しているため、アップロードができないため、ビデオを取りなおす。 

本年度は病棟ビデオを撮影する予定。 

4） WG4:教材のアップロードは完了している。次回 WSで意見を聞いて修正する。 

6. 第 34回歯科医学教育学会抄録について（資料 6） 

４題の演題を登録済。この演題をもとにして公開シンポジウムの演題にする。 

7. 第 1回公開シンポジウムの準備状況 

 ポスター郵送状況・・・昭和大学学事部より 4月末までに郵送を完了する予定。 

 パンフ（抄録集）を準備中。近日中にメールで配信後、印刷する。 

8. 「大学間連携共同教育推進事業」中間評価進捗状況ヒアリングについて 

4/14（火） 片岡、越野、美島、青木、松原 

  結果が届き次第報告する。 
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検討事項 

1. 5年生（Step3）に対する教育プログラムについて 

1） 5年生用 IT 教材 症例ベースの学習教材を作成する。 

2） 地域医療についてビデオを活用した臨床的な教材 

3） 総合的な教材を作成（例：脳梗塞で口腔乾燥あり） 

（1） 口腔乾燥症・・・WG1：WS前に熊谷先生へ依頼し、進行する 

（2） 基礎疾患を有する患者の診療・・・前回 WSで話し合った内容のため、このまま

進めていく。 

（3） 地域医療（急性期）・・・ビデオを使ったケースを予定している。 

（4） 地域医療（回復期）・・・ビデオをベースに各グル―プの出発点となるシナリオ

を作成する。次回 WS 時、各班で議論できるよう入口部分を準備する。 

2. 統一した問診票等を用いた VP 教材の改善について（資料 7-1,7-2）締切：5/1（金）迄にピ

コラボへ連絡。 

3. 第 2 回公開シンポジウム 歯科医師会の先生が出やすい日程で城先生が調整中。可能であれ

ば歯科医師会館を利用する。城先生に日程案期日をいくつかいただく  

4. 第 7回 ITを活用した教育センターWSの進行案、ポスターについて確認した（資料 8） 

セッション 3 は地域医療実習について歯科医師会より提言していただき、教員が答えを考え

るかたちで進める。タイトルとサブタイトルを再考する。WG3 の取組に認知症を追加するこ

とになった。 

5. 担当教員の e-ラーニングアンケート案と実施について （資料 9）締切：5/1（金）迄に確認。 

6. 共通試験の実施については 5年生で実施する。実施時期はなるべく合わせて検討する。 

北海道医療大学は定期試験形式でなく既存科目の試験に組み込んで実施する。 

 プレテスト・ポストテスト 

 中間テスト 

 定期テスト 

7. 本取組の到達目標 （資料 10）締切：5/1（金）迄に SBOｓと GIOを確認。 

8. 到達目標毎の試験問題を作成する（承認） 

第 6回到達度評価委員会日程：5月 8 日(金）11時～12時 

 

その他 

学生間の交流について次回 WSで討議する。たたき台の検討を依頼した。 

 

次回 第 30回 IT を活用した教育センター拡大会議（第７回 WS予演会）：5/19（火）13時～ 

 

 

以上 
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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 28 回 IT を活用した教育センター会議 議事録 

【日 時】平成 27 年 3 月 10 日 (火), 10:00 ～11：40 

【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 

【出席予定者】城教授、内金崎事務員（岩手医科大学）、越野教授、豊下講師、西村様、歳桃

様（北海道医療大学）美島教授、内海講師、片岡教授、宮崎事務員、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 ――――――――――――― 

報告事項 

1. 第 27 回 IT を活用した教育センター会議議事録（承認）（資料 1）

2. 中間報告提出書類（承認）（資料 2）

3. ポートフォリオ（D3-D5）について報告があった（資料 3）

岩手医科大学はワードファイルをメールで回収する。北海道医療大学は moodle 上でワードフ

ァイルを回収する。昭和大学は 4月より電子ポートフォリオ上で使用する。

4. 平成 27 年度調書（承認）（資料 4）

5. 3/11 教育講演会について説明があった（資料 5）

6. シラバスについて説明があった（資料 6）

1） 昭和大学 3年生「口腔医学とチーム医療Ⅰ」

2） 昭和大学 4年生「口腔医学とチーム医療Ⅱ」

北海道医療大学と岩手医科大学はシラバスが確定次第送付を依頼した。

検討事項 

1. 実習機器は６台を各大学２台ずつ所有する。岩手医科大学より普通便で送付することになっ

た。送料は文科資金より支払う。消耗品は各大学で負担する。

2. 第 1 回公開シンポジウム案と案内状送付先が承認された（資料 7）

3. 第 2 回公開シンポジウム 日程についてはメールで打合せを行う。会場は岩手県歯科医師会

館 8020 ホール（盛岡）を予定。

4. D5 用教材について

ポートフォリオの活用について準備・実施状況の報告を依頼した。

D4,D5（Step2,3）VP 教材と一緒に用いる「問診票」「予診表」について確認した。（資料 8）

ピコラボに VP の進捗管理を依頼した。

復習用ライブラリー教材（e-ラーニング、VP）の進捗状況について報告を依頼した（資料 9） 

D5(Step3)臨床実習で活用する VP、e-ラーニングを組み合わせた診断・治療計画の作成を含

む教材の作成について確認した。

資料1：第28回ITを活用した教育センター会議議事録
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5. 教育効果の評価の内容について説明があった。

1） 授業アンケート案

2） 共通試験

(1) 共通試験の作成 

(2) 共通試験の実施 

① プレ・ポストテスト（授業中）

② 中間テスト（授業後）

③ 定期テスト（5年生）

3） ポートフォリオの質的評価（資料 10） 

4） IT 教材へのアクセス時間 

(1) e-ラーニング 

(2) VP 

5） 自己学習時間・・・アンケートに入れる（資料 11） 

6. 第 34 回歯科医学教育学会における発表について抄録の作成と発表者の選定を依頼した。

1） 取組の概要と成果について

2） 各大学における取組と成果について

7. 第 47 回医学教育学会における発表について依頼した。

その他 

次回開催日について 

第 29 回 IT を活用した教育センター会議・・・4 月 21 日（火）13 時～ 

以上 

資料1：第28回ITを活用した教育センター会議議事録
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１. ＶＰの開発、活用、改良
２.  電子ポートフォリオの開発、活用、改良と評価方法の確立
３.  e－learning の開発、活用、改良
４.  超高齢社会に対応する IT を活用した歯学教育プログラムの開発
５.  教育目標の到達度の評価
６.  IT を活用した歯学教育プログラムの実施と改良
７.  取組の成果の発表、公開、意見聴取
８.  報告書の作成

共同実施組織図

教育センターの業務教育センターの業務

１. 学　長
２. 学部長

教育プログラム検討委員会
１. 各大学の取組担当者

２. 歯科医師会担当者

３. 事務担当者

越野  寿（北海道医療大学）

小林  伶（北海道医療大学）

河野  崇志（北海道歯科医師会）
三善  潤（岩手県歯科医師会）

石原  智彦（目黒区歯科医師会）

城  茂治（岩手医科大学）

内金崎  智（岩手医科大学）

井上  拓也（岩手医科大学）

片岡  竜太（昭和大学）

松原  友和（昭和大学）

青木  和人（昭和大学）

到達度評価委員会
１. 各大学の教育委員長等

２. 歯科医師会担当者

３. 事務担当者

坂倉  康則（北海道医療大学）

西村  丈裕（北海道医療大学）

天野  大助（札幌歯科医師会）

橋場  友幹（盛岡市歯科医師会）

下山  忠明（大森歯科医師会）

木村  重信（岩手医科大学）

近藤  敬（岩手医科大学）

佐藤  裕二（昭和大学）

須郷  広子（昭和大学）

４. 他大学の外部評価委員
大西  弘高（東京大学）

ラウール  ブルーヘルマンス（東京医科大学）

資料2：第1回外部評価委員会議事録
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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１回 外部評価委員会議事録 

【日 時】平成 27 年 3 月 27 日 (金), 15:00 ～16:50 

【場 所】昭和大学：1号館 505 号室 

【出席予定者】大西弘高先生(東京大学)、ブルーヘルマンス先生(東京医科大学)片岡教授、須郷課長 

――――――――――――― 議 事 内 容 ――――――――――――― 

１．取組の概要とその成果の説明 

3 年目までの取組の概要とアンケートなどの結果の説明      (資料 1)  

２．外部評価委員からの質問内容 

１）なぜ IT を活用するのか？その利点は？ 

 ・「いつでも」「どこでも」の特性を活かして、3 大学と関連歯科医師会が連携して「IT 教材」

を作成すると、3つの大学がその教材を活用して授業を実施する事ができる。 

・IT 教材を活用した反転学習を実施する事により、能動的な学習を促進できる。 

２）3大学が連携するメリットは？ 

・教員側には緊張感、刺激、達成感などメリットがあるが、学生にメリットがあるか？ 

３）授業アンケート、ポートフォリオ、IT 教材へのアクセス時間、事業終了後の対応などに関

する質問があった。 

３．討議および改善案 

 １）3大学および関連歯科医師会が連携したプロジェクトで、かつ IT を活用しているので、さ

らに 3大学の学生間のコミュニケーションを IT を活用して活性化を図る。 

２）「大学教員」「歯科医師会」「学生」の 3 者のコミュニケーションを IT を活用して活性化す

る。 

 ３）IT を活用した授業を受けた学生達の感想、意見、改善要求などをインタビューを通じて収

集して、授業の改善を図る。 

資料2：第1回外部評価委員会議事録
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平成27年度シラバス　北海道医療大学

3年生　3年生　STEP１

日付
授業（回）
（80分）

時限 学習項目 到達目標 担当

4月2日 授業１ 2 全身がわかる歯科医師がなぜ必要か
全身がわかる歯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）
豊下祥史（咬合再建補綴学）

7月2日 授業２ 2 超高齢社会と歯科医療
１．超高齢社会について説明できる。
２．超高齢社会と歯科医療について概説できる。
３．超高齢社会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）

7月9日 授業３ 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（咬合再建補綴学）

7月16日 授業４ 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（臨床病理学）
長澤敏行教授（臨床教育管理運営）

7月23日 授業５ 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（咬合再建補綴学）

4年生　4年生　STEP２

日付
授業
（回）

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（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（咬合再建補綴学）

授業３ 1

授業４ 2

8月28日

9月18日
チーム医療における歯科医師の役割
（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理解する。

越野寿教授（咬合再建補綴学）
豊下祥史（咬合再建補綴学）

資料3:平成27年度シラバスと臨床実習スケジュール
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(ユニット名　　　　　　　　　　　　)

(ユニット名　　　　　　　　　　　　)



社社会と歯科医療・チーム医療（（大大学間間連連携 IIT 教教育）（33 年年） 

コーディネーター：口腔顎顔面再建学講座（歯科麻酔学分野） 城 茂治教授

第 3学年 後期 講義 演習 

後期 9.0 時間 1.5 時間 

一般目標（講義）

 我が国では超高齢社会の到来により、様々な基礎疾患を有する患者が、歯科を受診する率が高まっている。

また一般医科病棟でも、当該の病気に加えて、口腔機能管理の重要性が増している。さらに、介護が必要な

高齢者の増加と共に呼吸器感染症の予防や摂食嚥下機能の維持・回復のための口腔ケア等の重要性が高まっ

ている。

 そこで、医療の仕組みと高齢者に多くみられる全身疾患、口腔症状および多職種連携のチーム医療を理解

し、口腔症状への対応の基本を E-Learning（三大学連携 IT 教育システム）を通して身につけることにより、

国民の健康に貢献できるオーラルフィジシャン（口腔科医）に到達する。 

講義日程

月 日 担当者
ユニット名

一般目標
到達目標

9 月 28 日（月） 

4 限 

城茂治教授 

(歯科麻酔学分野) 

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. IT システムに接続できる。

3. IT システムを利用できる。

4. PC を用いて必要な情報を得る。

5. 電子ポートフォリオを作成する。

10 月 7日（水） 

1 限 

岸 光男准教授 

(予防歯科学分野) 

高齢社会と歯科医療１ 

日本の将来人口推計等

から今後の日本の医

療・歯科医療体系を考

える。

1. 高齢化社会について説明する。

2. 高齢化社会と歯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。

10 月 7日（水） 

2 限 

藤村朗教授 

(機能形態学分野) 

須和部京介助教 

(歯周療法学分野) 

高齢化会とチーム医療

１ 

脳梗塞を合併した歯科

患者を通して医療・歯

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・歯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。

平成27年度シラバス　岩手医科大学

3年生　3年生　STEP１

資料3:平成27年度シラバスと臨床実習スケジュール
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平成27年度シラバス　岩手医科大学
3年生　3年生　STEP１

10 月 8 日（木） 

2 限 

城 茂治教授 

(歯科麻酔学分野） 

近藤尚知教授 

（補綴・インプラ

ント学講座） 

高齢社会と歯科医療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。

11 月 4日（水） 

1 限 

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) 

高齢者の口腔疾患 

解剖・生理学的知識を

再確認し、高齢者に多

く見られる口腔疾患

（特に口腔乾燥症）に

関する知識を習得す

る。

1. 唾液の分泌に影響を与える因子につい

て理解する。

2. 高齢者の口腔乾燥症による諸症状を理

解する。

3. 口腔乾燥症と誤嚥性肺炎との関連性に

ついて理解する。

4. 嚥下機能測定、および咬合力測定を理解

する。

11 月 5日（木） 

1 限 

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） 

高齢者の口腔疾患 

高齢者の口腔乾燥症を

理解することで、その

原因、口腔内所見およ

び検査法に関する知識

を習得する。

1. 口腔乾燥症の発症メカニズムを理解す

る。

2. 口腔乾燥症と基礎疾患との関連につい

て理解する。

3. 口腔乾燥症の口腔内所見について理解

する。

4. 唾液分泌能測定、口腔乾燥度測定につい

て理解する。

11 月 5日（木） 

2 限 

城 茂治 教授 自主学習

（出席確認なし）

成績評価方法

レポート（60％） ポートフォリオ・E-Learning（40％） 

オフィスアワー 

氏 名 方式 曜日 時間帯 備 考

城 茂治 B-i 月〜金 随時 不在の時は教室員に伝言のこと。メールも可。

近藤尚知 B-i 月〜金 随時 不在の時は教室員に伝言のこと。メールも可。

資料3:平成27年度シラバスと臨床実習スケジュール
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平成27年度シラバス　岩手医科大学

4年生　4年生　STEP２

社会と歯科医療・チーム医療（（大学間間連携 IIT 教育）（44 年） 

コーディネーター：口腔顎顔面再建学講座（歯科麻酔学分野） 城 茂治教授

第 4学年 通年 講義 演習 

後期 7.5 時間 4.5 時間 

一般目標（講義）

 我が国では超高齢社会の到来により、様々な基礎疾患を有する患者が、歯科を受診する率が高まっている。

また一般医科病棟でも、当該の病気に加えて、口腔機能管理の重要性が増している。さらに、介護が必要な

高齢者の増加と共に呼吸器感染症の予防や摂食嚥下機能の維持・回復のための口腔ケア等の重要性が高まっ

ている。

 そこで、医療の仕組みと高齢者に多くみられる全身疾患、口腔症状および多職種連携のチーム医療を理解

し、口腔症状への対応の基本を E-Learning（三大学連携 IT 教育システム）を通して身につけることにより、

国民の健康に貢献できるオーラルフィジシャン（口腔科医）に到達する。 

講義日程

月 日 担当者
ユニット名

一般目標
到達目標

9 月 11 日（金） 

4 限 

城 茂治 教授 

(歯科麻酔学分野) 

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. IT システムに接続できる。

3. IT システムを利用できる。

4. PC を用いて必要な情報を得る。

5. 電子ポートフォリオを作成する。

9 月 25 日（金） 

4 限 

藤村 朗 教授 

(機能形態学分野) 

須和部京介 助教 

(歯周療法学分野) 

高齢社会とチーム医療

１ 

脳梗塞などの疾患で入

院した高齢者に対する

チーム医療での歯科の

関わりについて学び、

急性期の歯科医師の役

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・歯科の連携

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。

10 月 2日（金） 

1 限 

藤村 朗 教授 

(機能形態学分野) 

須和部京介 助教 

(歯周療法学分野) 

高齢社会とチーム医療

２ 

脳梗塞などの疾患を合

併した高齢者に対する

1. 脳卒中の慢性期症状と全身および口腔

の機能について説明する。

2. 回復期のチーム医療体制を説明する。

3. 医療・歯科医療の連携と在宅におけるチ

ーム医療の基本を説明する。

資料3:平成27年度シラバスと臨床実習スケジュール
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平成27年度シラバス　岩手医科大学

4年生　4年生　STEP２

10 月 2 日（金） 

2 限 

城 茂治 教授 自主学習

（出席確認なし）

10 月 6日（火） 

3 限 

城 茂治 教授 

(歯科麻酔学分野） 

近藤尚知 教授 

（補綴・インプラ

ント学講座） 

高齢社会と歯科医療１ 

高齢者で多く見られる

基礎的疾患を理解し、

歯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歯科治療中

の注意点を列挙する。

5. 高血圧症を合併する高齢者の歯科治療

中の注意点を列挙する。

10 月 6日（火） 

4 限 

城 茂治教授 

(歯科麻酔学分野） 

近藤尚知教授 

（補綴・インプラ

ント学講座） 

高齢社会と歯科医療２ 

高齢者で多く見られる

基礎的疾患を理解し、

歯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歯科治療

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歯科治療中の

注意点を列挙する。

10 月 8日（木） 

4 限 

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) 

高齢者の口腔疾患１ 

口腔乾燥症の原因につ

いて理解することで、

口腔乾燥を訴える患者

に対する適切な医療面

接法を習得する。

1. 口腔乾燥を訴える患者の医療面接の要

点を理解する。

2. 口腔乾燥を訴える患者の診断について

理解する。

3. 口腔乾燥症と基礎疾患との関連につい

て理解する。

4. 口腔乾燥症の診断基準を理解する。

5. 口腔乾燥症の治療法を理解する。

10 月 9日（金） 

4 限 

城 茂治 教授 自主学習

（出席確認なし）

10 月 15 日（木） 

3,4 限 

岸 光男 准教授 

(予防歯科学分野) 

小林琢也 講師 

熊谷章子助教 

高齢者の口腔疾患２ 

口腔乾燥症の口腔診査

法と検査に関する知

識、技術、態度を習得

し実践できる。

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。

成績評価方法

レポート（60％） ポートフォリオ・E-Learning（40％） 

オフィスアワー 

氏 名 方式 曜日 時間帯 備 考

城 茂治 B-i 月〜金 随時 不在の時は教室員に伝言のこと。メールも可。

資料3:平成27年度シラバスと臨床実習スケジュール
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年⽉⽇ 時限 学習項⽬ 学習内容 担当

授業1 
★

1
全⾝がわかる⻭科医師がなぜ必
要か？ 

社会の⻭科医療に対するニーズの変化にともなって、何を学ぶ
べきか考える。

⽚岡 ⻯太 教授（⻭学部   ⻭学教育学）

授業2 
★

2 我が国の⾼齢社会の特徴 我が国の超⾼齢社会と医療の仕組みの変化について学習する。  弘中 祥司 教授（⻭学部   ⼝腔衛⽣学）

授業3
 ★

1 ⾼齢者の特徴
超⾼齢社会における⾼齢者の⾝体的・精神的変化について学習
する。

弘中 祥司 教授（⻭学部   ⼝腔衛⽣学）

授業4
 ★

2
脳梗塞を発症した患者から、医療の
仕組みを学ぶ（急性期）

脳梗塞を発症し、⼊院加療の後に、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（急性期）。

授業5 
★

3
脳梗塞を発症した患者から、医療の
仕組みを学ぶ（回復期）

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（回復期）。

 弘中 祥司 教授（⻭学部   ⼝腔衛⽣学）

授業6
 ★

4 ⼝腔乾燥症と疾患①

唾液の分泌メカニズムについてe-learningとリソース講義を⽤
いて学習する。
唾液分泌障害を⽣じる疾患の基本的メカニズムについて学習す
る。

美島 健⼆ 教授（⻭学部   ⼝腔病理学）
安原 理佳 助教（⻭学部   ⼝腔病理学）

授業7 
★

1
美島 健⼆ 教授（⻭学部   ⼝腔病理学）
安原 理佳 助教（⻭学部   ⼝腔病理学）

授業8 
★

2
美島 健⼆ 教授（⻭学部   ⼝腔病理学）
安原 理佳 助教（⻭学部   ⼝腔病理学）
弘中 祥司 教授（⻭学部   ⼝腔衛⽣学）

授業9
 ★

1

授業10
 ★

2

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。

【5号館5階実習室（確定）担当：望⽉】
準備打ち合わせ：6⽉〜7⽉を予定。

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

平成27年
10⽉6⽇(⽕)

平成27年
10⽉13⽇(⽕)

⼝腔乾燥症と疾患②

e-learningを⽤いて唾液分泌障害を⽣じる疾患症例の臨床所⾒
について学習し、唾液分泌障害を呈する疾患についてリソース
講義を通して理解する。
⼝腔乾燥症患者の⼝腔内症状を理解し、当該患者の⼝腔ケアに
ついて学習する。

期間・内容
授業（回）
（90分）

平成27年
9⽉15⽇(⽕)

平成27年
9⽉29⽇(⽕)

平成27年度シラバス　昭和大学

3年生　3年生　STEP１

資料3:平成27年度シラバスと臨床実習スケジュール
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ユニット名：口腔医学とチーム医療Ⅰ

 弘中 祥司 教授（⻭学部   ⼝腔衛⽣学）



年⽉⽇ 時限 学習項⽬ 学習内容 担当

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 病棟における⼝腔ケア 病棟において遭遇する⻭科疾患について学習する。 弘中 祥司 教授 (⻭学部   ⼝腔衛⽣学)

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

1.⾼齢者で多く⾒られる基礎疾患を列挙する。
2.不整脈について説明する。
3.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。

⽚岡 ⻯太 教授(⻭学部   ⻭科教育推進室)

授業7 3
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)

授業8 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9 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10 4
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11 3 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12
　★　

4 中間試験 e-ラーニング中間試験(薬学含む) ⽚岡 ⻯太 教授(⻭学部   ⻭科教育推進室)

授業13
　★

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14
　★

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）

3

4

3

4

平成27年
10⽉27⽇(⽕)

平成27年
10⽉28⽇(⽔)

平成27年
11⽉4⽇(⽔)

平成27年
11⽉10⽇(⽕)

授業（回）
（90分）

期間・内容

平成27年
10⽉13⽇(⽕)

授業3,4
　★

平成27年
10⽉20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。

美島 健⼆ 教授(⻭学部   ⼝腔病理学)
安原 理佳 助教（⻭学部   ⼝腔病理学）
佐藤 裕⼆ 教授（⻭学部   ⾼齢者⻭科学）
鎌⾕ 宇明 講師（⻭学部  顎顔⾯⼝腔外科）

平成27年
10⽉21⽇(⽔)

授業
15,16

平成27年
11⽉11⽇(⽔)

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。
【5号館3階実習室（確定）担当：⽯川】
準備打ち合わせ：6⽉〜7⽉を予定。

弘中 祥司 教授（⼝腔衛⽣学）
⽯川 健太郎 講師（⼝腔衛⽣学）
内海 明美 講師（⼝腔衛⽣学）
⽯﨑 晶⼦ 助教（⼝腔衛⽣学）

授業
17,18

平成27年
11⽉18⽇(⽔)

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   薬学教育推進室)

平成27年度シラバス　昭和大学

4年生　4年生　STEP２

資料3:平成27年度シラバスと臨床実習スケジュール
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平成27年度　5年生　臨床実習スケジュール　北海道医療大学

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

班 保・補回り 週 ＊ 1 2 3 4 ＊ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ＊ 18 19 20 21 22 ＊ 23 ＊

各班５－６名 配属講座 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 お盆休み 4 4 4 4 4 4

１（水） ６（月） １３（月） ２０（月） ２７（月） ７（木） １１（月） １８（月） ２５（月） １（月） ８（月） １５（月） ２２（月） ２９（月） ６（月） １３（月） ２１（火） ２７（月） ３（月） １０（月） １７（月） ２４（月） ３１（月） ７（月） １４（月） ２４（木） ２８（月） ５（月）

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

３（金） １０（金） １７（金） ２４（金） １（金） ８（金） １５（金） ２２（金） ２９（金） ５（金） １２（金） １９（金） ２６（金） ３（金） １０（金） １７（金） ２４（金） ３１（金） ７（金） １４（金） ２１（金） ２８（金） ４（金） １１（金） １８（金） ２５（金） ２（金） ８（木）

1日登院式 24日講義日

2日講義日 20日講義日 7日講義日
25総合学力

試験Ⅰ
定期試験日

1 保存１ 保・補(ｼﾐｭ) 保・補(ｼﾐｭ) 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 矯正 矯正 麻酔 麻酔 小児 小児 放射 放射 施設実習 学外実習 口外 口外

2 保存１ 保・補(ｼﾐｭ) 保・補(ｼﾐｭ) 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 矯正 矯正 麻酔/放射 麻酔/放射 小児 小児 放射/麻酔 放射/麻酔 施設実習 学外実習 口外 口外

3 保存２ 保・補(ｼﾐｭ) 保・補(ｼﾐｭ) 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 矯正 矯正 放射 放射 小児 小児 麻酔 麻酔 施設実習 学外実習 口外 口外

4 保存２ 保・補(ｼﾐｭ) 保・補(ｼﾐｭ) 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 口外 口外 小児 小児 施設実習 学外実習 矯正 矯正 放射 放射 麻酔 麻酔

5 補綴１ 保・補(ｼﾐｭ) 保・補(ｼﾐｭ) 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 口外 口外 小児 小児 施設実習 学外実習 矯正 矯正 放射/麻酔 放射/麻酔 麻酔/放射 麻酔/放射

6 補綴２ 保・補(ｼﾐｭ) 保・補(ｼﾐｭ) 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 口外 口外 小児 小児 施設実習 学外実習 矯正 矯正 麻酔 麻酔 放射 放射

7 保存１ 小児 小児 矯正 矯正 麻酔 麻酔 放射 放射 口外 口外 施設実習 学外実習 保・補(ｼﾐｭ) 保・補(ｼﾐｭ) 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補

8 保存２ 小児 小児 矯正 矯正 麻酔/放射 麻酔/放射 放射/麻酔 放射/麻酔 口外 口外 施設実習 学外実習 保・補(ｼﾐｭ) 保・補(ｼﾐｭ) 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補

9 補綴１ 小児 小児 矯正 矯正 放射 放射 麻酔 麻酔 口外 口外 施設実習 学外実習 保・補(ｼﾐｭ) 保・補(ｼﾐｭ) 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補

10 補綴１ 口外 口外 小児 小児 施設実習 学外実習 矯正 矯正 麻酔 麻酔 放射 放射 保・補(ｼﾐｭ) 保・補(ｼﾐｭ) 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補

11 補綴２ 口外 口外 小児 小児 施設実習 学外実習 矯正 矯正 麻酔/放射 麻酔/放射 放射/麻酔 放射/麻酔 保・補(ｼﾐｭ) 保・補(ｼﾐｭ) 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補

12 補綴２ 口外 口外 小児 小児 施設実習 学外実習 矯正 矯正 放射 放射 麻酔 麻酔 保・補(ｼﾐｭ) 保・補(ｼﾐｭ) 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補

ﾘﾌﾚｸｼｮﾝ
担当分野

小児 う蝕 咬合補綴 クラブリ 歯周歯内 矯正 口外 歯周歯内 う蝕 咬合補綴 クラブリ 口外 矯正 小児 歯周歯内 う蝕 小児 クラブリ 口外 矯正 咬合補綴 歯周歯内 う蝕

金曜日　１～４講目講義：第１～４週、第５～２３週

金曜日　５講目：リフレクション

臨床検討会は６講目

薬剤学 保・補回り３班ずつ 日程は後日調整

臨床実習期間：１４か月、４８週
ローテーション内訳：保・補回り２０週（シミュレーション実習含む、歯科薬剤学含む）、大学病院５週、小児３週、矯正３週、口外４週、麻酔３週、放射２週、施設実習１週、学外実習１週、衛生１週、病理１週、基礎講義２週

H27年度５学年前期

１０月 11月 12月 1月 2月 3月

班 保・補回り 週 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ＊ ＊ 35 36 37 38 39 40 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

各班５－６名 配属講座 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 正月休み 4 4 4 4 4 4 後期試験 再試験 再試験 進級判定 春休み

１３（火） １９（月） ２６（月） ２（月） ９（月） １６（月） ２４（火） ３０（月） ７（月） １４（月） ２１（月） ２８（月） ６（水） １２（火） １８（月） ２５（月） １（月） ８（月） １５（月） ２２（月） ２９（月） ７（月） １４（月） ２１（月）

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

１６（金） ２３（金） ３０（金） ６（金） １３（金） ２０（金） ２７（金） ４（金） １１（金） １８（金） ２５（金） １（金） ８（金） １５（金） ２２（金） ２９（金） ５（金） １２（金） １９（金） ２６（金） ４（金） １１（金） １８（金） ２５（金）

講義日 15日実習日

1 保存１ 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 口外 口外 大学病院 大学病院 大学病院 麻酔 小児 矯正

朝ゼミ 保存１ 保存２ 補綴１ 補綴２ 口外１ 口外２ （口外）

2 保存１ 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 口外 口外 大学病院 大学病院 大学病院 麻酔 小児 矯正

朝ゼミ 保存１ 保存２ 補綴１ 補綴２ 口外１ 口外２ （口外）

3 保存２ 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 口外 口外 大学病院 大学病院 大学病院 麻酔 小児 矯正

朝ゼミ 保存１ 保存２ 補綴１ 補綴２ 口外１ 口外２ （口外）

4 保存２ 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 小児 矯正 口外 口外 麻酔 大学病院 大学病院 大学病院

朝ゼミ 保存１ 保存２ 補綴１ 補綴２ 口外２ 口外１ （口外）

5 補綴１ 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 小児 矯正 口外 口外 麻酔 大学病院 大学病院 大学病院

朝ゼミ 保存１ 保存２ 補綴１ 補綴２ 口外２ 口外１ （口外）

6 補綴２ 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 小児 矯正 口外 口外 麻酔 大学病院 大学病院 大学病院

朝ゼミ 保存１ 保存２ 補綴１ 補綴２ 口外２ 口外１ （口外）

7 保存１ 口外 口外 麻酔 大学病院 大学病院 大学病院 小児 矯正 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補

朝ゼミ 口外１ 口外２ （口外） 保存１ 保存２ 補綴１ 補綴２

8 保存２ 口外 口外 麻酔 大学病院 大学病院 大学病院 小児 矯正 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補

朝ゼミ 口外１ 口外２ （口外） 保存１ 保存２ 補綴１ 補綴２

9 補綴１ 口外 口外 麻酔 大学病院 大学病院 大学病院 小児 矯正 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補

朝ゼミ 口外１ 口外２ （口外） 保存１ 保存２ 補綴１ 補綴２

10 補綴１ 大学病院 大学病院 大学病院 小児 矯正 麻酔 口外 口外 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補

朝ゼミ （口外） 口外１ 口外２ 保存１ 保存２ 補綴１ 補綴２

11 補綴２ 大学病院 大学病院 大学病院 小児 矯正 麻酔 口外 口外 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補

朝ゼミ （口外） 口外１ 口外２ 保存１ 保存２ 補綴１ 補綴２

12 補綴２ 大学病院 大学病院 大学病院 小児 矯正 麻酔 口外 口外 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補 保・補

朝ゼミ （口外） 口外１ 口外２ 保存１ 保存２ 補綴１ 補綴２

ﾘﾌﾚｸｼｮﾝ
担当分野

咬合補綴 クラブリ 口外 小児 矯正 歯周歯内 う蝕 咬合補綴 小児 口外 クラブリ 矯正 歯周歯内 う蝕 咬合補綴 クラブリ 口外

金曜日１～４講目　臨床基礎学講義（２４～４０週）

金曜日５講目　リフレクション

保・補回り中に、症例検討会を各科で２回（２班ずつ、６講目）

H27年度５学年後期

19日総合学

力試験Ⅱ

12日総合学
力試験Ⅰ
再試

4日総合学力

試験Ⅱ

再試

資料3:平成27年度シラバスと臨床実習スケジュール
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平成27年度　5年生　臨床実習スケジュール　岩手医科大学
資料3:平成27年度シラバスと臨床実習スケジュール

9



平成27年度　5年生　臨床実習スケジュール　昭和大学

班名 班名
班名 班名
人数 人数
班名 班名 月 火 水 木
人数 人数 学部連携 AM/PM AM/PM AM/PM AM/PM AM PM

人数

平平成２７年度臨床実習スケジュール（１２/１０案）

8名 ９名 8名 8名 8名

A班（１～２５）２５名 B班（２６～５０）２５名 C班（５１～７５）２５名 D班（７６～９９）２４名

Da Db Dc

8名 8名 ９名 8名 8名 ９名 8名

６名

Aa Ab Ac Ba Bb Bc Ca Cb Cc

６名 ６名７名 ６名 ６名 ６名 ７名 ６名

C2 C3 C4 D1 D2 D3A4 B1 B2 B3 B4 C1

週
班名

A1 A2 A3

進級判定

3/21 進級判定（次年度臨床実習開始） 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25

3/14 進級試験追再試，i-OSCA追再試
後期試験

追再

進級試験

追再
3/16

iOSCA

追再

７名 ６名 ６名 ６名

D4

６名 ６名 ６名

3/8 3/9 iOSCA 3/113/7 進級試験・i-OSCA 進級試験

3/3 未定 3/42/29 44週 成育系総括実習 44週 44週
後期試験

追再
3/1 3/2

2/24 2/25 未定 2/262/23

2/15 2/16 2/17 2/18 未定 2/19

2/12

2/15 42週

全身管理
医療連携

口腔外科

42週 42週

41週 2/8 2/9 2/10 2/11 振替

放射 矯正

調整 41週

2/22 43週

1/25 39週
全身管理
医療連携

口腔外科
39週

1/19 1/20 1/21 未定 1/22

2/8 41週

小児

2/2 2/3 2/4 未定 2/5

1/29

2/1 40週 40週 40週

1/18 38週

放射 矯正 小児

38週 38週 1/18

1/11 1/12 1/13 1/14 振替 1/151/11 37週 調整 37週 37週

2/1

39週 1/25 1/26 1/27 1/28 未定

1/836週 1/4 1/5 1/6 1/7 未定

口腔外科
全身管理
医療連携

保存 補綴

36週

43週 43週 2/22

第
4
ク
ー

ル

12/14 12/15 12/16 12/17 未定 12/18

1/1

1/4 36週
矯正 小児 放射

12/28 12/29 12/30 12/3112/28 年末年始休暇

補綴
34週

保存
12/21 12/22 12/23 12/24 振替 12/2512/21 35週 35週

12/14 34週

11/30 32週 32週

矯正 小児 放射 口腔外科
全身管理
医療連携

12/9 12/10 未定 12/1133週 12/7 12/8

第
4
ク
ー

ル

34週

35週

11/23 31週 31週

11/18 11/19 未定 11/20

12/7 33週 成育系総括実習 33週

12/2 12/3 未定 12/4

11/17

矯正

30週

11/26 振替 11/27

小児

31週 11/23 11/24 11/25

32週 11/30 12/1

28週 11/2

11/16 30週

小児 放射

11/10 11/11 11/12 未定 11/1329週 11/9

30週 11/16

11/2 28週 28週

10/27 10/28 10/29 未定 10/3027週 10/2627週

11/9 29週

全身管理
医療連携

口腔外科

10/26 27週
口腔外科

全身管理
医療連携

26週 10/19 10/20 10/21

振替 10/16

10/19 26週 ４学部病棟実習（３３名） 26週

25週 10/12 10/13 10/14 10/15

9/21

第
３
ク
ー

ル

23週 9/28 9/29 9/30

24週 10/5 10/6 10/7 10/8 未定 10/924週

小児 放射

補綴

10/12 25週

放射

10/1 10/2

10/22 10/23

29週

11/3 11/4 11/5 振替 11/6

9/28 23週

第
３
ク
ー

ル

口腔外科
全身管理
医療連携

22週 9/21 9/22 9/23 9/24

矯正

４学部病棟実習（３３名） 調整

保存

23週

24週

25週

矯正

10/5

未定 9/18

22週 補綴 調整

21週 9/14 9/15 9/16 9/17

未定

振替 9/25

9/14 21週 成育系総括実習 21週

20週 9/7 9/8 9/9 9/10

9/1 9/28/31 19週 19週

8/26 8/27 未定 8/2818週

小児 放射 矯正

9/7 20週 9/11

8/20 未定 8/2117週 8/17 8/18 8/19

9/3 未定 9/419週 8/31

矯正 小児

全身管理
医療連携

口腔外科

17週

18週

20週

22週

8/13 8/14

8/17 17週

保存 補綴

放射

8/10 8/11 8/12

8/24 8/258/24 18週

8/10

8/3 8/4 8/5 8/6 8/7

7/13 15週
放射 矯正 小児

7/31

8/3

7/27 7/28 7/29 7/30

夏季休暇

7/15 7/16 未定 7/1715週
口腔外科

全身管理
医療連携

15週

7/22 7/23 振替 7/2416週 7/20 7/21

7/8 7/9 未定 7/1014週 7/6

7/1 7/2 未定 7/3

第
２
ク
ー

ル

12週 6/22 6/23

13週 6/29 6/30

7/7

12週

14週

7/13 7/14

6/15 6/1611週

6/29 13週 13週

6/24 6/25 未定 6/266/22

未定 6/12

6/15 11週

矯正 小児

10週 6/8 6/9 6/10 6/11

12週

第
２
ク
ー

ル

保存 補綴7/6 14週

7/27

6/18

6/1 6/2 6/3 6/4 未定 6/56/1 9週 9週 9週

5/26 5/27 5/28 未定 5/29

7週5/18 7週

小児 放射 矯正

7週

補綴 保存

全身管理
医療連携

口腔外科

6/8 10週 成育系総括実習 10週

11週

調整 ４学部病棟実習（３３名）

7/20 16週 16週

6週 5/11 5/12
小児

6週

5/25 8週 8週

5/18 5/19 5/20 5/21 未定 5/22

口腔外科
全身管理
医療連携

5/6 5/7 5/85/4 5/5

8週 5/25

5/13 5/14 未定 5/15

未定

5/4

4/28 4/29 4/30 振替 5/15週 4/275週 5週

放射 矯正

放射

4/20 4週
放射 矯正 小児

4/13 4/14 4/15 4/16 未定 4/17

4/10

4週 4/20 4/21 4/22 4/23

4/6 2週 2週

4週

5/11 6週

4/2 未定 4/3

3週口腔外科
全身管理
医療連携

矯正 小児 放射

1週

4/27

4/13 3週 3週

未定 4/24

第
１
ク
ー

ル

1週 3/30 3/31 4/1

2週 4/6 4/7

6/196/17

4/8 4/9 未定

3/26 予備実習 3/27

3/30 1週

第
１
ク
ー

ル

補綴 保存

0週 0週 3/23 3/24 3/25

９名 8名 8名 8名

3/23 0週 予備実習

開始日 週

Dc 金

8名 8名 ９名 8名 8名 ９名 8名 8名
Bc Ca Cb Cc Da Db

７名 ６名 ６名 ６名 ６名

Aa Ab Ac Ba Bb

６名 ６名 ７名 ６名 ６名 ６名
C4 D1 D2 D3 D4

６名 ６名 ６名 ７名 ６名

D班（７６～９９）２４名
A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4
A班（１～２５）２５名 B班（２６～５０）２５名 C班（５１～７５）２５名

C1 C2 C3
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 資料 4：Step3 におけるポートフォリオの準備、実施状況報告 

 

Step3 におけるポートフォリオの準備、実施状況報告 

 

【岩手医科大学】 

現在第 2 学年の歯科専門体験実習と第 5学年臨床実習中の地域医療体験実習、高次

臨床実習に電子ポートフォリを導入する予定で進めている。 

1. 歯科専門体験実習： 

9 月 4 日〜10 日までの予定。9月 3 日のオリエンテーションまでに準備を完了する

予定。 

2. 地域医療体験実習： 

9 月 7 日（月）〜11 月 27 日（金）の間に実施される予定。9 月初旬（日程未定）

のオリエンテーションまでに、準備を完了する予定。 

3. 高次臨床実習： 

平成 28 年 1 月〜3月までの間で実施。1月初旬（日程未定）のオリエンテーション

までに準備を完了する予定。 

4. 介護体験実習： 

第 5 学年で 10 月 5 日〜10 月 16 日の間で実施するが、現在担当教員と検討中。導

入する場合、10 月初旬（日程未定）のオリエンテーションまでには準備を完了す

る予定。 

 

【北海道医療大学】 

moodle を利用してポートフォリオファイルを学生にアップロードさせるような仕組

みを製作した。3年生にはすでに説明済み。5 年生についても、近々説明を予定して

いる。 

 

【昭和大学】 

4 月より開始。昭和大学付属病院（旗の台、藤が丘、北部、豊洲、烏山）における臨床

実習（ケア臨実・病歯臨実・病院口外）において、65 歳以上の患者さんを担当した際

に以下のポートフォリオを書く。（65歳以上の患者さんを担当・見学しなかった場合は、

教員に相談の上 65 歳未満の基礎疾患を有する患者さんとする） 

 

・旗の台病院：「口腔ケア／ケア臨実」 

・藤が丘病院：「連携歯科 医学部付属病院／病歯臨実」 

・烏 山 病 院：「連携歯科 医学部付属病院／病歯臨実」 

・北 部 病 院：「歯科・口腔外科／病院口外」 

・江東豊洲病院：「歯科・口腔外科／病院口外」 



H26 歯科医学教育学会（抄録・案） 

大学間連携「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」 

１．取組の概要と成果について

Training of capable dentists for ultra-aged society with ICT: Inter-University Collaborative 

Education by MEXT  Part 1.Outline of the project and its outcome 

片岡 竜太，城 茂治,  越野 寿，豊下 祥史，美島 健二，弘中 祥司，佐藤 裕二，飯

島 毅彦，菅沼 岳史，須田 玲子，北川 昇，丸岡 靖史，勝部 直人，馬場一美，マイヤ 

ース 三恵，鎌谷 宇明，宮崎 隆 1)，近藤 尚知，小林 琢也，熊谷 章子，藤村 朗，須和部 京

介，藤村 朗，野田 守，三浦 廣行 2)，入江 一元，草野 薫，吉田 光希，長澤 敏行，斎藤 隆

史 3)，乾 さやか 4) 

1) 昭和大学歯学部，2) 岩手医科大学歯学部，3) 北海道医療大学歯学部， 4) IT を活用

した教育センター事務局

超高齢社会の到来に備えて全身と関連づけて口腔を診ることができ、基礎疾患を有する患者

の歯科治療を安全に行える歯科医師を養成する事を目的とした、「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」が文科省大学間連携共同教育推進事業に採択され、3 年が

経過した。Step1（3 年生）、Step2（4 年生）において本取組で開発した IT 教材を活用して 3

連携大学で必修授業を実施している。また Step3（5 年生）で共通のポートフォリオを活用し

て臨床実習を行っている。授業前後の平均正答率を比較すると、プレテストでは 42%であった

が、ポストテストでは 91%に上昇していた。この事から授業中の理解はかなり進んでいると考

えられた。採点が可能な問題を同一学生に対して平成 25 年度 Step1 と平成 26 年度 Step2 で

使用したところ、Step1 における平均正答率 60%であったのが Step2 では 75%と上昇してい

た。電子ポートフォリオでは「今後の日本の医療・歯科医療体制」を考え、「医科歯科連携と

多職種連携の意義」「高齢者に多くみられる疾患と口腔に与える影響」、「口腔乾燥症」につい

て理解ができた。という記述が多く見られた。平成 26 年度の Step2 教材として、VP を活用

した授業を実施した。歯科的主訴を有し高血圧などの基礎疾患を有した 3 腫の VP を用いた。

血圧の確認、常用薬の確認、重篤な既往歴、他科への通院歴、基礎疾患の発症時期、基礎疾患

に対する服薬の確認の 6 項目について、VP に対する平均質問率を計測した。平均質問率はオ

リエンテーションでは 17%であったが、授業においては 60%に上昇していた。電子ポートフ

ォリオに「医療面接の流れが理解できた」「医療面接で情報を収集する方法がわかった」「医療

面接のビデオを見て、問診票を書く練習ができて良かった」などの記載があり、臨床現場を意

識した学修ができたと考えられる。以上の結果を踏まえて IT を活用した教育プログラムの改

善を図っているので報告する。
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H27 歯科医学教育学会（抄録・案） 

 

大学間連携「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」 

2．北海道医療大学の取組と成果 

Training of capable dentists for ultra-aged society with ICT: Inter-University Collaborative 

Education by MEXT  Part 2. The project and its outcome in Health Sciences University 

of Hokkaido 

 

豊下 祥史 1)，越野 寿 1)，片岡 竜太 3)，城 茂治 2)，河野 舞 1)，川西 克弥 1)，松岡 紘

史 1)，草野 薫 1)，長澤 敏行 1)，入江 一元 1)，千葉 逸朗 1)，斎藤 隆史 1)，美島健二，弘

中祥司，佐藤裕二，飯島毅彦，菅沼岳史，須田玲子，北川 昇，丸岡靖史，勝部直人，馬場一

美，マイヤース三恵，鎌谷宇明，宮崎 隆，近藤尚知，藤村 朗，小林琢也，熊谷章子，須和

部 京介，三浦廣行，乾 さやか 

 

1) 北海道医療大学歯学部， 2) 岩手医科大学歯学部，3) 昭和大学歯学部 4）IT を活用し

た教育センター 

 

 

超高齢社会の到来に備えて全身と関連づけて口腔を診ることができ、基礎疾患を有する患者

の歯科治療を安全に行える歯科医師を養成する事を目的とした、「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」が文科省大学間連携共同教育推進事業に採択され、本学歯

学部では、平成 25 年より本事業で製作した教材の導入を開始し、平成 26 年には 3 年生および

５年生において本事業で開発した IT 教材を活用して必修授業を実施している。3 年生に対し

ては Step1 として、「全身がわかる歯科医師がなぜ必要か」、「超高齢社会とチーム医療」、「口

腔乾燥症と疾患」および「超高齢社会と歯科医療」について講義を行い、主として教育管理ソ

フトである「moodle」を使用した教材を用いた。授業前後に行ったプレテスト、ポストテスト

のうち客観的な採点が可能な問題を比較すると、その正答率は 47.3％から 64.3％に上昇した。

5 年生に対しては Step2 として、「moodle」に加え、コンピューター上で医療面接、検査およ

び診断のシミュレーションを行うバーチャルペイシェントを導入し、より臨床に近い実践的な

授業を実施した。授業時間内に正しい診断まで辿りついた学生は 25.0％であった。授業後に行

ったアンケートでは、両学年ともに毎回約 70％以上の学生が興味を持って取り組むことがで

き理解しやすかったと回答した。しかしながら「事前課題」や「復習課題」に対する取り組み

についてはやや消極的な回答が見られた。また自由記載からは今後の教材や授業の改善につな

がるような回答を得ることができた。今回の授業結果を踏まえ、今後さらに改善を加えるとと

もに、Step3 として 5 年生で共通のポートフォリオを活用した臨床実習を行っていく予定であ

る。 
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H27 歯科医学教育学会（抄録・案） 

 

大学間連携「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」 

３．岩手医科大学の取組と成果 

Training of capable dentists for ultra-aged society with ICT: Inter-University Collaborative 

Education by MEXT  Part 3.The project and its outcome in Iwate Medical University 

 

城 茂治 1)，片岡竜太 2)，越野 寿 3)，近藤尚知，藤村 朗，小林琢也，熊谷章子，須和部 京

介，藤村 朗，三浦廣行 1)，豊下祥史，美島健二，弘中祥司，佐藤裕二，飯島毅彦，菅沼岳史，

須田玲子，北川 昇，丸岡靖史，勝部直人，馬場一美，マイヤース三恵，鎌谷宇明，宮崎 隆

2)，入江一元，草野 薫，吉田光希，長澤敏行，斎藤隆史 3)，乾 さやか 4) 

 

 1)  岩手医科大学歯学部，2)  昭和大学歯学部，3) 北海道医療大学歯学部， 4) IT を活

用した教育センター事務局 

 

超高齢社会の到来に備えて全身と関連づけて口腔を診ることができ、基礎疾患を有する患者

の歯科治療を安全に行える歯科医師を養成する事を目的とした、「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」が文科省大学間連携共同教育推進事業に採択され、岩手医

科大学歯学部でも連携校として平成 25 年から参加し、３年が経過した。これまで Step1（3

年生）、Step2（4 年生）において本取組で開発した IT 教材を活用して必修授業を実施してき

た。岩手医科大学では、「社会と歯科医療・チーム医療」という科目を新たに立ち上げ、Step1

（3 年生）でオリエンテーション、トライアルを含めて 90 分授業 8 コマ、Step2（4 年）で同

じく実習も含めて 10 コマで実施した。平成 27 年度では、Step3（5 年生）を新たに臨床実習

中に小グループでの実施を追加する予定である。実施後のアンケート結果では、Step1 に関し

て、25 年度は講義間で差はあったものの授業への評価は概ね良好な結果であった。しかし、

26 年度では「E-learning の設問は解答しやすかった」と「E-learning の操作は容易であった」

の評価が比較的低く、学生の本授業への慣れとともに、ITC 環境や学習コンテンツの完成度へ

の期待が大きくなったものと思われた。平成 26 年度の Step2 では、さらにその傾向が見られ

たことから継続的に自学自習に取組むようITC環境と学習コンテンツのさらなる充実を図る必

要がある。本学ではポートフォリオを活用しなかったが、これまでの E-learning、VP による

学習をStep3の臨床実習により効果的に活用するためにポートフォリオによる評価は不可欠と

考える。また、第 3学年からの本取組による経年的効果を評価し、自己活用するためにも低学

年からの電子ポートフォリオの活用を平成 27 年度からは是非取り入れていきたい。 
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H27 歯科医学教育学会（抄録・案） 

 

大学間連携「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」 

４．昭和大学の取組と成果 

Training of capable dentists for ultra-aged society with ICT: Inter-University 

Collaborative Education by MEXT  Part 4.The project and its outcome in Showa University 

 

弘中祥司 1)，片岡竜太 1) ，城 茂治 2)，越野 寿 3)，美島健二，佐藤裕二，飯島毅彦，内

海明美，菅沼岳史，須田玲子，北川 昇，丸岡靖史，勝部直人，馬場一美，マイヤース三恵，

鎌谷宇明，宮崎 隆 1)，近藤尚知，藤村 朗，小林琢也，熊谷章子，須和部 京介，三浦廣行

2)，豊下祥史，入江一元，草野 薫，吉田光希，長澤敏行，斎藤隆史 3)，乾 さやか 4) 

 

1)  昭和大学歯学部，2)  岩手医科大学歯学部，3) 北海道医療大学歯学部， 4) IT を活

用した教育センター事務局 

 

超高齢社会の到来に備えて全身と関連づけて口腔を診ることができ、基礎疾患を有する患者

の歯科治療を安全に行える歯科医師を養成する事を目的とした、「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」が文科省大学間連携共同教育推進事業に採択され、昭和大

学歯学部は主幹校として平成 25 年から実施し、これまで３年が経過した。Step1（3 年生）、

Step2（4 年生）において本取組で開発した IT 教材を活用して必修授業をこれまで実施してき

た。昭和大学では、「チーム医療と口腔医学Ⅰ・Ⅱ」という科目の中で、Step1（3 年生）でオ

リエンテーション、トライアルを含めて 90 分授業 10 コマ、Step2（4 年）で同じく実習も含め

て 10 コマで実施した。これまでの実施後アンケート結果では、Step1 に関して、25 年度は講

義間で差はあったものの授業への評価は概ね良好な結果で、比較できる学年を調査したところ

学習効果の上昇が見られた。平成 26 年度の Step2 では、一部事前学習を課す反転授業も試み

てみたが、VP の使用もあり、高い学習効果が現れた。平成 27 年度では、Step3（5 年生）を新

たに病棟での臨床実習中に実施を追加する予定である。本学ではポートフォリオを積極的に活

用しているが、これまでの E-learning、VP による学習を Step3 の臨床実習により効果的に活

用するために連結したポートフォリオによる評価は不可欠と考える。第 3学年からの本取組に

よる経年的効果を評価し、自己活用するためにも低学年からの新しい電子ポートフォリオの活

用を平成 27 年度から導入し、Step3 ではさらに Significant Event Analysis(SEA) (有意事象

分析)について本年度から導入している。本取組についても報告したい。 
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問診票 

お名前 岩手 一郎
いわて  いちろう

 

生年月日  昭和２２年 5 月 6 日    （ 67 歳）男・女  

職業  （ 会社員 ） 

住所 盛岡市中央通一丁目 3-27 

 

1. どうなさいましたか。 

   （来院の動機） 左下の奥歯が噛むと痛いので治療して欲しい。    

2. 本院を受診された事はありますか。       はい  いいえ  

3. 診療に対する希望について、保険適応外（義歯・さし歯・インプラン

トなど）を希望しますか。             はい  いいえ 

4. 過去または現在治療を受けている病気がありますか。 

                      はい  いいえ  

あればその病名に○をつけてください。  

   心臓病、高血圧、脳卒中、低血圧、リウマチ熱、関節炎、貧血、 

   肝臓病、結核、性病、腎臓病、糖尿病、自律神経失調症、神経性疾患 

   副鼻腔炎（蓄膿）、アレルギー（食物、薬剤、花粉）てんかん、ＨＩＶ 

   外傷（骨折）、骨粗鬆症、甲状腺疾患、ペースメーカー手術、移植手術等 

    その他 （ 不整脈               ） 

5. 現在、飲んでいるお薬はありますか。      はい  いいえ  

「はい」とお答えの方：薬の名前、内容等 

（ ワーファリン、メインテート、アスペノン、アアダラート、   

ディオバン、ガスター、アローゼン               ） 

6. 入院や手術をしたことがありますか。      はい  いいえ  

「はい」とお答えの方： 

 病名・手術内容（ 動悸が続き、救急車で運ばれ、入院した。  ） 

 病院名（ 岩手医科大学附属病院高次救急センター、同循環器内科 ） 

7. 輸血や血液製剤使用の経験はありますか。    はい  いいえ 

「はい」とお答えの方：時期や内容等： 

（                         ） 

8. 薬、食べ物、金属でアレルギーをおこしたことはありますか。 

                      はい  いいえ 

「はい」とお答えの方：症状、内容等 

（                           ） 
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9. 歯の麻酔注射を受けたことがありますか。    はい  いいえ  

10. 麻酔注射で具合が悪くなったことがありますか。 はい  いいえ  

「はい」とお答えの方：症状、内容等 

（  注射した後動悸がした。少ししたら良くなった。  ） 

11. 歯を抜いた事はありますか。          はい  いいえ 

「はい」とお答えの方： 

  歯を抜いた際に何か異常はありましたか。    はい  いいえ 

   「はい」とお答えの方：症状、内容等 

（    動悸、血が止まりにくかった          ） 

12. 血が止まりにくかったことがありますか。    はい  いいえ  

13. 歩いた後や階段を登った後、呼吸が苦しくなることはありますか。 

                      はい  いいえ  

「はい」とお答えの方：症状、内容等 

（ 早足で歩くと息が苦しくなることもある。少し休めば治る。 ） 

14. 足がむくむことはありますか。         はい  いいえ 

15. 動悸や胸が痛くなることはありますか。     はい  いいえ  

「はい」とお答えの方：症状、内容等 

（  時々動悸がする。 ） 

16. 女性の方のみお答えください。 

・妊娠している可能性はありますか。      はい  いいえ 

        はいと答えた方何ヶ月ですか。    ヶ月 

・授乳中ですか。               はい  いいえ  

17. 嗜好品について 

・アルコールは飲みますか。          はい  いいえ 

    はいと答えた方：量、期間について お酒 1 日 1 合位 年 

・タバコはすいますか。            はい  いいえ 

    はいと答えた方：本数、期間について    本    年  

18. 家族（血縁）の方で、現在治療を受けているものがありますか。 

                       はい  いいえ 

あればその病名に○をつけてください。  

   心臓病、高血圧、脳卒中、低血圧、リウマチ熱、関節炎、貧血、 

   肝臓病、結核、性病、腎臓病、糖尿病、自律神経失調症、神経性疾患 

   副鼻腔炎（蓄膿）、アレルギー（食物、薬剤、花粉）てんかん、ＨＩＶ 

   外傷（骨折）、骨粗鬆症、甲状腺疾患、ペースメーカー手術、移植手術等 

    その他 （                    ） 

資料7：問診票等

2



歯 科 予 診 録 
 
平成  年  月  日 

 

患者氏名 岩手 一郎
いわて  いちろう

     性別：男性  

 生年月日：昭和 22 年 1 月 10 日生 （67 歳） 職 業 会社員 

 

主 訴： 

 

現病歴： 

 

 

 

既往歴： 

 

 

 

家族歴： 

 

 

現 症： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  抜歯歴： 

  アレルギー：食物（     ）、薬物（      ） 

 

診 断： 
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問診票（WG1） 

お名前   

 

生年月日  昭和  年   月   日    （   歳） 男・女  

職業  （   ） 

住所   

 

1. どうなさいましたか。 

   （来院の動機） 口が渇く                   

2. 本院を受診された事はありますか。       はい  いいえ  

3. 診療に対する希望について、保険適応外（義歯・さし歯・インプラン

トなど）を希望しますか。             はい  いいえ 

4. 過去または現在治療を受けている病気がありますか。 

                      はい  いいえ  

あればその病名に○をつけてください。  

   心臓病、高血圧、脳卒中、低血圧、リウマチ熱、関節炎、貧血、 

   肝臓病、結核、性病、腎臓病、糖尿病、自律神経失調症、神経性疾患 

   副鼻腔炎（蓄膿）、アレルギー（食物、薬剤、花粉）てんかん、ＨＩＶ 

   外傷（骨折）、骨粗鬆症、甲状腺疾患、ペースメーカー手術、移植手術

等 

    その他 （                       ） 

5. 現在、飲んでいるお薬はありますか。      はい  いいえ  

「はい」とお答えの方：薬の名前、内容等 

（                                

                                 

6. お口の症状についてお答え下さい。 

 口の乾きが続いている（0 ・1 ・2 ・3 ）  

 水をよく飲む （0 ・1 ・2 ・3） 

 乾いた食品が食べにくい（0 ・1 ・2 ・3 ）  

 食物が飲み込みにくい （0 ・1 ・2 ・3）  

 口の中がネバネバする （0 ・1 ・2 ・3）  

 口の中がヒリヒリする （0 ・1 ・2 ・3） 

 食べ物の味がおかしい （0 ・1 ・2 ・3） 

0 ぜんぜんない 

1 たまにあるが気にな

らない 

2 いつも気になる 

3 ひどく我慢できない 
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7. 目の症状についてお答え下さい。 

 目が乾く（0  ・1 ・2 ・3）  

8. 関節の症状についてお答え下さい。 

 朝起きたときに手足がこわばる （0 ・ 1 ・ 2 ・ 3 ） 

9. 最近の生活についてお答え下さい。 

 最近ストレスがたまっている（0 ・ 1 ・ 2 ・ 3 ） 

 心配事があった （0 ・ 1 ・ 2 ・ 3 ） 

 はっきりとした原因がないのに、いろいろ不安になる （0 ・ 1 ・ 2 ・ 3 ） 
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入院患者基本情報（WG3） 

 

氏 名  生年月日   年  月  日（   歳）  

主 訴  

 

 

入院時診断 

 

 

現病歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

既往歴 

 

 

 

 

 

入院経験  無・有（                                 ）

入院時所見 

 身長：     ㎝   体重：    kg    体温：    ℃ 

 呼吸：     ／分  血圧：    ／     mmHg 

  脈拍：     ／分  整・不整   意識レベル： 

 会話： 可・ 困難 

 アレルギー（薬剤・食品等）： 無 ・ 有（                     ） 

 

食事・嗜好品 

 食欲： ある ・ ない （ 常食・ 粥 ・ 流動 ・ 絶食 ・ その他           ）

 アルコール：飲む（     ／日）・飲まない 

 タバコ：  吸う（     ／日）・吸わない・以前吸っていた （   年  月から禁煙）

家族歴 

 

 

 

 

清潔 

 入浴：    回／日  介助： 要 ・不要 

 洗髪：    回／日  介助： 要 ・不要 

 歯磨き：   回／日  介助： 要 ・不要 
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問診票(WG4) 

お名前 山田
や ま だ

 一郎
いちろう

 

生年月日  昭和 20 年  3 月  3 日 （ 70 歳）男・女 

職業 （ 無職 ） 

住所 東京都港区高輪４丁目１０−３０

1. どうなさいましたか。

（来院の動機） 痛くて噛めない。

2. 本院を受診された事はありますか。 はい  いいえ  

3. 診療に対する希望について、保険適応外（義歯・さし歯・インプラン

トなど）を希望しますか。             はい  いいえ 

4. 過去または現在治療を受けている病気がありますか。

はい  いいえ 

あればその病名に○をつけてください。  

心臓病、高血圧、脳卒中、低血圧、リウマチ熱、関節炎、貧血、 

肝臓病、結核、性病、腎臓病、糖尿病、自律神経失調症、神経性疾患 

副鼻腔炎（蓄膿）、アレルギー（食物、薬剤、花粉）てんかん、ＨＩＶ 

外傷（骨折）、骨粗鬆症、甲状腺疾患、ペースメーカー手術、移植手術

等 

その他 （ ） 

5. 現在、飲んでいるお薬はありますか。 はい  いいえ 

「はい」とお答えの方：薬の名前、内容等

（ 血をサラサラにする薬、血圧の薬

） 

6. 入院や手術をしたことがありますか。 はい  いいえ 

「はい」とお答えの方：

病名・手術内容（ 脳梗塞 ） 

病院名（ 品川病院 ） 

7. 輸血や血液製剤使用の経験はありますか。 はい  いいえ 

「はい」とお答えの方：時期や内容等： 

（ ） 

8. 薬、食べ物、金属でアレルギーをおこしたことはありますか。

はい  いいえ 
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「はい」とお答えの方：症状、内容等 

（                              ） 

9. 歯の麻酔注射を受けたことがありますか。    はい  いいえ  

10. 麻酔注射で具合が悪くなったことがありますか。 はい  いいえ  

「はい」とお答えの方：症状、内容等 

（                            ） 

11. 歯を抜いた事はありますか。          はい  いいえ 

「はい」とお答えの方： 

  歯を抜いた際に何か異常はありましたか。    はい  いいえ 

   「はい」とお答えの方：症状、内容等 

（                            ） 

12. 血が止まりにくかったことがありますか。    はい  いいえ  

13. 歩いた後や階段を登った後、呼吸が苦しくなることはありますか。 

                      はい  いいえ  

「はい」とお答えの方：症状、内容等 

（                            ） 

14. 足がむくむことはありますか。         はい  いいえ 

15. 動悸や胸が痛くなることはありますか。     はい  いいえ  

「はい」とお答えの方：症状、内容等 

（                            ） 

16. 女性の方のみお答えください。 

・妊娠している可能性はありますか。      はい  いいえ 

        はいと答えた方何ヶ月ですか。    ヶ月 

・授乳中ですか。               はい  いいえ  

17. 嗜好品について 

・アルコールは飲みますか。          はい  いいえ 

    はいと答えた方：量、期間について     位   年 

・タバコはすいますか。            はい  いいえ 

    はいと答えた方：本数、期間について    本    年  

18. 家族（血縁）の方で、現在治療を受けているものがありますか。 

                       はい  いいえ 

あればその病名に○をつけてください。  

   心臓病、高血圧、脳卒中、低血圧、リウマチ熱、関節炎、貧血、 

   肝臓病、結核、性病、腎臓病、糖尿病、自律神経失調症、神経性疾患 

   副鼻腔炎（蓄膿）、アレルギー（食物、薬剤、花粉）てんかん、ＨＩＶ 
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   外傷（骨折）、骨粗鬆症、甲状腺疾患、ペースメーカー手術、移植手術

等 

    その他 （                    ） 
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本ドキュメントの概要

問診票の共通化に向けて各症例で対応が必要な作業を整理

問診票の確認事項と変更のお願い

各WGに共通の確認事項

WGごとの確認事項
WG1

WG2

WG3

WG4
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問診票の変更のお願い

医療面接による質問箇所について
冒頭部分の下記項目についても質問して記入させますか？

•お名前，生年月日，年齢，性別，職業，住所

※住所は必要でしょうか？

項目 6. の入院と手術の経験の確認について
現在の 5 症例はいずれも「入院経験」と「手術経験」を別の質問
としているので，問診票を変更できればその方が簡単です

項目 7. 輸血・血液製剤の使用経験について
こちらは入院・手術の経験がなくても質問する項目でしょうか？

既往歴に関連する質問の順番について
現在は，医科的既往歴，歯科的既往歴，一般的既往歴の3種類に
分類されており，同じ分類の質問をまとめて質問した方がうまく
答えられます

問診票の変更案を別紙に作成しましたのでご参照ください
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各WGに共通の確認事項

質問の流れについて，問診票に沿って一通り質問を行った
後，予診録の記入のための質問を行うという流れを想定し
てよいでしょうか？

その場合，問診票は記載の内容のみについての質問をし，改めて
予診録の記入の際に関連する質問をするという流れになりますで
しょうか？

例えば，主訴については問診票で確認しますが，現病歴は問診票
を一通り確認した後，改めて主訴に関する質問を派生的に行って
いくことになりますでしょうか？

住所の確認は必要でしょうか？
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問診票の変更のお願い / WG1

下記の質問の回答をご用意ください
本院を受診されたことはありますか

輸血や血液製剤使用の経験はありますか

歩いた後や階段を上った後，呼吸が苦しくなることはありますか

足がむくむことはありますか

動悸や胸が痛くなることはありますか

授乳中ですか
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問診票の変更のお願い / WG2 - 1

下記の質問の回答をご用意ください
本院を受診されたことはありますか

輸血や血液製剤使用の経験はありますか

歯を抜いた際に何か異常はありましたか

歩いた後や階段を上った後，呼吸が苦しくなることはありますか

足がむくむことはありますか

動悸や胸が痛くなることはありますか

資料7-2：問診票の共通化に向けて -20150420（ピコラボ）
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Copyright©2004-2015, Picolab Co., Ltd. All Rights Reserved.

問診票の変更のお願い / WG2 - 2

下記の質問の回答をご用意ください
本院を受診されたことはありますか

輸血や血液製剤使用の経験はありますか

麻酔注射で具合が悪くなったことがありますか

•麻酔注射の経験の有無の回答に追記する形でよいでしょうか？

歯を抜いた際に何か異常はありましたか

足がむくむことはありますか

下記の質問について，不整脈に付随する質問を再構成して
こちらで用意してもよいでしょうか？

歩いた後や階段を上った後，呼吸が苦しくなることはありますか

動悸や胸が痛くなることはありますか

資料7-2：問診票の共通化に向けて -20150420（ピコラボ）

7



Copyright©2004-2015, Picolab Co., Ltd. All Rights Reserved.

問診票の変更のお願い / WG3 （1/3）

下記の質問の回答をご用意ください
本院を受診されたことはありますか

輸血や血液製剤使用の経験はありますか

歯を抜いた際に何か異常はありましたか

歩いた後や階段を上った後，呼吸が苦しくなることはありますか

足がむくむことはありますか

動悸や胸が痛くなることはありますか

授乳中ですか

下記の質問について回答内容の追加ないしは変更をお願いして
もよいでしょうか？

家族の方で，現在治療を受けているものがありますか
•家族歴の質問では，「はい、父親が高脂血症でした。」と，過去形の回答

になっていますので，新たに現在に関する質問を追加するか，この回答を
現在形に変更するかのいずれかが必要です．患者さんは78際とご高齢で
すので，現在形の回答は違和感があるかもしれませんが…

資料7-2：問診票の共通化に向けて -20150420（ピコラボ）
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Copyright©2004-2015, Picolab Co., Ltd. All Rights Reserved.

問診票の変更のお願い / WG3 （2/3）

入院患者基本情報の記入内容について確認させてください
入院患者基本情報と，問診票・予診録はどちらを先に使いますで
しょうか？

主訴および現病歴については脳梗塞に関する内容という理解でよ
いでしょうか？

入院時診断は，患者さんに質問して記入する項目でしょうか？

既往に関する質問は，既存の医科的既往歴の質問と共通でよいで
しょうか？

•同じ質問をしてしまうと回答の冒頭に「先ほどお答えしましたが，」
という文節が追加されてしまいますので，予診録で医科的既往歴を確
認している場合は，同様の内容を転記していただく方がよいです．

入院時所見について，こちらは医療面接で質問して記入する項目
でしょうか？

資料7-2：問診票の共通化に向けて -20150420（ピコラボ）
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Copyright©2004-2015, Picolab Co., Ltd. All Rights Reserved.

問診票の変更のお願い / WG3 （3/3）

入院患者基本情報に関して，下記の項目に関する質問と回
答の追加が必要です

入院経験の有無と内容

•今回の脳梗塞での入院より前の入院経験に関する質問と考えておりま
すが合っていますでしょうか？

脳梗塞に関する主訴・現病歴の確認の質問

•もともと医科的既往歴の質問として脳梗塞関連の質問・回答がありま
すが，これで十分かどうかを確認させてください

食事・嗜好品 食欲に関する質問と回答

清潔に関する質問（入浴，洗髪，歯磨き）

資料7-2：問診票の共通化に向けて -20150420（ピコラボ）
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Copyright©2004-2015, Picolab Co., Ltd. All Rights Reserved.

問診票の変更のお願い / WG4

下記の質問の回答をご用意ください
本院を受診されたことはありますか

輸血や血液製剤使用の経験はありますか

歯を抜いた際に何か異常はありましたか

足がむくむことはありますか

下記の質問について，脳梗塞に付随する質問を再構成して
こちらで用意してもよいでしょうか？

歩いた後や階段を上った後，呼吸が苦しくなることはありますか

動悸や胸が痛くなることはありますか

資料7-2：問診票の共通化に向けて -20150420（ピコラボ）
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凡例: <数字>
△
×

質問 備考 WG1 WG1 備考 WG2-1 WG2-1 備考 WG2-2 WG2-2 備考 WG3 WG3 備考 WG4 WG4 備考
お名前 14,15 14,15 14,15 14,15 14,15
生年月日 16 16 16 16 16
年齢 16 16 16 16 16
性別 17 17 17 17 17
職業 18 18 18 18 18
住所 × × × × ×

1 どうなさいましたか 22 質問文の追加が必要 22 質問文の追加が必要 22 質問文の追加が必要 25 質問文の追加が必要 22 質問文の追加が必要

2
本院を受診された事はありま
すか

△ 77 で通院歴は確認している △ 85 で通院歴は確認している △ 85 で通院歴は確認している △ 112 で通院歴は確認している △ 111 で通院歴は確認している

3 保険適応外を希望しますか 241 249 249 283 293

4
過去または現在治療を受け
ている病気がありますか

ある場合は病名を選択 139 質問文の追加が必要 145 質問文の追加が必要 145 質問文の追加が必要 172 質問文の追加が必要 175 質問文の追加が必要

5
現在，飲んでいるお薬はあり
ますか

薬の名前や内容を記入 129 137 137 164 167

6
入院や手術をしたことがあり
ますか

病名・手術内容と病院名を記入 △
145, 147 で入院と手術を分け
て質問

△
151, 154 で入院と手術を分け
て質問

△
151, 154 で入院と手術を分け
て質問

△
178, 181 で入院と手術を分け
て質問

△
181, 184 で入院と手術を分け
て質問

7
輸血や血液製剤使用の経験
はありますか

ある場合は時期や内容等を記 × × × × ×

8
薬，食べ物，金属でアレル
ギーをおこしたことはあります

ある場合は症状，内容を記入 107 質問文の追加が必要 115 質問文の追加が必要 115 質問文の追加が必要 142 質問文の追加が必要 145 質問文の追加が必要

9
歯の麻酔注射を受けたことは
ありますか

94 質問文の追加が必要 102 質問文の追加が必要 102 質問文の追加が必要 129 質問文の追加が必要 128 質問文の追加が必要

10
麻酔注射で具合が悪くなった
ことがありますか

ある場合は症状，内容を記入 - 麻酔経験なし 102
麻酔経験の有無で合わせて
回答

× 129
麻酔経験の有無で合わせて
回答

130 質問文の追加が必要

歯を抜いたことはありますか ある場合は次の質問を行う 89 97 97 124 123
歯を抜いた際に何か異常は
ありましたか

ある場合は症状，内容を記入 - 抜歯経験なし - 抜歯経験なし △
99 で気分が悪くなったことが
ないかどうかは確認

△
99 で気分が悪くなったことが
ないかどうかは確認

△
125 で気分が悪くなったこと
がないかどうかは確認

12
血が止まりにくかったことがあ
りますか

- 抜歯経験なし - 抜歯経験なし 100 質問文の追加が必要 127 質問文の追加が必要 126 質問文の追加が必要

13
歩いた後や階段を登った後，
呼吸が苦しくなることはありま
すか

ある場合は症状，内容を記入 ×
不整脈，狭心症，脳梗塞の掘
り下げ質問として用意されて
いるが，無効化されている

×
不整脈，狭心症，脳梗塞の掘
り下げ質問として用意されて
いるが，無効化されている

△

不整脈，狭心症，脳梗塞の掘
り下げ質問として用意されて
いるが，不整脈以外は無効化
されている

×
不整脈，狭心症，脳梗塞の掘
り下げ質問として用意されて
いるが，無効化されている

△

不整脈，狭心症，脳梗塞の掘
り下げ質問として用意されて
いるが，脳梗塞以外は無効化
されている

14 足がむくむことはありますか × × × × ×

15
動悸や胸が痛くなることはあ
りますか

ある場合は症状，内容を記入 ×
不整脈，狭心症，脳梗塞の掘
り下げ質問として用意されて
いるが，無効化されている

×
不整脈，狭心症，脳梗塞の掘
り下げ質問として用意されて
いるが，無効化されている

△

不整脈，狭心症，脳梗塞の掘
り下げ質問として用意されて
いるが，不整脈以外は無効化
されている

×
不整脈，狭心症，脳梗塞の掘
り下げ質問として用意されて
いるが，無効化されている

△

不整脈，狭心症，脳梗塞の掘
り下げ質問として用意されて
いるが，脳梗塞以外は無効化
されている

妊娠している可能性はありま
すか

女性のみ．ある場合は月数を記 105 113 113 140 143

授乳中ですか 女性のみ × - 男性 - 男性 × - 男性
アルコールは飲みますか 飲む場合は量と期間を記入 122 130 130 157 160
タバコはすいますか 数場合は本数と期間を記入 125 133 133 160 163

18
家族の方で，現在治療を受け
ているものがありますか

ある場合は病名を選択 237 質問文の追加が必要 246 質問文の追加が必要 246 質問文の追加が必要 280
質問文の追加が必要，回答
が現在ではない

288 質問文の追加が必要

患者指名 14,15 14,15 14,15 14,15 14,15
性別 17 17 17 17 17
生年月日 16 16 16 16 16
年齢 16 16 16 16 16
職業 18 18 18 18 18
主訴 21 21 21 24 21
現病歴 23 30 30 33 21
既往歴 75,95,136 83103142 83103142 110130169 109131172
家族歴 236 245 245 279 287
現症 23 30 30 33 21
抜歯歴 88 96 96 123 122
アレルギー 106 114 114 141 144
診断 - - - - -

該当する質問が既にある．数字はテンプレートの医療面接シートの行番号．複数ある場合はカンマで区切って列記．
該当する質問はないが，関連する質問が既にある．詳細は備考欄に記載．
該当する質問がない．新たな質問の作成や，質問文類の追加・変更が必要．

予
診

録
問

診
票

17

16

11

資料7-2：問診票の共通化に向けて -20150420（ピコラボ）
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凡例: <数字>
△
×

質問 備考 WG1 WG1 備考 WG2-1 WG2-1 備考 WG2-2 WG2-2 備考 WG3 WG3 備考 WG4 WG4 備考

該当する質問が既にある．数字はテンプレートの医療面接シートの行番号．複数ある場合はカンマで区切って列記．
該当する質問はないが，関連する質問が既にある．詳細は備考欄に記載．
該当する質問がない．新たな質問の作成や，質問文類の追加・変更が必要．

氏名 - - - 14,15 -
生年月日 - - - 16 -
年齢 - - - 16 -

主訴 - - - △
脳梗塞の有無を確認すれば
回答する

-

入院時診断 - - - ？ 質問事項か？ -
現病歴 - - - 232 -
既往歴 - - - × -
入院経験の有無 - - - 178 脳梗塞以外の入院経験は不 -
入院経験の内容 - - - - 脳梗塞以外の入院経験は不 -
入院時所見 身長 - - - ？ 質問事項か？ -
入院時所見 体重 - - - ？ 質問事項か？ -
入院時所見 体温 - - - ？ 質問事項か？ -
入院時所見 呼吸 - - - ？ 質問事項か？ -
入院時所見 血圧 - - - ？ 質問事項か？ -
入院時所見 脈拍 - - - ？ 質問事項か？ -
入院時所見 意識レベル - - - ？ 質問事項か？ -
入院時所見 会話 - - - ？ 質問事項か？ -
入院時所見 アレルギー - - - ？ 質問事項か？ -
食事・嗜好品 食欲 - - - × -
食事・嗜好品 アルコール - - - 157 -
食事・嗜好品 タバコ - - - 160 -
家族歴 - - - 279 -
清潔 入浴回数 - - - × -
清潔 入浴介助 - - - × -
清潔 洗髪回数 - - - × -
清潔 洗髪介助 - - - × -
清潔 歯磨き回数 - - - × -
清潔 歯磨き介助 - - - × -

入
院

患
者

基
本

情
報

資料7-2：問診票の共通化に向けて -20150420（ピコラボ）

13



資料8：第7回ITを活用した教育センターWSの進行案とポスター
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第7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

■ 開催日 ： 2015年6月4日（木）
■ 場 所 ： 昭和大学 旗の台校舎 1号館6階会議室

資料8：第7回ITを活用した教育センターWSの進行案とポスター

2



【昭和大学教員用 ITを活用した授業アンケート】 

1. まったくそう思わない 2. そう思わない 3. そう思う 4. とてもそう思う

1） 事前学習課題を実施した効果はありましたか？ 
2） プレテストを実施したことにより、授業のポイントが明確になりましたか？ 
3） e-ラーニングを授業中に活用したことにより、学生が能動的になりました

か？

4） 学生の理解が不足している部分を授業中に把握して対応できましたか？ 
5） ポストテストを実施することにより、学生は授業中に理解しようと心掛けて

いると感じましたか？

6） ポストテストを実施することにより、学生の理解度が把握できましたか？ 
7） 復習用課題は学生の知識の修得に必要と思いますか？ 
8） 他の授業でも e-ラーニングを活用してみようと思いますか？ 
9） e-ラーニング、VP を活用して良かった点を書いてください（自由記述） 
10） 今後改善が必要と考えられる点を書いてください。 

資料9：昭和大学教員用アンケート
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口腔医学とチーム医療 

■一般目標［ＧＩＯ］

国民の健康に貢献できるオーラルフィジシャン（口腔科医）になるために、医

療の仕組みを理解し、多職種連携のチーム医療に参加し、特に高齢者にみられ

ることが多い口腔症状と各種全身疾患との関連を理解した上で、口腔のケアプ

ランを立案する能力を獲得する。 

Step1 

■行動目標［ＳＢＯｓ］

1. 日本の将来人口推計等から今後の日本の医療・歯科医療体系を考える。 

2. 高齢者に多く見られる基礎疾患について概説できる。

3. 脳卒中の症状と全身および口腔の機能に対する影響を説明できる。

4. 脳卒中後の患者の歯科診療における注意点を概説できる。

5. 脳卒中発症から症状の回復までの一連の医療体制を概説できる。

6. 医療・歯科医療の連携と病院におけるチーム医療の基本を説明できる。 

7. 唾液の分泌に影響を与える因子について説明できる。

8. 口腔乾燥症の口腔内所見について説明できる。

9. 口腔乾燥を認める患者に対する口腔ケアについて説明できる。

10. 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し、その結果を評価で

きる。

Step2 

■行動目標［ＳＢＯｓ］

1. 高齢者に多く見られる基礎疾患について説明できる。

2. 基礎疾患を有する患者の歯科診療における注意点を説明できる。

3. 口腔乾燥を訴える患者の鑑別診断を説明できる。

4. 口腔乾燥を訴える患者に対して医療面接で聞く内容を説明できる。

5. 口腔乾燥症の症状と治療法を説明できる。

6. 脳卒中の症状と全身および口腔の機能に対する影響を説明できる。

7. 急性期と回復期のチーム医療体制を説明できる。

8. 医療・歯科医療の連携と病院におけるチーム医療を説明できる。

9. 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し、診断につなげるこ

とができる

資料10：一般目標と行動目標
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10.全身疾患を有する患者に対する口腔のケアの実施について説明できる。

Step３ 

■行動目標［ＳＢＯｓ］

1. 病診連携、病病連携を体験し、理解する。

2. 多職種連携（医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、歯科技工士、その他

の医療職）のチーム医療を理解し、体験する。

3. 地域医療の体験を通じて、保健・医療・福祉・介護の連携を理解し、歯

科医師の役割を説明できる。

4. 在宅(訪問)歯科診療に関する基本的知識・技術を有する。

5. 基礎疾患を有する患者に対して口腔ケア計画を立案できる。

6. 患者の全身状態を的確に把握し、必要に応じて医師と相談できる。

7. 口腔乾燥を訴える患者の診断および治療計画を立案できる。

＜これからの歯科医師に求められる基本的な資質・能力＞ 

1. 高齢者・障がい者の心身的特性、あるいは循環器疾患、呼吸器疾患、脳血

管障害、糖尿病などの全身疾患に関する基本的な知識を有し、これらの疾

患を有する患者の状態を的確に把握した上で、医科との連携の下で適正な

対応ができること

2. 在宅(訪問)歯科診療に関する基本的知識・技術を有するとともに、医師、

看護師をはじめとした保健・医療・福祉・介護専門職と協働した地域包括

ケアの一員として歯科保健医療を実践できること

【口腔乾燥症関連】 

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. 口腔乾燥を認める患者に対する口腔ケアについて説明できる。

4. 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し、その結果を評価で

きる。

5. 口腔乾燥を訴える患者の鑑別診断を説明できる。

6. 口腔乾燥を訴える患者に対して医療面接で聞く内容を説明できる。

7. 口腔乾燥症の症状と治療法を説明できる。

8. 口腔乾燥を訴える患者の診断および治療計画を立案できる。

資料10：一般目標と行動目標
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【全身状態を考慮した歯科診療】 

 

1. 高齢者に多く見られる基礎疾患について概説できる。 

2. 脳卒中の症状と全身および口腔の機能に対する影響を説明できる。 

3. 脳卒中後の患者の歯科診療における注意点を概説できる。 

4. 高齢者に多く見られる基礎疾患について説明できる。 

5. 基礎疾患を有する患者の歯科診療における注意点を説明できる。 

6. 脳卒中の症状と全身および口腔の機能に対する影響を説明できる。 

7. 患者の全身状態を的確に把握し、必要に応じて医師と相談できる。 

 

【地域医療・チーム医療関連】 

 

1. 日本の将来人口推計等から今後の日本の医療・歯科医療体系を考える。 

2. 脳卒中発症から症状の回復までの一連の医療体制を概説できる。 

3. 医療・歯科医療の連携と病院におけるチーム医療の基本を説明できる。 

4. 急性期と回復期のチーム医療体制を説明できる。 

5. 医療・歯科医療の連携と病院におけるチーム医療を説明できる。 

6. 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し、診断につなげるこ

とができる 

7. 全身疾患を有する患者に対する口腔のケアの実施について説明できる。 

8. 病診連携、病病連携を体験し、理解する。 

9. 多職種連携（医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、歯科技工士、その他

の医療職）のチーム医療を理解し、体験する。 

10. 地域医療の体験を通じて、保健・医療・福祉・介護の連携を理解し、歯

科医師の役割を説明できる。 

11. 在宅(訪問)歯科診療に関する基本的知識・技術を有する。 

12. 基礎疾患を有する患者に対して口腔ケア計画を立案できる。 

 

  

資料10：一般目標と行動目標
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＜モデルコアカリキュラム・国家試験出題基準＞ 

 

【地域医療・チーム医療関連】 

 

モデルコアカリキュラム 

1. 地域医療 

1）病診連携、病病連携を体験し、理解する。 

2）多職種連携（医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、歯科技工士、その他

の医療職）のチーム医療を理解し、体験する。 

3）地域医療を体験する。 

 

2. チーム医療 

1）患者中心のチーム医療の意義を説明できる。 

2）医療チームや各構成員（歯科医師、医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、

歯科技工士、その他の医療職）の役割分担と連携・責任体制について説

明し、チームの一員として参加できる。 

3）保健・医療・福祉・介護の連携を理解し、歯科医師の役割を説明できる。 

 

国家試験出題基準 

1. 社会と歯科医療｜約 2% 

1） 保健・医療・福祉・介護の制度 

① 歯科医師法 

② 歯科衛生士法 

③ 歯科技工士法 

④ 薬事法 

⑤ 医療法 

⑥ 保健・医療・福祉・介護の各制度と職種 

⑦ 地域歯科保健活動での各職種の連携に関する制度 

 

2. チーム歯科医療 約 2% 

1） 医療機関でのチームワーク 

① 歯科医師・医師間 

② 歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士間 

③ 多職種連携 

2） 地域医療でのチームワーク 

① 病診連携 

資料10：一般目標と行動目標
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② 診診連携 

③ 保健・医療・福祉・介護・教育の連携 

④ 家族との連携 

⑤ 地域連携クリニカルパス 

3） チームワーク形成 

① リーダーシップ 

② チームの調整技能 

4） コンサルテーシヨン  

①  自己責任と自分の限界 

5） 社会生活 

① 社会復帰 

② 社会保障制度（所得、介護、障害） 

③ 人的支援 

④ 物的支援（福祉用具） 

⑤ 社会的支援 

⑥ 自立 

 

3. 総論保健医療論 〔約 12%〕 

1） 保健・医療・福祉・介護の仕組みと資源 

① 衛生行政の組織 

② 医療機関 

③ 福祉施設 

④ 介護施設 

⑤ 医療関係職種 

⑥ 福祉・介護の制度と職種 

⑦ 医療連携、チーム医療 

⑧ 保健・医療・福祉・介護の制度と連携 

2） 地域保健、地域医療 

① 公衆衛生活動，地域保健活動医療政策を含む 

② 医療計画、健康増進計画 

③ ヘルスプロモーション 

④ 地域保健活動の進め方 

⑤ 都道府県、市町村、保健所の歯科保健業務 

⑥ プライマリケア 

⑦ かかりつけ歯科医機能 

⑧ 救急・災害時等の歯科保健医療対大規模災害を含む対策 

資料10：一般目標と行動目標
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⑨ へき地医療 

⑩ 在宅医療、在宅歯科医療 

3） 社会保障と医療経済 

① 社会保障制度 

② 医療保険、介護保険 

③ 医療経済と国民医療費 

 

モデルコアカリキュラム 

1. 高齢者の歯科診療 

１） 老化の身体的、精神的および心理的特徴を説明できる。 

２） 老化に伴う口腔諸組織の構造と機能の変化を説明できる。 

３） 高齢者に多くみられる疾患を説明できる。 

４） 高齢者における口腔ケア処置について説明できる。 

５） 口腔機能向上による介護予防について説明できる。 

６） 高齢者の歯科治療時の全身管理を説明できる。 

７） 高齢者に対して基本的な歯科治療の介助ができる。 

８） 要介護高齢者(在宅要介護者も含む)の歯科治療時の注意点を説明で

きる。 

９） 歯科訪問診療について説明できる。 

１０） 摂食・嚥下障害の診察、検査、診断を説明できる。 

１１） 摂食・嚥下リハビリテーションを説明できる。 

 

2. 全身状態を考慮した歯科診療 

１） 基礎疾患を有する患者の歯科診療 

① 代表的な医科疾患(内科的疾患)を説明できる。 

② 主要な医科疾患の症候を説明できる。 

③ 主要な身体診察を説明できる。 

 

２） これからの歯科医師に求められる基本的な資質・能力 

① 高齢者・障がい者の心身的特性、あるいは循環器疾患、呼吸器疾患、

脳血管障害、糖尿病などの全身疾患に関する基本的な知識を有し、

これらの疾患を有する患者の状態を的確に把握した上で、医科との

連携の下で適正な対応ができること 

 

資料10：一般目標と行動目標
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② 在宅(訪問)歯科診療に関する基本的知識・技術を有するとともに、

医師、看護師をはじめとした保健・医療・福祉・介護専門職と協働

した地域包括ケアの一員として歯科保健医療を実践できること

【口腔乾燥症関連】 

モデルコアカリキュラム 

1. 口腔乾燥症

１） 唾液の性状と役割を説明できる。【構成成分とその機能を含む。】

２） 唾液腺の構造と機能を説明できる。【分泌調節を含む。】

３） Sjögren 症候群の特徴、症状、診断法および治療法を説明できる

４） 口唇・口腔・顎顔面領域に症状を現す薬物の副作用を列挙できる。

５） 味覚障害を概説できる。

６） 口腔乾燥を概説できる。

2. 口腔・顎・顔面・頭頚部の機能

１） 味覚 

２） 粘膜の感覚 

３） 唾液分泌 

3. 口腔・顎の機能の発達

１） 唾液分泌

２） 味覚

4. 加齢・老化による歯・口腔・顎・顔面の変化

１） 形態的変化 

２） 機能的変化 

5. 歯・口腔・顎・顔面・頭蓋疾患の病因・病態組織

１） 口腔粘膜の疾患 

２） 唾液腺の疾愚 

３） 口腔・顎顔面領域に症状を伴う全身疾患 

国家試験 

1. 総論Ⅶ 主要徴候

１） 歯・口腔・顎・顔面の症候 

２） 口腔機能障害 

３） 開口・閉口障害、咀嚼障害、摂食・鴨下障害、発音・構音障害、味覚 

障害、呼吸障害、感覚障害、口腔乾燥 

2. 総論Ⅷ 診察

１） 高齢者への対応 

資料10：一般目標と行動目標
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① 身体的特徴 

② 心理・社会的特徴 

③ 医療情報の収集 

④ 診察 

⑤ 評価 

⑥ 要介護高齢者の歯科治療 

⑦ 在宅歯科医療 

⑧ 摂食・嚥下障害とリハビリテーション 

⑨ 多職種連携 

 

２） 全身疾患を有する者への対応 

① 留意すべき疾患悪性新生物、心疾息、脳血管疾患、腎不全、肝

疾患、糖尿病、高血圧性疾患、感染症など 

② 身体的特徴 

③ 心理・社会的特徴 

④ 医療情報の収集 

⑤ 診察 

⑥ 評価 

⑦ 医療連携、チーム医療 

 

モデルコアカリキュラム 

1. 地域医療 

医療を巡る社会経済的動向を把握し、地域医療の向上に貢献するとともに、

地域の保健・医療・福祉・介護および行政等と連携協力する。 

 

＜基本的な資質・能力＞ 

医療保険制度をはじめとした医療経済や医療政策、並びに医療管理など、医

学・医療に係わる社会的・経済的側面に対する関心と基本的な知識、地域・

国・国際地域医療 

 

■一般目標［ＧＩＯ］ 

歯科医療を適切に行うために、地域医療、病診連携についての知識、技能お

よび態度を習得する。 

 

■行動目標［ＳＢＯｓ］ 

1. 病診連携、病病連携を体験し、理解する。 

資料10：一般目標と行動目標
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2. 多職種連携（医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、歯科技工士、その他

の医療職）のチーム医療を理解し、体験する。 

3. 地域医療を体験する。 

 

2. 地域医療 

■一般目標［ＧＩＯ］ 

歯科診療を適切に行うために、地域医療、病診連携についての知識、技能お

よび態度を修得する。 

■到達目標： 

１． 病診連携、病病連携を理解し、体験する。 

２． 多職種連携（医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、歯科技工士、

その他の医療職）のチーム医療を理解し、体験する。 

３． 地域医療を体験する。 

 

チーム医療 

（チーム医療） 

・ 医療チームの構成員として、相互の尊重のもとに適切な行動をとるとともに、

後輩等に対する指導を行う。 

＜基本的な資質・能力＞ 

適切なインフォームドコンセント、並びにチーム医療・チームケアの円滑な実

践に必要な優れたコミュニケーション能力とマネージメント能力、保健・医療・

介護・福祉制度や多の医療職の職務に関する理解と歯科医師としての知識。経

験に基づいた総合的な判断力と実行力 

Ａ-７-３） 患者中心のチーム医療 

一般目標： 

患者中心のチーム医療の重要性を理解し、他の医療従事者との連携を学ぶ。 

到達目標： 

＊①患者中心のチーム医療の意義を説明できる。 

＊②医療チームや各構成員（歯科医師、医師、薬剤師、看護師、歯科衛生士、

歯科技工士、その他の医療職）の役割分担と連携・責任体制について説明し、

チームの一員として参加できる。 

＊③保健・医療・福祉・介護の連携を理解し、歯科医師の役割を説明できる。 

 

３．口腔機能障害 

B -３-２） 口腔疾患の予防と健康管理 

一般目標： 

資料10：一般目標と行動目標
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口腔疾患の予防と健康管理を理解する。 

到達目標： 

＊⑤口腔ケアの意義と効果を説明できる。 

E -４-３） 高齢者の歯科治療 

一般目標： 

高齢者の身体的、精神的および心理的特徴と歯科治療上の留意点を理解する。 

到達目標： 

＊①老化の身体的、精神的および心理的特徴を説明できる。 

＊②老化に伴う口腔諸組織の構造と機能の変化を説明できる。 

＊③高齢者に多くみられる疾患を説明できる。 

＊④高齢者における口腔ケア処置について説明できる。 

＊⑤口腔機能向上による介護予防について説明できる。 

＊⑥高齢者の歯科治療時の全身管理を説明できる。 

⑦高齢者に対して基本的な歯科治療の介助ができる。

＊⑧要介護高齢者(在宅要介護者も含む)の歯科治療時の注意点を説明できる。 

＊⑨歯科訪問診療について説明できる。 

＊⑩摂食・嚥下障害の診察、検査、診断を説明できる。 

＊⑪摂食・嚥下リハビリテーションを説明できる。 

E -２-４）-（１０） 口唇・口腔・顎顔面領域の機能障害 

＊①咬合異常と咀嚼障害の原因と診察、検査、診断および治療方針を説明でき

る。 

＊②嚥下障害を概説できる。 

＊③言語障害を概説できる。 

＊④味覚障害を概説できる。 

＊⑤口腔乾燥を概説できる。 

４．口腔ケア 

５．基礎疾患を有する患者の歯科診療 

E -４-６） 歯科医師に必要な医学的知識 

一般目標： 

歯科医師として必要な全身疾患(内科的疾患)を理解する。 

到達目標： 

＊①代表的な医科疾患(内科的疾患)を説明できる。 

資料10：一般目標と行動目標
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＊②主要な医科疾患の症候を説明できる。 

＊③主要な身体診察を説明できる。 

＊④妊娠時の管理に必要な基礎知識を説明できる。 

＊⑤小児の代表的な疾患を説明できる。 

 

これからの歯科医師に求められる基本的な資質・能力 

１．具体的な専門的知識・技術の到達目標 

 

１）高齢者・障がい者の心身的特性、あるいは循環器疾患、呼吸器疾患、脳血

管障害、糖尿病などの全身疾患に関する基本的な知識を有し、これらの疾患を

有する患者の状態を的確に把握した上で、医科との連携の下で適正な対応がで

きること 

 

４）在宅(訪問)歯科診療に関する基本的知識・技術を有するとともに、医師、

看護師 

をはじめとした保健・医療・福祉・介護専門職と協働した地域包括ケアの一員

として 

歯科保健医療を実践できること 

 

歯科医師として、地域における保健・医療・福祉・介護等の現状と問題点を把

握し、その連携強化等の改善・充実に貢献するとともに常に医療の経済的側面

等を巡る動向を理解する。 

 

Ｅ－４－６）歯科医師に必要な医学的知識 

一般目標： 

歯科医師として必要な全身疾患(内科的疾患)を理解する。 

到達目標： 

＊①代表的な医科疾患(内科的疾患)を説明できる。 

＊②主要な医科疾患の症候が説明できる。 

＊③主要な身体診察が説明できる。 

＊④妊娠時の管理に必要な基礎知識を説明できる。 

＊⑤小児の代表的な疾患を説明できる 

  

資料10：一般目標と行動目標
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６．口腔乾燥症 

一般目標： 

 超高齢社会を背景とした口腔乾燥症の成立機序と誤嚥性肺炎発症への関連性

を理解す 

 るために、正常の唾液分泌メカニズムや唾液の役割を学習するとともに唾液分

泌低下 

 に起因する疾患の病態を学習する。 

 

E -２-２） 口唇・口腔の基本構造と機能 

一般目標： 

口唇・口腔領域の基本的な構造と機能を理解する。 

到達目標： 

＊④唾液の性状と役割を説明できる。【構成成分とその機能を含む。】 

＊⑤唾液腺の構造と機能を説明できる。【分泌調節を含む。】 

E -２-４）- (７) 唾液腺疾患 

＊①唾石症の特徴、症状、診断法および治療法を説明できる。 

＊②唾液腺炎の種類と特徴、症状、診断法および治療法を概説できる。 

＊③唾液腺腫瘍の種類と特徴、症状、診断法および治療法を説明できる。 

＊④流行性耳下腺炎の特徴、症状、診断法および治療を説明できる。 

＊⑤Sjögren 症候群の特徴、症状、診断法および治療法を説明できる 

 

E -２-４）- (９) 口唇・口腔・顎顔面領域に症状を現す疾患 

＊③口唇・口腔・顎顔面領域に症状を現すアレルギー性疾患、膠原病、免疫不

全とそれらの症状を列挙できる。 

＊⑤口唇・口腔・顎顔面領域に症状を現す症候群の種類と症状を列挙できる。 

＊⑦口唇・口腔・顎顔面領域に症状を現す薬物の副作用を列挙できる。 

＊⑧口唇・口腔・顎顔面領域に症状を現す代謝障害とその症状を列挙できる。 

 

E -２-４）-（１０） 口唇・口腔・顎顔面領域の機能障害 

＊④味覚障害を概説できる。 

＊⑤口腔乾燥を概説できる。 

 

E -４-３） 高齢者の歯科治療 

一般目標： 

高齢者の身体的、精神的および心理的特徴と歯科治療上の留意点を理解する。 

到達目標： 

資料10：一般目標と行動目標
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＊①老化の身体的、精神的および心理的特徴を説明できる。 

＊②老化に伴う口腔諸組織の構造と機能の変化を説明できる。 

＊③高齢者に多くみられる疾患を説明できる。 

＊④高齢者における口腔ケア処置について説明できる。 

＊⑤口腔機能向上による介護予防について説明できる。 

 

2 社会と歯科医療｜約 2% 

ウ保健・医療・福祉・介護の制度 

a 歯科医師法 

b 歯科衛生士法 

c 歯科技工士法 

d 薬事法 

e 医療法 

f 保健・医療・福祉・介護の各制度と職種 

g 地域歯科保健活動での各職種の連携に関する制度 

 

8 医療面接｜ 

ア意義，目的 

a 医療情報の収集・提供約 4% 

b 患者歯科医師関係の確立 

c 患者の指導、動機付け、治療への参加 

 

イ面接のマナー 

a 身だしなみ 

b 挨拶、態度 

c 会話のマナー、言葉遣い 

d コミュニケーションの進め方（質問法、傾聴の仕方、非 

言語的コミュニケーション） 

e プライバシーの保護 

f 感情面への対応 

g 主要な症候ア全身の症候 

 

ウ病歴聴取 

a 主訴 

b 現病歴 

c 常用薬、アレルギー歴 

資料10：一般目標と行動目標
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d 既往歴 

e 家族歴 

f 患者背景（生活習慣、喫煙歴、社会歴） 

g 患者・家族の考え方・希望 

 

16 チーム歯科医療 約 2% 

ア医療機関でのチームワーク 

a 歯科医師・医師間 

b 歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士間 

c 多職種連携 

イ 地域医療でのチームワーク 

a 病診連携 

b 診診連携 

c 保健・医療・福祉・介護・教育の連携 

d 家族との連携 

e 地域連携クリニカルパス 

ウ チームワーク形成 

 a リーダーシップ 

b チームの調整技能 

エ コンサルテーシヨン  

a 自己責任と自分の限界 

オ 社会生活 

ａ 社会復帰 

b 社会保障制度（所得、介護、障害） 

c 人的支援 

d 物的支援（福祉用具） 

e 社会的支援 

f 自立 

 

資料10：一般目標と行動目標
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