
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 30 回 IT を活用した教育センター拡大会議 議事録 

【日 時】平成 27 年 5 月 19 日 (火)  13 時 ～ 15 時 

【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】越野教授, 豊下講師, 草野講師, 吉田助教(北海道医療大学) 城教授, 藤村教授,  

井上係長, 内金崎事務員(岩手医科大学) 三善先生(岩手県歯科医師会) 橋場先生  

(盛岡市歯科医師会)  片岡教授, 美島教授, 弘中教授, 青木係長, 宮崎事務員,  

乾事務員(昭和大学)  橋本先生（大田区蒲田歯科医師会）高﨑先生（品川歯科医師会）

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 29 回 IT を活用した教育センター議事録について（承認）

2. 6/4（木）第 7 回 IT を活用した教育センターワークショップの準備（予演会）【資料 1】 

1） ＜セッション 1＞大学教職員セッション「STEP1,2 IT を活用した授業の改善につ

いて」【資料 2-1, 2-2, 2-3, 2-4】 

各 WG より進捗を報告した。次回 WS 配布のためプロダクトの準備を依頼した。 

授業が 2 コマ連続する場合事前学習課題は 2 つ行うべきか確認があった。1 コマ目 

と 2 コマ目の内容が違う場合は二題作成することになった。 

 今年より教員アンケートを実施することになった。

ピコラボよりVP 問診票の共通化とVP 症例の改善について進捗と作業の流れにつ 

いて説明があった。

2） ＜セッション 2＞「Step3 5 年生に対する教育を確立する」【資料 3-1, 3-2】 

各 WG よりポートフォリオの活用について報告した。次回 WS 配布のためプロダ

クトの準備を依頼した。

3） ＜セッション 3＞－地域医療実習－【資料 4】 

「歯科医師会との連携した教育の充実を図る」各大学より地域医療実習について

説明があった。歯科医師会より緊急時の対応について質問があり、各大学毎に検

討することになった。

3. 第 7 回 ITを活用した教育センターWS 各 WGの報告記担当者について確認した【資料 5】 

4. 第 2回公開シンポジウム日程について 1月 23日（土）で決定した。関連歯科医師会に

予定を確認する。

以上



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

時間 テーマ 実施方法 担当 会場

8：45～9:00 大学教職員集合・受付

1号館6階
会議室

9:00～10:45

＜セッション1＞

大学教職員セッション
「STEP1,2 ITを活用した授業の改善について」
1. e-ラーニング・VP・ポートフォリオの更なる活用
2. 今年度の授業の 終準備

全体会 片岡

10:45～11:00 歯科医師会会員集合・受付 全体会

11:00～11:30

開会式（学部長 挨拶，自己紹介）

WSの概要とスケジュール
現在までの取組の概要紹介

全体会 片岡

11:30～12:30
＜セッション2＞
「Step3 5年生に対する教育を確立する」

グループ
討議

城

12:30～13:20

昼食 ・ ディスカッション

教育プログラム検討委員会
（1号館5階カンファレンスルーム）

片岡

13:20～14:50
＜セッション2＞
「Step3 5年生に対する教育を確立する」

全体会
発表５分
討議３分

城

14:50～15:00 休 憩（大学ごとに席替え）

15:00～17:00

＜セッション3＞
「歯科医師会との連携した教育の充実を図る」

－地域医療実習－

全体会
発表10分
グループ
討議

越野

事務系職員・IT企業の連絡会 片岡
1号館5階

カンファランスルーム

17:00～17:40

＜セッション3＞
「歯科医師会との連携した教育の充実を図る」

－地域医療実習－

全体会
発表５分
討議３分

越野
1号館6階
会議室

17:40～17:50 閉会式、写真撮影、アンケート 全体会 片岡
1号館6階
会議室

■ 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1
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セッション1：

STEP1,2 ＩＴを活用した授業の
改善について

WG :      
グループプロダクト担当：

2. 今年度の授業の最終準備

１．e-ラーニング・ＶＰ・ポートフォリオの
更なる活用

資料2-1
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１．e-ラーニング・ＶＰ・ポートフォリオ
の更なる活用

資料2-1
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１．e-ラーニング・ＶＰ・ポートフォリオの更なる活用

ＶＰにおける問診票の活用

問診票を活用することによるＶＰの修正点を列記してください。

（※この注釈は削除してください）

資料2-1
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１．e-ラーニング・ＶＰ・ポートフォリオの更なる活用

想定問答集の修正

最終的な想定問答集の修正点を列記してください。

（※この注釈は削除してください）

※想定問答集を別途添付

資料2-1
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２．今年度の授業の最終準備

資料2-1
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2. 今年度の授業の最終準備

授業全体の流れ

資料2-1
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① 事前学習課題

授業1 平成27年
9月15日(火) 1限 全身がわかる歯科医師がなぜ必要か？

STEP1   昭和大学 ３年生
2. 今年度の授業の最終準備

資料2-1
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② プレテスト

授業1 平成27年
9月15日(火) 1限 全身がわかる歯科医師がなぜ必要か？

STEP1   昭和大学 ３年生
2. 今年度の授業の最終準備

資料2-1
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③ 自由課題・症例課題

授業1 平成27年
9月15日(火) 1限 全身がわかる歯科医師がなぜ必要か？

STEP1   昭和大学 ３年生
2. 今年度の授業の最終準備

資料2-1
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④ リソース講義の概要

授業1 平成27年
9月15日(火) 1限 全身がわかる歯科医師がなぜ必要か？

STEP1   昭和大学 ３年生
2. 今年度の授業の最終準備

（例）
１．・・・・・・・・・の基礎（○分）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２．・・・・・・・・・の症状について（○分）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３．・・・・・・・・・の治療法について（○分）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （※この例は削除して作成してください）

資料2-1
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⑤ ポストテスト

授業1 平成27年
9月15日(火) 1限 全身がわかる歯科医師がなぜ必要か？

STEP1   昭和大学 ３年生
2. 今年度の授業の最終準備

資料2-1
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⑥ 復習課題

授業1 平成27年
9月15日(火) 1限 全身がわかる歯科医師がなぜ必要か？

STEP1   昭和大学 ３年生
2. 今年度の授業の最終準備

資料2-1
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平成27年度シラバス　北海道医療大学

授業回
(80分)

日付 時限 テーマ 授業内容および学習課題 担当者

1 4月2日 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がについて学
習する。

豊下　祥史
（咬合再建補綴学）
草野　　薫
（顎顔面口腔外科学）

2 4月9日 2 身体運動機能の基本１ 身体運動機能の基本を理解する。 堀本　佳誉

3 4月16日 2 身体運動機能の基本２ 身体運動機能の基本を理解する。 堀本　佳誉

4 4月23日 2 身体運動機能の基本３ 身体運動機能の基本を理解する。 堀本　佳誉

5 4月30日 2 リハビリテーションの概念１ リハビリテーションの概念を理解する。 鎌田　樹寛

6 5月7日 2 高齢者の心身の特徴１ 高齢者の心身の特徴を理解する。 鎌田　樹寛

7 5月14日 2
身体運動機能の障がいとその
回復

身体運動機能の障がいとその回復の概念を理解
する。

堀本　佳誉

8 5月28日 2
リハビリテーションの概念２
（実習；車いす体験）

車いす体験を通じて障がいを理解する。
堀本　佳誉
鎌田　樹寛

9 6月4日 2
高齢者の心身の特徴２
（実習；高齢者体験）

高齢者体験実習を通じて高齢者の心身の特徴を
理解する。

堀本　佳誉
鎌田　樹寛

10 6月11日 2
身体運動機能の障がいとその
回復
（実習；脳卒中体験）

片麻痺体験を通じて障がいを理解する。
堀本　佳誉
鎌田　樹寛

11 6月25日 2 他職種連携 多職種連携について理解する。 鎌田　樹寛

12 6月30日 2 *超高齢社会における問題点 2025年問題を理解する。

千葉　逸朗
（保健衛生学）
入江　一元
（組織学）

13 7月7日 2 *高齢者の心身の特徴３ 高齢者の心身の特徴を理解する。

越野　　寿
（咬合再建補綴学）
豊下　祥史
（咬合再建補綴学）

14 7月14日 2 *口腔乾燥症と疾患
口腔乾燥症の病態と関連する疾患について理解
する。

安彦　善裕
（臨床病理学）
長澤　敏行
（臨床教育管理運営）

15 7月21日 2 *高齢者の心身の特徴４ 高齢者の心身の特徴を理解する。

越野　　寿
（咬合再建補綴学）
豊下　祥史
（咬合再建補綴学）

【3年生　STEP１】ユニット名：リハビリテーション科学概論

資料2-2
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授業回
(80分)

日付 時限 テーマ 授業内容および学習課題 担当者

1 4月2日 5
高齢者理解の基本
高齢者と社会

加齢の概念を知り、歯科が高齢者の生活の質
（QOL）の向上に果たす役割を学習する。

越野　　寿
（咬合再建補綴学）

2 4月3日 5 高齢者の身体的特徴
生理機能・代謝機能・免疫機能などの老化とその
臨床的意味について学習する。

長田　和実

3 4月7日 4 高齢者の薬物動態
高齢者における薬物動態の薬物動態と加齢変
化、薬物治療時の注意点を学習する。

東城　庸介

4 5月7日 2
口腔と健康
介護保険と高齢者歯科

高齢者に関連する保険・医療・福祉制度について
学習する。

千葉　逸朗
（保健衛生学）

5 5月29日 1
高齢者の全身管理
（高齢者の基礎疾患）

高齢者にみられる全身性疾患と歯科領域の病態
との関連および高齢者の基礎疾患と歯科治療に
おける注意点を学習する。

家子　正裕

6 5月8日 1
顎口腔領域の疾患
高齢者の感染予防対策
高齢者の口腔外科処置

①高齢者に多い顎口腔領域の疾患と感染予防に
ついて説明できる。
②高齢者の口腔外科処置・手術についての反応
の特徴を概説できる。

柴田　考典

7 5月1日 4 歯・歯周組織の老化と治療
歯および歯周組織の加齢変化と高齢者における
歯の保存治療の留意点について学習する。

古市　保志

8 9月24日 2
高齢者の精神的・心理的特徴
口腔の変化と問題点

高齢者における口腔の変化と問題点を学ぶととも
に、欠損補綴治療の在り方を学習する。

越野　　寿
（咬合再建補綴学）

9 5月22日 3 言語障害と歯科的対応
高齢者における言語障害の発現と歯科的対応方
法について学ぶ。

越野　　寿
（咬合再建補綴学）

會田　英紀

10 4月20日 2
摂食嚥下障害
リハビリテーション

摂食嚥下障害について理解し、正しい口腔ケアに
ついて学習する。

木下　憲治

11 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
（咬合再建補綴学）

豊下　祥史
（咬合再建補綴学）

12 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
（咬合再建補綴学）

豊下　祥史
（咬合再建補綴学）

13 1

14 2

越野　　寿
（咬合再建補綴学）

豊下　祥史
（咬合再建補綴学）

【5年生　STEP２】ユニット名：高齢者歯科学

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。

資料2-2
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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2-2
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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。
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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。
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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。
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関連授業

１．第1学年　介護・看護体験実習（担当　歯周病学）
２．第2学年　歯科専門体験実習（担当　歯科麻酔学）
３．第3学年　社会と歯学（担当　予防歯科学）
４．第3学年　チーム医療リテラシー
５．第4学年　全身管理と歯科麻酔（SmAD）（担当　歯科麻酔学）：歯科麻酔学
                      （3-4）全身評価・管理、高齢者と有病者の歯科治療（1-9）
６．第4学年　口腔外科的治療（AST）（担当　口腔外科学）：ドライマウスの臨床
７．第5学年　医科学（担当　歯科内科学）：脳血管障害、高血圧症、虚血性
　　                心疾患、神経変性疾患、不整脈と埋め込み型電子機器、出血性疾患、
                       腎不全、糖尿病、
８．第5学年　介護体験実習（担当　歯周病学）
９．第5学年　地域医療体験実習（担当　歯科麻酔学）

資料2-2
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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 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）
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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 ユニット名：口腔医学とチーム医療Ⅱ

資料2-2
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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2-2
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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
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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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【岩手医科大学教員用 e-ラーニング授業アンケート】 

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

城先生　追加）e-ラーニング授業をスムーズに開始できましたか？ 
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。 
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平成27年5月19日

株式会社ピコラボ

問診票の共通化とVP症例の改善について
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本ドキュメントの概要

問診票の共通化について
問診票の内容に関するご相談

想定問答集の修正と拡充

各WGの症例の改善の作業状況
想定問答集の拡充
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本ドキュメントの概要

問診票の共通化について
問診票の内容に関するご相談

想定問答集の修正と拡充

各WGの症例の改善の作業状況
想定問答集の拡充
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問診票の内容に関するご相談 / 問題点

主に既往歴を中心にかなり回答が記入されている
主訴以外についてVPに対する質問事項がかなり少なくなる

記入内容を出発点にして，現在の想定問答集では用意していない
子細な質問が増えるおそれが

話題の転換の際に，今までにはなかったような質問をされる可能
性がある．例えば「問診表には○○と書かれていますが，これは
いつからですか」など

問答集の質問内容や順序が系統だっていない
医科的既往歴と歯科的既往歴が入り混じっており，これに沿って
質問すると話題が前後してしまうためVPが話題の変化に追従でき
ない可能性が高い

動悸や息切れなど，主に心臓疾患等に関する自覚症状の質問が多
いが，心疾患を有さないVP症例ではこれらの想定問答が用意され
ていない

4
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問診票の内容について / 問診票・予診録の役割

VPシステムにおける問診票・予診録の役割
学生に対して，質問内容の誘導（ヒントの提示）を行う

•現状の問診票は質問の回答まで書かれているため，誘導にならない

•未記入の予診録では記入欄の項目が荒く，誘導になりにくい

専門用語を使わない質問のしかたを学生に考えさせる

•例えば予診録には「既往歴」という欄があるが，これを聞く際に「な
にか大きな病気をされたことはありますか？」のように，患者さんに
わかりやすい質問の仕方を考えて身に着けさせる

VPの利用時間の短縮

•症例を理解する上であまり重要ではない質問は，予診録に回答を事前
に記入しておくことで省略させる

•症例の理解の上で重要な質問は事前記入せず学生に質問をさせて，必
要な情報を引き出させた方がよい

5
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問診票の内容に関するご相談 / 変更案

質問内容を絞り込む
全症例に共通する質問や医療面接の話題の入り口になる内容に限定す
る

麻酔経験や動悸などの質問ははずす

項目の順序を見直す
主訴，歯科的既往歴，医科的既往歴，家族歴，一般的既往歴・生活習
慣，治療に対する希望，など，カテゴリごとに整理

重要な項目については回答を未記入にする

各項目の文面を質問形式でなく用語にする
主訴，本院の受診歴，既往，投薬歴など

この場合は，予診録の一部を事前に記入して配布した方が自然

※上記の全てが必要というわけではありません

WSの際に各WGのVP担当者で協議してはいかがでしょうか？

6
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本ドキュメントの概要

問診票の共通化について
問診票の内容に関するご相談

想定問答集の修正と拡充

各WGの症例の改善の作業状況
想定問答集の拡充
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想定問答集の修正と拡充 / 概要と作業手順

問診票と想定問答集の内容に齟齬が無いように修正

作業手順 （少なくとも☆の項目は各WGで実施）
1. ☆配布用の問診票を作成

2. 問診票と想定問答集を比較し以下を抽出

A) 問診票と想定問答集で回答に齟齬がある項目

B) 問診表に記載されている事項で，想定問答が不足している項目

3. ☆ A) について問診票と想定問答のどちらを修正するかを検討

4. ☆ B) について追加する質問の回答文を検討

5. A), B) ともに想定問答集に反映

6. ☆ 更新後の症例を試用

8
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想定問答集の拡充 / WG ごとの作業実施状況

WG1
美島先生，鎌谷先生にご検討いただき 5. (想定問答集への反映) まで終了

WG2
症例1については1.の問診票を未受領

症例２については5. (想定問答集への反映) まで終了

WG3
入院患者基本情報を配布し，診療情報提供書への記入を課題としている

内海先生より記入済みの入院患者基本情報と診療情報提供書の記入例を受領

これらに基づいて 2. まで実施し，3. および 4. をご検討いただいている

WG4
豊下先生にご回答いただき 5. (想定問答集への反映) まで終了

6. (試用)の作業は各WGで症例作成に関わっておられない先生方にご
対応いただきたい

ワークショップ当日でも可能？

9
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本ドキュメントの概要

問診票の共通化について
問診票の内容に関するご相談

想定問答集の修正と拡充

各WGの症例の改善の作業状況
想定問答集の拡充
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想定問答集の拡充 / 概要と作業手順

不足しているQAを想定問答集に追加して対話能力を向上

作業手順 （少なくとも☆の項目は各WGで実施）
1. 昨年度の授業の最の対話履歴を収集 (実施済)

2. 1. の中からシステムが回答できなかった質問を抽出 (実施済)

• 回答が「すみません、よくわかりません。」となっている物をリス
トアップ

3. 2. の中から以下の2種類に該当するものを抽出 (実施済)

A) 適切な回答は想定問答集にあるが、質問文に近い例文がない

B) 適切な回答が想定問答集にはない

4. A) について学生の質問文を想定問答集の例文に追加 (実施済)

5. B) について新たな想定問答をシートに追加 (一部実施済)

• ☆各WGにて回答文をご用意いただく

6. ☆更新した症例を試用して改善しているか調査 (未実施)

11

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

想定問答集の拡充 / WG ごとの作業実施状況

WG1
5. (想定問答の追加) までは昨年12月の昭和大学の模擬授業前に
実施済み

WG2
2 症例とも昭和大学の菅沼先生にご対応いただいている

WG3
内海先生に 5. (想定問答の追加) をご検討いただいている

WG4
豊下先生にご回答いただき 5. (想定問答の追加) の大部分が終了

6. (試用) の作業は各WGで症例作成に関わっておられな
い先生方にご対応いただきたい

ワークショップ当日でも可能？

12
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5年生復習用ライブラリの準備状況の報告

Step1 Step2 Step3

e-ラーニング
ライブラリ教材のサーバへのアップ
ロードが完了している

ライブラリ教材のサーバへのアップ
ロードが完了している

VP
ライブラリ教材のサーバへのアップ
ロードが完了している

ピコラボへサーバへのリンクの依頼済

Step1 Step2 Step3

e-ラーニング
糖尿病の症例完成（草野先生）
不整脈の症例準備中（城先生）

糖尿病の症例完成（草野先生）
不整脈の症例準備中（城先生）

VP VPブラッシュアップ中(菅沼先生) Step2のVP活用

Step1 Step2 Step3

e-ラーニング

VP

Step1 Step2 Step3

e-ラーニング
ライブラリ教材のサーバへのアップ
ロードが完了している

ライブラリ教材のサーバへのアップ
ロードが完了している

ライブラリ教材のサーバへのアップ
ロードが完了している

VP

WG1

WG2

WG3

WG4

脳梗塞の症例準備中（弘中先生）           脳梗塞の症例準備中（弘中先生）

VPフラッシュアップ中（内海先生）            Step2のVP活用
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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」 
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1 

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
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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。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
＜参考資料＞
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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。 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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。 
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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： 
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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。 
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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 
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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： 
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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 
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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 
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＜セッション3＞
「歯科医師会との連携した教育の充実を図る」

　－地域医療実習－

岩手医科大学歯学部における学外連携教育プログラム

岩手医科大学歯学部	  
城　茂治
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第１学年　　看護・介護体験実習	  
第２学年　　歯科専門体験実習	  
第３学年　　先端歯科医学・医療施設見学実習	  
第５学年　　介護体験実習	  
　　　　　　　  地域医療体験実習	  
　　　　　　　  高次臨床実習	  

学外連携教育プログラム
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* 看護・体験実習実施要領	  
	  

看護・介護体験実習

資料4

12



* 看護体験実習　本学附属病院５病棟で５日間	  

看護・介護体験実習（第１学年）
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* 介護体験実習　施設でのスケジュール

看護・介護体験実習（第１学年）
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* 介護体験実習の感想

看護・介護体験実習（第１学年）
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看護・介護体験実習（第１学年）
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* 実施概要（学外）
歯科専門体験実習（第２学年）

資料4

17



* 実施施設（学外）

歯科専門体験実習（第２学年）
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* 写真（学外）

歯科専門体験実習（第２学年）
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* 実施概要（学内）
歯科専門体験実習（第２学年）
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*  写真（学内及び発表会）
歯科専門体験実習（第２学年）
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* 実施概要（学外）
歯科専門体験実習（第２学年）
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* 介護体験実習の感想

介護体験実習（第５学年）
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* 実習施設一覧

地域医療体験実習（第５学年）
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* 実習内容

地域医療体験実習（第５学年）
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* 実習内容

地域医療体験実習（第５学年）
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* 実習内容

地域医療体験実習（第５学年）
* 実習内容
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地域医療体験実習（第５学年）

* 感　想

　盛岡から普代村まで、途中三陸鉄道に乗り換えて片道約４時間程かかった。	
　震災後初めての受け入れとのことで、村の所々に震災の爪あとが残っていたが、「あま
ちゃん」のロケ地になった場所に連れて行ってもらい、復興が進んでいることを肌で感じた。	
　個々のつながりが強い、このような村で医療を提供することは、村民全体の歯科医療を一
手に引き受けて行うため、計り知れない責任がかかってくることは間違いないが、それ以前
に村民の方に自分のほうから歩み寄って、信頼関係を構築することが重要であると感じた。
医療を提供することで構築される歯科医師-患者の関係ではなく、その村に住んでいる村
民同士としての関係を築いていくためには、信頼を得られるような行動を日ごろから行うこと
が大切だと思った。	
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地域医療体験実習（第５学年）
* アンケート結果
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* 実習風景

地域医療体験実習（第５学年）
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実習の全体像 

将来、⼈間性が豊かで優秀な⻭科医師になるには、知識や技術に加えて⼈と⼈とのコミュニケーションの重要性を理
解することが⼤切です。患者さんは、治療に対する希望や不安などを抱いて来院されています。また超⾼齢社会の到来
とともに、⻭科診療所に通院することができない患者数が増加しています。地域⻭科医療の現場に赴き、⻭科医療のあ
り⽅や様々な側⾯に触れ、⾃ら⾒て、感じて、考えてという過程を踏み、理解を深めることが⼤切と考えます。 

1 年⽣で⾏った「⻭科診療所⾒学実習」を思い出し、さらに発展させるために今回の実習に望んでください。また地域
の⻭科医療を担う⻭科医師会の活動に触れて、理解することで、⻭科医師としての将来像も考えて下さい。 

⼀般⽬標（GIO）  

将来⻭科医師として地域医療・保健を実践するために、⻭科診療所と在宅⻭科医療についての必要な知識と技能

と態度を習得する。 

到達⽬標（SBOS） 

１．⻭科医療従事者に望ましい態度・服装ができる。 

２．個⼈情報保護ができる。 

３．⻭科医師の介助ができる。 

４．カルテの整理、カルテ出し等を⾏うことができる。 

５．地域における⻭科診療所の役割を述べることができる。 

６．⻭科診療所でのプライマリーケアについて述べることができる。 

７．⻭科診療所の他の職種（⻭科衛⽣⼠・⻭科技⼯⼠・⻭科助⼿等）の役割について述べることができる。 

８．⻭科医師会の役割を述べることができる。 

９．⻭科診療所での在宅⻭科医療の形態・⽅式について概説できる。（時間に余裕があったら） 

学び⽅と評価 

学び⽅ 講義、実習、⻭科診療所での実習、発表 

成績評価・総合判定は以下の項⽬について⾏う。 

1. 地域⻭科医療レポート（地域の特性、⼈⼝、⻭科医師の数、⻭科医師会の仕事） 
2. 成⻑報告書 
3. 体験シート 
4. 実習評価表（⻭科診療所院⻑） 
5. 出席状況 
6. 実習態度 
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地域連携歯科医療実習Ⅱの概要 
 
 

超高齢社会の到来と共に、歯科診療所に通院することができない患者数が増加しています。「地域に根付いた

歯科医療の現場から学ぶ」ことの歯学教育における重要性はますます増して来ています。地域歯科医療の現場

に赴き、歯科医療のあり方や様々な側面に触れ、自ら見て、感じて、考えてという過程を踏み、理解を深めること

が大切と考えます。 

そのために、本学では地域連携歯科医療教育として山梨県歯科医師会の協力を得て 1 年生「地域連携歯科

医療実習 I」を 6 年前から実施しています。今年度から 3 年生に対して「地域連携歯科医療実習 II」を必修化しま

す。社会に貢献することができる歯科医師を養成するためによろしくご指導ご協力をお願いします。 

 
目的： 
1. 歯科診療従事者に望ましい態度・服装ができる。 

2. 個人情報保護ができる。 

3. 歯科医師の介助ができる。 

4. 歯科診療所で働く他の職種（歯科衛生士・歯科技工士・歯科助手など）の役割について述べる事ができる。 

5. 歯科医師会の役割を述べる事ができる。 

 
対象：昭和大学歯学部 ３年生 105 名 
 
実習日程・参加学生：1 診療所で 1 名の学生が実習をさせていただきます。 
【第 I 期 】  11 月 4 日  (火) ・ 11 月 11 日 (火)  出席番号 37 番～72 番 

 【第 II 期】  11 月 18 日  (火) ・ 11 月 25 日 (火)  出席番号 73 番～105 番 
【第 III 期】 12 月 2 日  (火) ・ 12 月 9 日 (火)  出席番号 1 番～36 番 

 
 
実習について：基本的には始業から終業まで実習をさせてください。（朝 8:30～19:00 が一般的） 
１．実習前週土曜日 学生が診療所へ電話します。「集合場所、時間 持参する物」を伝えてください。  
２．実習当日 
１）身だしなみチェック 誓約書・自己評価票・ポスターの受け取り 

 ２）白衣への着替え 

 ３）診療室内のオリエンテーション・スタッフ紹介 

 ４）診療室での見学・介助 

 ５）診療室外での指導：先生の業務（1 日、1 週間、1 ヶ月）や歯科医師会活動など 

 ６）実習のふりかえり：まず自己評価票に記入させてください。（1 日目は実習で体験したこと、その他のみ） 

1 日目は口頭でフィードバックをよろしくお願いします。2 日目の集合時間と持参する物を伝えてください。

【学生評価票(1 日目)】の記載をよろしくお願いします。 

   2 日目は、学生に自己評価票をすべて記入させてください。目を通していただき、フィードバックをよろしくお

願いします。後日でも結構ですが、【学生評価票(2 日目)】【自己評価票】の実習担当医記載欄に記入をよ

ろしくお願いします。返信用封筒に入れて 12 月 15 日までにお送りください。 

３．実習発表会 12 月 18 日 (木)  
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⻭科医院における実習

指導⻭科医の先⽣にお願いすること

1. 診療室内のオリエンテーション

1) □ 診療所の設備と留意点の説明
2) □ 診療所のスタッフの紹介
3) □ 診療の予定の説明
4) □ ⼀般的な⼼得（服装、髪型、⾔葉遣い等）のチェック
5) □ 守秘義務の誓約書の受け取り
6) □ 実習中の⾃⼰紹介ポスターの掲⽰

2. 診療室での⾒学・介助
1) □ 診療の⾒学
2) □ ⻭科医師の介助

3. 診療室外での⾒学や⼿伝い
1)   □ カルテの整理、カルテ出し
2)   □ 受付の補助
3)   □ ⻭科衛⽣⼠、⻭科助⼿の補助
4)   □ ⻭科技⼯⼠の補助

4. 訪問診療・往診、訪問看護、介護、在宅⽀援などへの⾒学や介助（⾏っている場合）
1) □ 訪問診療・往診や訪問看護先への鞄持ち （但し、⾞の運転は出来ません。）
2) □ 訪問診療・往診や訪問看護先での介助 （医療⾏為を伴わない）

5. その他の業務の説明 （時間に余裕がある時にお願いします）
1) □ 先⽣の1⽇の業務の流れ
2) □ 先⽣の1週間、1か⽉単位での業務の流れ
3) □ 診療所以外（⻭科医師会、社会福祉施設、他）での活動状況
4)   □ 他スタッフ業務について（他のスタッフがいる場合には本⼈から）
5) □ 病診連携、病病連携の現状

6. ⾃⼰評価票へのフィードバック、学⽣評価票の記⼊およびアンケートの提出
1)  □ ⾃⼰評価票へのフィードバック

①実習終了時にフィードバックと学⽣評価
2)  □ 学⽣評価票とアンケート

①成績判定を含めた学⽣評価票とアンケートの記載（2⽇⽬終了後にお願いします）
②⾃⼰評価票に学⽣ヘのコメントの記載 （2⽇⽬終了後にお願いします）
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5 . 実習内容
【第Ⅰ期】平成 26 年 11⽉  4⽇ (⽕) ・ 11⽇ (⽕)  出席番号 37 番 〜 72 番
【第Ⅱ期】平成 26 年 11⽉ 18⽇ (⽕) ・ 25⽇ (⽕) 出席番号 73 番 〜 105 番
【第Ⅲ期】平成 26 年 12⽉  2⽇ (⽕) ・  9⽇ (⽕)  出席番号 1 番 〜 36 番

挨拶

⻭科医師の介助 ⻭科医師の介助ポスター掲⽰

訪問診療に同⾏ 調剤薬局に同⾏ ⽚付け ⾃⼰評価票記⼊・フィードバック

X 線装置の説明

⾝だしなみチェック ミーティング・⾃⼰紹介
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【第Ⅰ期 】 11⽉ 4⽇ (⽕)・11⽉11⽇ (⽕) 出席番号37番〜72番
【第Ⅱ期 】 11⽉18⽇ (⽕)・11⽉25⽇ (⽕) 出席番号73番〜105番
【第Ⅲ期 】 12⽉ 2⽇ (⽕)・12⽉ 9⽇ (⽕) 出席番号1番〜36番

1⽇⽬ ２⽇⽬
1．診療室内のオリエンテーション

1) □ 診療所の設備と留意点の説明
2) □ 診療所のスタッフの紹介
3) □ 診療の予定の説明
4) □ ⼀般的な⼼得

（服装、髪型、⾔葉遣い等）のチェック
5) □ 守秘義務の誓約書の受け取り
6) □ 実習中の⾃⼰紹介ポスターの掲⽰

２．診療室での⾒学・介助

1) □ 診療の⾒学
2) □ ⻭科医師の介助

３．診療室外での⾒学や⼿伝い

1) □ カルテの整理、カルテ出し 3) □ ⻭科衛⽣⼠、⻭科助⼿の補助
2) □ 受付の補助 4) □ ⻭科技⼯⼠の補助

４．訪問診療・往診、訪問看護、介護、在宅⽀援などへの⾒学や介助（⾏っている場合）

1) □ 訪問診療・往診や訪問看護先への鞄持ち （但し、⾞の運転は出来ません。）
2) □ 訪問診療・往診や訪問看護先での介助 （医療⾏為を伴わない）

５．その他の業務の説明 （時間に余裕がある時）

1) □ 先⽣の1⽇の業務の流れ
2) □ 先⽣の1週間、1か⽉単位での業務の流れ
3) □ 診療所以外（⻭科医師会、社会福祉施設、他）での活動状況
4)   □ 他スタッフ業務について（他のスタッフがいる場合には本⼈から）
5)   □ 病診連携、病病連携の現状

６．⾃⼰評価票へのフィードバック、学⽣評価票の記⼊およびアンケートの提出

1) □ ⾃⼰評価票（学⽣が記⼊）へのフィードバックと学⽣評価

2) □ ⾃⼰評価票に学⽣ヘのコメントの記載
3) □ 成績判定を含めた学⽣評価票の記載
4) □ アンケートの記載

実習先⻭科診療所における実習

指導⻭科医師の先⽣へお願いすること
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６. 実習報告会

1) 東京都⻭科医師会⻑ ⾼橋哲夫先⽣の授業
2) 学⽣実習発表会

【平成26年  12 ⽉ 18 ⽇】
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平成26年度　地域医療歯科医療実習　学生アンケート

66%

33%

1% 0%

1.事前に歯科診療所への連絡・挨拶ができまし

たか。

十分できた

まあまあできた

ややできなかった

全くできなかった 66%

31%

3% 0%

2.歯科診療所の患者さん、院長、およびスタッフ

に挨拶できましたか。

十分できた

まあまあできた

ややできなかった

全くできなかった

48%

49%

3% 0%

3.患者さんおよび歯科医院とのスタッフとコミュ

ニケーションが取れましたか。

十分できた

まあまあできた

ややできなかった

全くできなかった

46%

46%

8%

0%

４.患者さんに本実習の目的を伝え、参加の了解

をとることができましたか。

十分できた

まあまあできた

ややできなかった

全くできなかった

43%

56%

1% 0%

5.患者さんの気持ちを理解することが

できましたか。

十分できた

まあまあできた

ややできなかった

全くできなかった

36%

54%

10%

0%

6.歯科医師会の役割を述べることが

できましたか。

できる

まあまあできる

あまりできない

できない

53%
44%

3% 0%

7.この実習は、地域医療の現場を知り、歯学部学生

として今後の学習の方向、必要性を知るのに有益

だった。

十分

ほぼ十分

やや不十分

不十分
56%

43%

1% 0%

8.この実習は、患者さん、医療従事者、医療機関を見学

し、いかに歯科医療が成り立っているのかを知るのに有

益だった。

十分

ほぼ十分

やや不十分

不十分

59%

41%

0% 0%

9.この実習は、実際の患者さんの治療を見学し、人

間的な触れ合いを経験するのに有益だった。

十分

ほぼ十分

やや不十分

不十分

50%

41%

9%

0%

10.この実習は、患者さんの悩みや苦しみを理解

するのに役立った。

十分

ほぼ十分

やや不十分

不十分
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57%

42%

1% 0%

11.この実習は、歯学に対するモチベーションを

高めるのに役立った。

十分

ほぼ十分

やや不十分

不十分
59%

41%

0% 0%

１２.実習時の自分の態度はどうでしたか。

良かった

まあまあよかった

やや悪かった

悪かった

53%

47%

0% 0%

13.今回の実習に積極的に参加しましたか。

参加した

まあまあ参加した

あまり参加できなかっ

た

参加できなかった

50%
47%

3% 0%

14.この実習を通して自分に好ましい変化が認めら

れましたか。

認められた

やや認められた

あまり認められな

かった

認められなかった

21%

57%

20%

2%

１５.実習日数（2日間）はどうでしたか。

短い

やや短い

少し長い

長い

14%

26%

51%

9%

16.実習時間はどうでしたか。

短い

やや短い

少し長い

長い

3%

17%

19%

48%

13%

17.実習集合時間は何時でしたか。最も近い時間を

選んでください（２日で異なる場合は早い時間）

7:00～7:30

7:30～8:00

8:00～8:30

8:30～9:00

その他

14%

24%

39%

17%

6%

１８.実習終了時間は何時でしたか。最も近い時間を選

んでください。（２日で異なる場合は遅い時間）

17:00～18:00

18:00～19:00

19:00～20:00

20:00～21:00

その他

資料4

38



19.地域連携歯科医療実習についての感想(良かった点や改善してほしい点など）を書いてく

ださい。 

・歯科医師会の役割や、地域における歯科医師の役割を本当の意味で知ることができたので、

とても有益だとおもった。 

・モチベーションをあげるのにとても良いと思いました 

・もう少し長い期間がほしかった 

・最初は知らないところに行くのはいやでしたが、実習をやってすごくモチベーションをあげる

ことができた。行ってよかった。 

・地域歯科医院の実態を体験できる貴重な機会だった。 

・実際の現場を体験できる数少ない実習の一つを有意義に行うことができて良かった。 

・実習先の歯科病院の先生の実習への理解度がやや薄いように感じた。 

・全体を通して、一部を除き楽しく充実した時間を過ごせた学生が大半であったのは良いと思

った。 

・先生からの評価を点数化するのをやめてほしい。 

・実習の内容を歯科医院によって差が無いようにして欲しい。 

・実習の終了時間を統一して早くして欲しい 

・実習書等にあまりにも不備が多く大変迷惑したので、注意して頂きたい。 

・お礼の手紙を確認のために大学側に提出したがコメントがないまま返されたので、提出して

いいか困惑した。コメントを書いた付箋を貼るなど対応をして頂きたい。 

・発表会において、発表者の名前は事前に知らせて頂きたい。また、お越しくださった実習先 

の先生方の担当生徒のみを発表させるのではなく、内容から発表する生徒を選んで頂きた 

い。 
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 平成26年度　地域医療歯科医療実習　指導歯科医師アンケート

96%

2% 1% 1%

Ⅰ-１ 実習時学生の態度はどうでしたか。

良かった

どちらとも言えない

悪かった

無回答

87%

10%

0% 3%

Ⅰ‐３ 実習を通して学生に好ましい変化が

認められましたか。

認められた

どちらとも言えない

認められない

無回答 71%

24%

2%
3%

Ⅱ－１ 実習期間はどうでしたか

適当

短い

長い

無回答

59%
30%

9%

2%

Ⅱ－２ 実習時期はどうでしたか。

これでよい

いつでもよい

別の時期がよい

無回答

4% 2%

43%

22%

12%

6%
7%

4%

Ⅱ－３ 地域連携歯科医療実習を実施する学年はい

つが適当と思いますか。（複数回答有）

１年

２年

３年

４年

５年

６年

いつでもよい

無回答

44%

30%

24%

1%
0%

1%

Ⅲ－１ 地域医療の現場を知り、６年間の学習の

方向、必要性を知ること。

十分

やや十分

まあまあ

やや不十分

不十分

無回答

57%28%

14%

0%

0%
1%

Ⅲ－２ 患者さん、医療従事者、医療機関を見学し、い

かに歯科医療が成り立っているかを知ること。

十分

やや十分

まあまあ

やや不十分

不十分

無回答

50%

20%

26%

2%
1%

1%

Ⅲ－３ 実際の患者さんの治療を見学し、人間的

な触れ合いを経験すること。

十分

やや十分

まあまあ

やや不十分

不十分

無回答

23%

21%
40%

12%

3% 1%

Ⅲ－４ 患者さんの悩みや苦しみを理解すること。

十分

やや十分

まあまあ

やや不十分

不十分

無回答

86%

10%

3% 1%

Ⅰ‐2学生は今回の実習に積極的に参加していま

したか。

積極的に参加した

どちらとも言えない

積極的とは言えない

無回答
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59%
24%

15%

1%
0%

1%

Ⅲ－５ 学生の歯学に対するモチベーションを高

めること

十分

やや十分

まあまあ

やや不十分

不十分

無回答 94%

4%1%

1%

Ⅳ‐１ 歯学教育の中にこのような「地域連携歯科

医療実習」は必要と思いますか。

必要である

どちらとも言えない

必要でない

無回答
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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の印象記及び報告 

（分担表） 

■セッション 1：大学教職員セッション 「STEP1,2 IT を活用した授業の改善について」 

（1）VP の更なる活用 
（2）今年度の IT を活用した授業の最終準備 

  ＷＧ１ ＷＧ２ ＷＧ３ ＷＧ４ 

印象記担当 小林 城 藤村 朗 須和部京介 

報告記 

（プロダクト）

担当 

安原 
近藤 内海 明美 豊下祥史 

 

■セッション 2：「Step3 5 年生に対する教育を確立する」 

  

  ＷＧ１ ＷＧ２ ＷＧ３ ＷＧ４ 

印象記担当 熊谷 飯島 河野 崇志 
マイヤース 

三恵 

報告記 

（プロダクト）

担当 

昭和大学 

佐藤 
須田 勝部 直人 北川 昇 

 

■セッション 3：「歯科医師会との連携した教育の充実を図る」‐地域医療実習‐ 

 

  昭和大学 北海道医療大学 岩手医科大学 

印象記担当 美島 吉田光希 三善 

報告記 

（プロダクト）

担当 

弘中 
長澤敏行 橋場 

 

 

ご担当の先生は指定のフォームに入力の上 itrenkei@edu.showa-u.ac.jp まで提出をお願い致します。 

分担表提出期限：平成 27 年 6 月 15 日（月） 

ファイル名：「WG（1～4）印象記/報告記（提出者名）.doc」の形式にてお願いします。 
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セッション 1：⼤学教職員セッション「STEP1,2 IT を活⽤した授業の改善について」  
1. VP の更なる活⽤   2. 今年度の IT を活⽤した授業の最終準備  印象記            
 
ワーキンググループ＃       

所属：         
 

氏名：         
 

 

ワーキンググループと所属、お名前を記入し、Ａ4 サイズ１ページに収まるように記入してください。 

（MS P 明朝 フォントサイズ 10.5pt） 
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セッション 1：⼤学教職員セッション「STEP1,2 IT を活⽤した授業の改善について」  
1.VP の更なる活⽤   2. 今年度の IT を活⽤した授業の最終準備  報告記            
 
ワーキンググループ＃       

所属：         
 

氏名：         
 

 

ワーキンググループと所属、お名前を記入し、WG プロダクトの簡単な説明を A4 サイズ１ページに収まる

ように記入してください。（MS P 明朝 フォントサイズ 10.5pt） 

WG プロダクトはパワーポイント形式で添付してください。 
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セッション２：「Step3 5 年⽣に対する教育を確⽴する」  
                                      印象記  
 
ワーキンググループ＃       

所属：         
 

氏名：         
 

 

ワーキンググループと所属、お名前を記入し、Ａ4 サイズ１ページに収まるように記入してください。 

（MS P 明朝 フォントサイズ 10.5pt） 
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セッション２：「Step3 5 年⽣に対する教育を確⽴する」   
                                      報告記  

 
ワーキンググループ＃       

所属：         
 

氏名：         
 

 

ワーキンググループと所属、お名前を記入し、WG プロダクトの簡単な説明を A4 サイズ１ページに収まる

ように記入してください。（MS P 明朝 フォントサイズ 10.5pt） 

WG プロダクトはパワーポイント形式で添付してください。 
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セッション３：「⻭科医師会との連携した教育の充実を図る」  
           －地域医療実習－                  印象記  

 
⼤学名＃       

所属：         
 

氏名：         
 

 

大学名と所属、お名前を記入し、Ａ4 サイズ１ページに収まるように記入してください。 

（MS P 明朝 フォントサイズ 10.5pt） 
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セッション３：「⻭科医師会との連携した教育の充実を図る」  
           －地域医療実習－                  報告記  
 
⼤学名＃       

所属：         
 

氏名：         
 

 

大学名と所属、お名前を記入し、プロダクトの簡単な説明を A4 サイズ１ページに収まるように記入してくだ

さい。（MS P 明朝 フォントサイズ 10.5pt） 

プロダクトはパワーポイント形式で添付してください。 
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