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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 51 回 IT を活用した教育センター会議 議事録 

【日 時】平成 29年 7月 26日（水）11時～12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 505 号室、金沢電子出版株式会社、株式会社ピコラボ 

【出席者】城教授、佐藤健一教授、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）片岡教授、美島教授、岩根課長（昭和大学）鈴木様（株式会社ピコラボ）鈴木様（金沢電子） 

――――――――――――― 議 事 内 容 ――――――――――――― 

報告事項 

1. 第 50回 ITを活用した教育センター会議議事録（案）報告書             （資料 1）  

2. 3大学共通試験について（ブラッシュアップ結果） 

3. 3大学共通の IT を活用した準備教育（Step1､2）マスターコース 

4. 平成 28年度 3大学ポートフォリオなど回収状況    

5. 第 36回歯科医学教育学会（松本市）における 3大学教員・学生の交流について 

7月 28日(金)21 時から 学生発表は 7 月 29 日(土) 

                     

検討事項      

1.  3大学共通試験のブラッシュアップ 

正答率などの情報を踏まえて、試験問題のブラッシュアップを行った。プロダクトは本会議報告書 

に記載する予定。これを基に城教授に本年度の試験問題の作成をお願いする。3大学では今年度から

定期試験として紙媒体で実施する予定である。新作問題の依頼は城先生にお願いすることになった。 

2.  当該年度の授業に用いる IT 教材のブラッシュアップ（マスターコースへ収載）の決定 

  8月 12日を〆切りとして、「ブラッシュアップコース」のコンテンツを「マスターコース」にコピー

することになり、各大学は所定の場所に置かれた「マスターコース」のコピーを活用して自校の授

業コンテンツを作成する。 

3.  研修医向けの IT教材作成の検討 

越野教授を中心に今年度内に研修医向けコンテンツ作成を実施する予定である。IT教材の作成は 

北海道医療大学 歳桃様のご助力をいただく。 

 

次回 10月に開催予定 
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1. 第50回ＩＴを活⽤した教育センター会議 議事録

【日 時】平成29年6月22日（木）13時～16時30分

【場 所】昭和大学：1号館5階会議室A

【出席者】城教授、佐藤健一教授、熊谷准教授、村井助教（岩手医科大学）、 越野教授、會田教授、豊下

講師、草野講師（北海道医療大学）小出学長、美島教授、佐藤裕二教授、安原講師、弘中教授、内海講師、

丸岡准教授、中村先生、森崎先生、片岡教授（昭和大学）下山先生（大森歯科医師会）中村先生（荏原歯

科医師会）小幡先生（目黒区歯科医師会）林田先生（蒲田歯科医師会）鈴木様（株式会社ピコラボ）佐藤

様（金沢電子出版株式会社）

――――――――――――― 議 事 内 容 ―――――――――――――

報告事項

1. 第49回ITを活用した教育センター会議議事録

2. 大学間連携共同教育推進事業事後評価調書

3. 大学間連携共同教育推進事業報告書案

4. 3大学共通試験について

5. 3大学共通のITを活用した準備教育（Step1～3）シラバス

6. H29年度の「口腔医学とチーム医療Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ」の教材ブラッシュアップコース、マスターコースの運

用について

7. 平成28年度3大学ポートフォリオなど回収状況

8. 第36回歯科医学教育学会（松本市）における3大学教員・学生の交流について

7月28日(金)21時から

検討事項

1. 3大学共通試験のブラッシュアップ

2. 当該年度の授業に用いるIT教材のブラッシュアップ（マスターコースへ収載）の決定

3. 研修医向けのIT教材作成の検討

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50回ITを活用した教育センター会議（対面） 議事録
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場   所 ： 昭和大学　旗の台校舎　1号館 5階会議室Ａ

（青）グループ1：口腔乾燥症：4名

1 1 美島　健二 先生 教授

2 1 佐藤　裕二 先生 教授

3 1 安原　理佳 先生 講師

4 1 熊谷　章子 先生 岩手医科大学 准教授

（赤）グループ4：基礎疾患を有する患者の歯科診療：4名

1 2 城　茂治 先生 教授 取組担当者

2 2 佐藤　健一 先生 教授

3 TF 片岡　竜太 先生 昭和大学 教授 取組担当者

4 2 草野　薫 先生 北海道医療大学 講師

1 3 弘中　祥司 先生 教授

2 3 内海　明美 先生 講師

3 3 會田　英紀 先生 北海道医療大学 教授

4 3 下山　忠明 先生 大田区大森歯科医師会 監事

5 3 中村  豪介 先生 荏原歯科医師会 公衆衛生担当理事

1 4 越野　寿 先生 教授

2 4 豊下　祥史 先生 講師

3 4 丸岡　靖史 先生 昭和大学 准教授

4 4 村井　治 先生 岩手医科大学 助教

5 4 小幡　宏一 先生 目黒区歯科医師会 理事

6 4 林田　賢一 先生 蒲田歯科医師会 学術担当理事

1 実習 中村　史朗 先生 准教授

2 実習 森崎　弘史 先生 講師

1 TF 小出　良平 先生 昭和大学 学長

2 TF 片岡　竜太 先生 昭和大学 教授 取組担当者

1 ＩＴ 佐藤　伸平 様 金沢電子出版株式会社 代表取締役　社長

2 ＩＴ 鈴木　泰山 様 株式会社ピコラボ 取締役 知識情報処理事業部長

ＩＴ：2名

昭和大学

昭和大学

岩手医科大学

昭和大学

北海道医療大学

 （黄）グループ３ ： 地域連携医療 ： 5名

（緑）グループ4：地域連携医療：6名

開催日 ： 平成29年6月22日（木）　

文部科学省　大学間連携共同教育推進事業
第50回　ITを活用した教育センター会議（対面）　参加者名簿

TF：2名

実習担当：2名

2. 参加者名簿
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第50回 ＩＴを活用した教育センター会議 スケジュール

時間 テーマ 実施方法 担当 会場

12：30～13：00 集合・受付

1号館5階
A会議室

13：00～13：10 開会（学長挨拶、参加者自己紹介） 全体会 片岡

13：10～13：40 報告事項 全体会 片岡

13：40～15：00

WG毎のディスカッション（PBL室に移動）
1. 3大学共通試験のブラッシュアップ
2. 平成29年度の授業に用いるIT教材のブラッ

シュアップ

グループ
討議

1号館5階
PBL室

15：00～16：25

全体会議
1. 3大学共通試験案の決定
2. 平成29年度の授業に用いるIT教材
（マスターコースへ収載）の決定

3. 研修医向け教材作成の検討

全体会
発表５分
討議３分

1号館5階
A会議室

16：25～16：30 閉会（写真撮影）

16：30～19：00 懇親会
スペイン
食堂石井

■ 開催日 ： 2017年6月22日（木）
■ 場 所 ： 昭和大学 旗の台校舎 1号館5階A会議室

3. タイムスケジュール
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4. 第50回ＩＴを活⽤した教育センター会議 資料

1) 事後評価調査資料
2) 授業ごとの学⽣アンケート結果
3) e-ラーニング教材 平均正答率
4) 共通試験3⼤学平均正答率
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【自由記載】

問13.今回の授業で良かったことを書いてください。
非常にわかりやすかった
わかりやすかった
ｖｐと併用することで、よりリアルな問診の形をとることができた。
バーチャルペイシェントとの併用が実際に医療面接をしているようでわかりやすかった。
特になし（5件）

問14.今回の授業で改善して欲しいことを書いてください。
特にない（5件）
VPとかEランとか、いろんなものをいろんなもので開かないといけなくて複雑すぎた。 しかもVPが開けなかった

VPが使用できなかった。
ＶＰで回答肢がないとなぞなぞを解いている気分になる。
VPの問題が答えにくかった。

問15．その他気づいたことを書いてください。
特になし（4件）
復習課題を再度受験する時に、打ち込めるように空欄にしてほしい。前回の答えが表示されてしまい、復習しにくい。
単語によって選択肢がでてくるＶＰのやりやすさがよく分かった。
Wi－Fiが不安定である

昭和大学４年生　口腔医学とチーム医療Ⅰ　IT連携授業アンケート
学習項目：第11回  チーム医療における歯科医師の役割（急性期）

実施日：平成28年10月25日3限（担当：弘中）

VPがずっと繋がらずに自分でやることができなかった。また、周囲の人達も繋がらないことが多かったので、可能
であれば接続状況を改善して頂きたい。

WG3 

資料 2) 授業ごとの学生アンケート結果
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平成27年度 平成28年度

チーム医療 1
本邦における日本人の死因の第３位はどれか。1つ選べ。:
 結　核; 悪性新生物; 心疾患; 肺　炎; 脳血管障害

86

口腔乾燥症 2
唾液腺の水分泌に関与する受容体はどれか。１つ選べ。:
 セロトニン受容体; アドレナリン受容体; 上皮増殖因子受容体; アセチルコリン受容体; グ
ルココルチコイド受容体

80 83

口腔乾燥症 3
唾液成分と機能との組合せで正しいのはどれか。1つ選べ。:
ムチン ,　 抗菌作用; リゾチーム 　, 食塊形成作用; 炭酸・重炭酸 　, 味覚形成; アミラーゼ
,中和作用; ラクトフェリン , 抗菌作用

77 89

口腔乾燥症 4
自律神経による唾液腺分泌の調節について空欄に適切な言葉を入れよ。
唾液腺の水分泌は _____ 神経で、蛋白分泌は _____ 神経で調節される。

63

口腔乾燥症 5
刺激時唾液量（10分間）を測定した。正常値の下限はどれか。1つ選べ。:
15ml; 25ml; 20ml; 5ml; 10ml

73 85

口腔乾燥症 6
口腔乾燥症の原因で唾液腺組織の障害を伴うのはどれか。1つ選べ。:
 シェーグレン (Sjogren) 症候群; 口呼吸; ストレス; 降圧薬の服用; 脱　水

100 92

口腔乾燥症 7
口腔乾燥症を伴う疾患はどれか。1つ選べ。:
心筋梗塞; 肺気腫; 糖尿病; 膵　炎; 肝硬変

97 99

基礎疾患 8
心電図を示す。空欄に適切な言葉を入れよ。
この心電図上での、（ア）の波は心房の脱分極、（イ）の波は _____ 、（ウ）の波は _____ を表
す

61 64（選択式）

基礎疾患 9
心房細動について空欄に適切な言葉を入れよ。
心房細動 (AF) の f 波は _____ 誘導または第III誘導で確認しやすい。

3 20（選択式）

基礎疾患 10
心房細動 (AF) の原因として多いのはどれか。1つ選べ。:
肺線維症; 大動脈弁逆流; 肥大型心筋症; 僧帽弁狭窄症; 感染性心内膜炎

53 69

基礎疾患 11
68歳の男性。下顎左側第一大臼歯の抜去を予定した。心疾患以外の全身的合併症は無
いという。初診時の心電図（図）を示す。常用している薬物はどれか。1つ選べ。 :
 ワルファリンカリウム; プレドニゾロン; ニフェジピン; シメチジン; サルブタモール硫酸塩

65 57

基礎疾患 12
インスリンの役割について適切な言葉を空欄に入れよ。 :
食事により小腸でブドウ糖が吸収されると、食後に _____ が分泌され、 _____ を下げる。

92 97（選択式）

基礎疾患 13
１型糖尿病の特徴で正しいのはどれか。1つ選べ。:
インシュリン注射が不可欠である; 肥満傾向が著しい; ２型糖尿病より頻度が高い; 自己抗
体が陰性である; 発症年齢は中高齢者に多い

87 80

基礎疾患 14
糖尿病の３大合併症で正しいのはどれか。1つ選べ。:
心筋症; 緑内障; 脳梗塞; 歯周病; 腎　症

62 76

基礎疾患 15
低血糖発作の初期症状で正しいのはどれか。2つ選べ。:
冷汗; 昏睡; 頭痛; 嘔吐; 脱力感

30

基礎疾患 16
パルスオキシメータで測定できるのはどれか。2つ選べ。:
動脈血酸素飽和度; 脈拍数; 動脈血二酸化炭素濃度; 呼吸数; 吸入気酸素濃度

82 88

基礎疾患 17
運動強度について適切な言葉を空欄に入れよ。 :
安静時の酸素消費量を 1 として、単位を _____ を用いて表現する。運動耐容能はこの単位
を用いて安静時の何倍の運動強度に耐えられるかで表現される。

15 63（選択式）

チーム医療 18
2025年問題とは何か。１つ選べ。:
病院の数が減少する。; 歯科医師数が最大となる。; 後期高齢者比率が高くなる。; 日本の
人口が最大となる。; 出生数が最低となる。

97 85

基礎疾患 19
脳梗塞患者のリハビリテーションで最も滞在が長いのはどこか。１つ選べ。:
リハビリテーション病棟; ICU; 急性期病棟; 在　宅; 回復期病棟

45 42

チーム医療 20
在宅高齢者に対する歯科で、介護保険が利用できるのはどれか。１つ選べ。:
 抜　歯; 義歯管理指導; 新義歯用印象採得; 義歯調整; スケーリング

57 43

チーム医療 21
急性期病棟で挿管中の患者の口腔ケアで注意するのはどれか。２つ選べ。: 血糖値; 感
染症の有無; 体　重; 食物残渣; カフ圧

8 9

チーム医療 22
急性期病棟のチーム医療で歯科医師が関わるのはどれか。２つ選べ。:
 嚥下チーム; 呼吸器チーム; 病棟管理チーム; 感染症チーム; 褥瘡チーム

35 36

基礎疾患 23
ワルファリンカリウム服用患者の抜歯で必要な検査項目はどれか。１つ選べ。:
血漿フィブリノゲン; 血小板数; 血清FDP; PT-INR; 出血時間

82 83

基礎疾患 24
ワルファリンカリウムを服用している患者への併用で、出血傾向を増強するのはどれか。
２つ選べ。:
チアラミド塩酸塩; クリンダマイシン塩酸塩; アシクロビル; アスピリン; インドメタシン

64 72

基礎疾患 25
脳血管疾患の危険因子はどれか。1つ選べ。:
高血圧; 骨粗鬆症; 糸球体腎炎; インフルエンザ; 肺気腫

99 94

基礎疾患 26
高齢者の有病率（外来）で一番高いのはどれか。1つ選べ。:
悪性新生物; 糖尿病; 脊柱障害; 歯周疾患; 高血圧

62 76

基礎疾患 27
高齢者で介護が必要となる原因疾患で最も多いのはどれか。1つ選べ。:
心筋梗塞; 悪性腫瘍; 脳血管疾患; 肝硬変; 糖尿病

98 99

基礎疾患 28
我が国の死亡率で1970年以降減少傾向にある死因はどれか。1つ選べ。:
脳血管疾患; 自　殺; 肺　炎; 心疾患; 悪性新生物

54 60

基礎疾患 29
脳血管障害について適切な言葉を空欄に入れよ。 :
脳血管障害は、脳梗塞、脳出血、_____ に分類される。

50 72（選択式）

基礎疾患 30
脳梗塞について適切な言葉を空欄に入れよ。 :
脳梗塞は臨床的に、_____、アテローム血栓性脳梗塞、ラクーナ梗塞の３つの病型に分類さ
れる

10

口腔乾燥症 31
唾液腺の有機成分で最も多いのはどれか。1つ選べ。: 炭水化物; 低分子有機物; 水溶性
ビタミン; 脂　質; タンパク質

71

口腔乾燥症 32
唾液に含まれる抗菌性を有する酵素はどれか。1つ選べ: ロダン塩; ラクトフェリン; ムチン;
リゾチーム; シスタチン

66

口腔乾燥症 33
唾液腺分泌の調節神経について（ 　　）に当てはまる語句で正しいのはどれか。1つ選べ。
唾液腺の水分泌は（　　　）で調節される。: 交感神経; 舌咽神経; 顔面神経; 三叉神経; 副
交感神経

74

口腔乾燥症 34
口腔乾燥症に併発するのはどれか。１つ選べ。: 口腔扁平苔癬; ヘルペス性口内炎; 慢性
再発性アフタ; メラニン色素沈着; 平滑舌

76

分野

3大学共通試験　問題毎の正答率

3大学平均正答率（%）
問題

資料 4) 共通試験3大学平均正答率
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口腔乾燥症 35
唾液分泌抑制を引き起こす主たる機序はどれか。１つ選べ: 抗利尿作用; 抗ドーパミン作
用; 抗コリン作用; 抗アドレナリン作用; 抗セロトニン作用

82

口腔乾燥症 36
唾液の成分で食塊形成作用に関連するのはどれか。１つ選べ。: ペルオキシダーゼ; カタ
ラーゼ; ムチン; ラクトフェリン; リゾチーム

89

口腔乾燥症 37

60歳の女性。口腔乾燥感を主訴として来院した。唾液分泌検査の結果、0.5g/2分（基準
値：2.0g以上/2分）で唾液腺機能低下と評価された。
実施した検査はどれか。1つ選べ。: Schirmer試験; ローズベンガル試験; ガム試験; Saxon
テスト; 蛍光色素試験

88

チーム医療 38
医療面接で「診療を求めて来る動機となった自覚症状を経時的に記載した内容」はどれ
か。1つ選べ。: 社会歴; 現病歴; 現　症; 主　訴; 既往歴

85

口腔乾燥症 39

唾液腺分泌の調節神経について（　　）に当てはまる語句で正しいのはどれか。 それぞれ
1つずつ選べ。
唾液腺の蛋白分泌は（　　）で調節される。: 副交感神経; 交感神経; 三叉神経; 顔面神経;
舌咽神経

74

基礎疾患 40
ブドウ糖をエネルギーとして貯蔵することができるのはどれか。１つ選べ。: 膵　臓; 肝　臓;
腎　臓; 心　臓; 脾　臓

80

基礎疾患 41
２型糖尿病の特徴はどれか。1つ選べ。: ケトアシドースを起こしやすい。; 小児期より発症
する。; インシュリン分泌低下で発症する。; Ⅰ型糖尿病より頻度が低い。

48

基礎疾患 42
（　　　）に当てはまる語句で正しいのはどれか。１つ選べ。
糖尿病による慢性合併症として、 （　　　）は微小血管障害により発症する。: 心筋梗塞; 狭
心症; 網膜症; 脳梗塞; 閉塞性動脈硬化症

63

基礎疾患 43
低血糖発作の初期症状で正しいのはどれか。1つ選べ。
: 脱力感; 頭　痛; けいれん; 昏　睡; 嘔　吐

43

基礎疾患 44
脳梗塞の臨床病型分類で正しいのはどれか。2つ選べ。: 心原性; 細菌誘発性; アテロー
ム血栓性; 肺由来性; 悪性新生物性

92

高齢者の特徴 45
高齢者の精神的・心理的特徴として正しいのはどれか。2つ選べ。: 新しいことに適応しや
すい。; 思考や行動のスピードが上昇する。; 被害者的な気持ちが起こりやすい。; うつ気
分が起こりやすい。; 知的機能が向上する。

99

高齢者の特徴 46 老化の影響を受けにくいのはどれか。1つ選べ。: 視　覚; 反射唾液; 味　覚; 筋　力; 聴　覚 68

高齢者の特徴 47
高齢者の身体的特徴として正しいのはどれか。2つ選べ。: 外気温が高いと体温も上昇し
やすい。; 耐糖能が上昇する。; 運動能力の個人差は小さい。; 診断の基準となる症状や
兆候がはっきり出やすい。; 現疾患と関係のない合併症を起こしやすい。

80

基礎疾患 48
脳血管疾患による高次脳機能障害はどれか。２つ選べ。: 失　声; 上肢麻痺; 失　行; 嚥下
障害; 失　語

65

チーム医療 49
高齢者で経静脈栄養に比べて経口摂取が優れているのはどれか。1つ選べ。: 脱水防止;
尿量の維持; 腸管免疫能の維持; 血圧の調整; 電解質の補正

76

チーム医療 50

90歳の女性。介護支援専門員より口腔ケア方法の指導を依頼された。肺炎を繰り返して
いるという。上下肢に運動障害は認めない。発話はなく、時折発せられる声は湿性を呈し
ていた。 口腔ケア指導を行うにあたり適正な頸部の姿勢はどれか。1つ選べ。: 伸　展; 前
屈; 側　屈; 前　突; 回　旋

67

チーム医療 51
摂食・嚥下障害で起こりやすいのはどれか。1つ選べ。: めまい; 脱　水; 血圧上昇; けいれ
ん; 下　痢

86

チーム医療 52
在宅歯科医療で行う義歯修理で正しいのはどれか。1つ選べ。: ホームヘルパーが診療補
助を行う。; 地域保険法に基づいて行う。; 医療機関との連携をとる。; 介護保険の対象で
ある。; 保健所長の指示で行う。

68

チーム医療 53

71歳の女性。家族から口腔の管理を依頼された。3か月前に脳卒中で片麻痺となり、1か
月前から特別養護老人ホームに入居したという。入居後、摂食困難となったため胃瘻を形
成したという。完全介護であるが、会話ができる。口腔内は上下とも無歯顎で、義歯を使
用していない。
まず行うべき対応はどれか。: 義歯の新製; 義歯取扱いの指導; 構音補助床の装着; 直接
嚥下訓練; 口腔清掃の実施

85

チーム医療 54
日本の2010年の人国ピラミッドから読み取れるのはどれか。2つ選べ。: 老年人口割合は
変わらない。; 少子化は進行する。; 生産年齢人口は減少する。; 平均寿命は伸びる。; 総
人口は増加する。

85

大学 平成27年度 平成28年度

北海道医療大学 43 43

岩手医科大学 46 37

昭和大学 94 87

受験者数（名）

資料 4) 共通試験3大学平均正答率
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平成27年度 平成28年度

チーム医療 1
本邦における日本人の死因の第３位はどれか。1つ選べ。:
 結　核; 悪性新生物; 心疾患; 肺　炎; 脳血管障害

86

口腔乾燥症 2
唾液腺の水分泌に関与する受容体はどれか。１つ選べ。:
 セロトニン受容体; アドレナリン受容体; 上皮増殖因子受容体; アセチルコリン受容体;
グルココルチコイド受容体

80 83

口腔乾燥症 3
唾液成分と機能との組合せで正しいのはどれか。1つ選べ。:
ムチン ,　 抗菌作用; リゾチーム 　, 食塊形成作用; 炭酸・重炭酸 　, 味覚形成; アミラー
ゼ ,中和作用; ラクトフェリン , 抗菌作用

77 89

口腔乾燥症 4
自律神経による唾液腺分泌の調節について空欄に適切な言葉を入れよ。
唾液腺の水分泌は _____ 神経で、蛋白分泌は _____ 神経で調節される。

63

口腔乾燥症 5
刺激時唾液量（10分間）を測定した。正常値の下限はどれか。1つ選べ。:
15ml; 25ml; 20ml; 5ml; 10ml

73 85

口腔乾燥症 6
口腔乾燥症の原因で唾液腺組織の障害を伴うのはどれか。1つ選べ。:
 シェーグレン (Sjogren) 症候群; 口呼吸; ストレス; 降圧薬の服用; 脱　水

100 92

口腔乾燥症 7
口腔乾燥症を伴う疾患はどれか。1つ選べ。:
心筋梗塞; 肺気腫; 糖尿病; 膵　炎; 肝硬変

97 99

基礎疾患 8
心電図を示す。空欄に適切な言葉を入れよ。
この心電図上での、（ア）の波は心房の脱分極、（イ）の波は _____ 、（ウ）の波は _____ を表

61 64（選択式）

基礎疾患 9
心房細動について空欄に適切な言葉を入れよ。
心房細動 (AF) の f 波は _____ 誘導または第III誘導で確認しやすい。

3 20（選択式）

基礎疾患 10
心房細動 (AF) の原因として多いのはどれか。1つ選べ。:
肺線維症; 大動脈弁逆流; 肥大型心筋症; 僧帽弁狭窄症; 感染性心内膜炎

53 69

基礎疾患 11
68歳の男性。下顎左側第一大臼歯の抜去を予定した。心疾患以外の全身的合併症は
無いという。初診時の心電図（図）を示す。常用している薬物はどれか。1つ選べ。 :
 ワルファリンカリウム; プレドニゾロン; ニフェジピン; シメチジン; サルブタモール硫酸塩

65 57

基礎疾患 12
インスリンの役割について適切な言葉を空欄に入れよ。 :
食事により小腸でブドウ糖が吸収されると、食後に _____ が分泌され、 _____ を下げる。

92 97（選択式）

基礎疾患 13
１型糖尿病の特徴で正しいのはどれか。1つ選べ。:
インシュリン注射が不可欠である; 肥満傾向が著しい; ２型糖尿病より頻度が高い; 自己
抗体が陰性である; 発症年齢は中高齢者に多い

87 80

基礎疾患 14
糖尿病の３大合併症で正しいのはどれか。1つ選べ。:
心筋症; 緑内障; 脳梗塞; 歯周病; 腎　症

62 76

基礎疾患 15
低血糖発作の初期症状で正しいのはどれか。2つ選べ。:
冷汗; 昏睡; 頭痛; 嘔吐; 脱力感

30

基礎疾患 16
パルスオキシメータで測定できるのはどれか。2つ選べ。:
動脈血酸素飽和度; 脈拍数; 動脈血二酸化炭素濃度; 呼吸数; 吸入気酸素濃度

82 88

基礎疾患 17
運動強度について適切な言葉を空欄に入れよ。 :
安静時の酸素消費量を 1 として、単位を _____ を用いて表現する。運動耐容能はこの単
位を用いて安静時の何倍の運動強度に耐えられるかで表現される。

15 63（選択式）

チーム医療 18
2025年問題とは何か。１つ選べ。:
病院の数が減少する。; 歯科医師数が最大となる。; 後期高齢者比率が高くなる。; 日本
の人口が最大となる。; 出生数が最低となる。

97 85

基礎疾患 19
脳梗塞患者のリハビリテーションで最も滞在が長いのはどこか。１つ選べ。:
リハビリテーション病棟; ICU; 急性期病棟; 在　宅; 回復期病棟

45 42

チーム医療 20
在宅高齢者に対する歯科で、介護保険が利用できるのはどれか。１つ選べ。:
 抜　歯; 義歯管理指導; 新義歯用印象採得; 義歯調整; スケーリング

57 43

チーム医療 21
急性期病棟で挿管中の患者の口腔ケアで注意するのはどれか。２つ選べ。: 血糖値; 感
染症の有無; 体　重; 食物残渣; カフ圧

8 9

チーム医療 22
急性期病棟のチーム医療で歯科医師が関わるのはどれか。２つ選べ。:
 嚥下チーム; 呼吸器チーム; 病棟管理チーム; 感染症チーム; 褥瘡チーム

35 36

基礎疾患 23
ワルファリンカリウム服用患者の抜歯で必要な検査項目はどれか。１つ選べ。:
血漿フィブリノゲン; 血小板数; 血清FDP; PT-INR; 出血時間

82 83

基礎疾患 24
ワルファリンカリウムを服用している患者への併用で、出血傾向を増強するのはどれ
か。２つ選べ。:
チアラミド塩酸塩; クリンダマイシン塩酸塩; アシクロビル; アスピリン; インドメタシン

64 72

基礎疾患 25
脳血管疾患の危険因子はどれか。1つ選べ。:
高血圧; 骨粗鬆症; 糸球体腎炎; インフルエンザ; 肺気腫

99 94

基礎疾患 26
高齢者の有病率（外来）で一番高いのはどれか。1つ選べ。:
悪性新生物; 糖尿病; 脊柱障害; 歯周疾患; 高血圧

62 76

基礎疾患 27
高齢者で介護が必要となる原因疾患で最も多いのはどれか。1つ選べ。:
心筋梗塞; 悪性腫瘍; 脳血管疾患; 肝硬変; 糖尿病

98 99

基礎疾患 28
我が国の死亡率で1970年以降減少傾向にある死因はどれか。1つ選べ。:
脳血管疾患; 自　殺; 肺　炎; 心疾患; 悪性新生物

54 60

基礎疾患 29
脳血管障害について適切な言葉を空欄に入れよ。 :
脳血管障害は、脳梗塞、脳出血、_____ に分類される。

50 72（選択式）

年度毎の平均正答率 65 71

3大学共通試験　年度毎の正答率

分野 問題
3大学平均正答率（%）

資料 4) 共通試験3大学平均正答率
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分野 問題 平成28年度

チーム医療 1
2025年問題とは何か。１つ選べ。:
病院の数が減少する。; 歯科医師数が最大となる。; 後期高齢者比率が高くなる。; 日本の人口が最大と
なる。; 出生数が最低となる。

85

チーム医療 2
在宅高齢者に対する歯科で、介護保険が利用できるのはどれか。１つ選べ。:
 抜　歯; 義歯管理指導; 新義歯用印象採得; 義歯調整; スケーリング

43

チーム医療 3
急性期病棟で挿管中の患者の口腔ケアで注意するのはどれか。２つ選べ。: 血糖値; 感染症の有無; 体
重; 食物残渣; カフ圧

9

チーム医療 4
急性期病棟のチーム医療で歯科医師が関わるのはどれか。２つ選べ。:
 嚥下チーム; 呼吸器チーム; 病棟管理チーム; 感染症チーム; 褥瘡チーム

36

チーム医療 5
医療面接で「診療を求めて来る動機となった自覚症状を経時的に記載した内容」はどれか。1つ選べ。: 社
会歴; 現病歴; 現　症; 主　訴; 既往歴

85

チーム医療 6
高齢者で経静脈栄養に比べて経口摂取が優れているのはどれか。1つ選べ。: 脱水防止; 尿量の維持; 腸
管免疫能の維持; 血圧の調整; 電解質の補正

76

チーム医療 7
90歳の女性。介護支援専門員より口腔ケア方法の指導を依頼された。肺炎を繰り返しているという。上下
肢に運動障害は認めない。発話はなく、時折発せられる声は湿性を呈していた。 口腔ケア指導を行うに
あたり適正な頸部の姿勢はどれか。1つ選べ。: 伸　展; 前　屈; 側　屈; 前　突; 回　旋

67

チーム医療 8 摂食・嚥下障害で起こりやすいのはどれか。1つ選べ。: めまい; 脱　水; 血圧上昇; けいれん; 下　痢 86

チーム医療 9
在宅歯科医療で行う義歯修理で正しいのはどれか。1つ選べ。: ホームヘルパーが診療補助を行う。; 地
域保険法に基づいて行う。; 医療機関との連携をとる。; 介護保険の対象である。; 保健所長の指示で行

68

チーム医療 10

71歳の女性。家族から口腔の管理を依頼された。3か月前に脳卒中で片麻痺となり、1か月前から特別養
護老人ホームに入居したという。入居後、摂食困難となったため胃瘻を形成したという。完全介護である
が、会話ができる。口腔内は上下とも無歯顎で、義歯を使用していない。 まず行うべき対応はどれか。:
義歯の新製; 義歯取扱いの指導; 構音補助床の装着; 直接嚥下訓練; 口腔清掃の実施

85

チーム医療 11
日本の2010年の人国ピラミッドから読み取れるのはどれか。2つ選べ。: 老年人口割合は変わらない。; 少
子化は進行する。; 生産年齢人口は減少する。; 平均寿命は伸びる。; 総人口は増加する。

85

分野：チーム医療の正答率 66

口腔乾燥症 1
唾液腺の水分泌に関与する受容体はどれか。１つ選べ。:
 セロトニン受容体; アドレナリン受容体; 上皮増殖因子受容体; アセチルコリン受容体; グルココルチコイド

83

口腔乾燥症 2
唾液成分と機能との組合せで正しいのはどれか。1つ選べ。:
ムチン ,　 抗菌作用; リゾチーム 　, 食塊形成作用; 炭酸・重炭酸 　, 味覚形成; アミラーゼ ,中和作用; ラク
トフェリン , 抗菌作用

89

口腔乾燥症 3
刺激時唾液量（10分間）を測定した。正常値の下限はどれか。1つ選べ。:
15ml; 25ml; 20ml; 5ml; 10ml

85

口腔乾燥症 4
口腔乾燥症の原因で唾液腺組織の障害を伴うのはどれか。1つ選べ。:
 シェーグレン (Sjogren) 症候群; 口呼吸; ストレス; 降圧薬の服用; 脱　水

92

口腔乾燥症 5
口腔乾燥症を伴う疾患はどれか。1つ選べ。:
心筋梗塞; 肺気腫; 糖尿病; 膵　炎; 肝硬変

99

口腔乾燥症 6 唾液腺の有機成分で最も多いのはどれか。1つ選べ。: 炭水化物; 低分子有機物; 水溶性ビタミン; 脂　質; 71
口腔乾燥症 7 唾液に含まれる抗菌性を有する酵素はどれか。1つ選べ: ロダン塩; ラクトフェリン; ムチン; リゾチーム; シ 66

口腔乾燥症 8
唾液腺分泌の調節神経について（ 　　）に当てはまる語句で正しいのはどれか。1つ選べ。
唾液腺の水分泌は（　　　）で調節される。: 交感神経; 舌咽神経; 顔面神経; 三叉神経; 副交感神経

74

口腔乾燥症 9
口腔乾燥症に併発するのはどれか。１つ選べ。: 口腔扁平苔癬; ヘルペス性口内炎; 慢性再発性アフタ; メ
ラニン色素沈着; 平滑舌

76

口腔乾燥症 10
唾液分泌抑制を引き起こす主たる機序はどれか。１つ選べ: 抗利尿作用; 抗ドーパミン作用; 抗コリン作
用; 抗アドレナリン作用; 抗セロトニン作用

82

口腔乾燥症 11
唾液の成分で食塊形成作用に関連するのはどれか。１つ選べ。: ペルオキシダーゼ; カタラーゼ; ムチン;
ラクトフェリン; リゾチーム

89

口腔乾燥症 12
60歳の女性。口腔乾燥感を主訴として来院した。唾液分泌検査の結果、0.5g/2分（基準値：2.0g以上/2
分）で唾液腺機能低下と評価された。
実施した検査はどれか。1つ選べ。: Schirmer試験; ローズベンガル試験; ガム試験; Saxonテスト; 蛍光色

88

口腔乾燥症 13
唾液腺分泌の調節神経について（　　）に当てはまる語句で正しいのはどれか。 それぞれ1つずつ選べ。
唾液腺の蛋白分泌は（　　）で調節される。: 副交感神経; 交感神経; 三叉神経; 顔面神経; 舌咽神経

74

分野：口腔乾燥症の正答率 82

基礎疾患 1
心電図を示す。空欄に適切な言葉を入れよ。
この心電図上での、（ア）の波は心房の脱分極、（イ）の波は _____ 、（ウ）の波は _____ を表す。

64

基礎疾患 2
心房細動について空欄に適切な言葉を入れよ。
心房細動 (AF) の f 波は _____ 誘導または第III誘導で確認しやすい。

20

基礎疾患 3
心房細動 (AF) の原因として多いのはどれか。1つ選べ。:
肺線維症; 大動脈弁逆流; 肥大型心筋症; 僧帽弁狭窄症; 感染性心内膜炎

69

基礎疾患 4
68歳の男性。下顎左側第一大臼歯の抜去を予定した。心疾患以外の全身的合併症は無いという。初診
時の心電図（図）を示す。常用している薬物はどれか。1つ選べ。 :
 ワルファリンカリウム; プレドニゾロン; ニフェジピン; シメチジン; サルブタモール硫酸塩

57

基礎疾患 5
インスリンの役割について適切な言葉を空欄に入れよ。 :
食事により小腸でブドウ糖が吸収されると、食後に _____ が分泌され、 _____ を下げる。

97

基礎疾患 6
１型糖尿病の特徴で正しいのはどれか。1つ選べ。:
インシュリン注射が不可欠である; 肥満傾向が著しい; ２型糖尿病より頻度が高い; 自己抗体が陰性であ
る; 発症年齢は中高齢者に多い

80

基礎疾患 7
糖尿病の３大合併症で正しいのはどれか。1つ選べ。:
心筋症; 緑内障; 脳梗塞; 歯周病; 腎　症

76

基礎疾患 8
パルスオキシメータで測定できるのはどれか。2つ選べ。:
動脈血酸素飽和度; 脈拍数; 動脈血二酸化炭素濃度; 呼吸数; 吸入気酸素濃度

88

基礎疾患 9
運動強度について適切な言葉を空欄に入れよ。 :
安静時の酸素消費量を 1 として、単位を _____ を用いて表現する。運動耐容能はこの単位を用いて安静時
の何倍の運動強度に耐えられるかで表現される。

63

3大学共通試験　平成28年度　分野毎の正答率
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基礎疾患 10
脳梗塞患者のリハビリテーションで最も滞在が長いのはどこか。１つ選べ。:
リハビリテーション病棟; ICU; 急性期病棟; 在　宅; 回復期病棟

42

基礎疾患 11
ワルファリンカリウム服用患者の抜歯で必要な検査項目はどれか。１つ選べ。:
血漿フィブリノゲン; 血小板数; 血清FDP; PT-INR; 出血時間

83

基礎疾患 12
ワルファリンカリウムを服用している患者への併用で、出血傾向を増強するのはどれか。２つ選べ。:
チアラミド塩酸塩; クリンダマイシン塩酸塩; アシクロビル; アスピリン; インドメタシン

72

基礎疾患 13
脳血管疾患の危険因子はどれか。1つ選べ。:
高血圧; 骨粗鬆症; 糸球体腎炎; インフルエンザ; 肺気腫

94

基礎疾患 14
高齢者の有病率（外来）で一番高いのはどれか。1つ選べ。:
悪性新生物; 糖尿病; 脊柱障害; 歯周疾患; 高血圧

76

基礎疾患 15
高齢者で介護が必要となる原因疾患で最も多いのはどれか。1つ選べ。:
心筋梗塞; 悪性腫瘍; 脳血管疾患; 肝硬変; 糖尿病

99

基礎疾患 16
我が国の死亡率で1970年以降減少傾向にある死因はどれか。1つ選べ。:
脳血管疾患; 自　殺; 肺　炎; 心疾患; 悪性新生物

60

基礎疾患 17
脳血管障害について適切な言葉を空欄に入れよ。 :
脳血管障害は、脳梗塞、脳出血、_____ に分類される。

72

基礎疾患 18 ブドウ糖をエネルギーとして貯蔵することができるのはどれか。１つ選べ。: 膵　臓; 肝　臓; 腎　臓; 心　臓; 80

基礎疾患 19
２型糖尿病の特徴はどれか。1つ選べ。: ケトアシドースを起こしやすい。; 小児期より発症する。; インシュ
リン分泌低下で発症する。; Ⅰ型糖尿病より頻度が低い。

48

基礎疾患 20
（　　　）に当てはまる語句で正しいのはどれか。１つ選べ。
糖尿病による慢性合併症として、 （　　　）は微小血管障害により発症する。: 心筋梗塞; 狭心症; 網膜症;
脳梗塞; 閉塞性動脈硬化症

63

基礎疾患 21
低血糖発作の初期症状で正しいのはどれか。1つ選べ。
: 脱力感; 頭　痛; けいれん; 昏　睡; 嘔　吐

41

基礎疾患 22
脳梗塞の臨床病型分類で正しいのはどれか。2つ選べ。: 心原性; 細菌誘発性; アテローム血栓性; 肺由
来性; 悪性新生物性

92

基礎疾患 23 脳血管疾患による高次脳機能障害はどれか。２つ選べ。: 失　声; 上肢麻痺; 失　行; 嚥下障害; 失　語 65

分野：基礎疾患の正答率 70

高齢者の特徴 1
高齢者の精神的・心理的特徴として正しいのはどれか。2つ選べ。: 新しいことに適応しやすい。; 思考や
行動のスピードが上昇する。; 被害者的な気持ちが起こりやすい。; うつ気分が起こりやすい。; 知的機能

99

高齢者の特徴 2 老化の影響を受けにくいのはどれか。1つ選べ。: 視　覚; 反射唾液; 味　覚; 筋　力; 聴　覚 68

高齢者の特徴 3
高齢者の身体的特徴として正しいのはどれか。2つ選べ。: 外気温が高いと体温も上昇しやすい。; 耐糖能
が上昇する。; 運動能力の個人差は小さい。; 診断の基準となる症状や兆候がはっきり出やすい。; 現疾
患と関係のない合併症を起こしやすい。

80

分野：高齢者の特徴の正答率 82

資料 4) 共通試験3大学平均正答率
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平成27年度 平成28年度

WG1 問題 1
唾液腺の有機成分で最も多いのはどれか。1つ選べ。: 炭水化物; 低分子有機物; 水溶性ビタミ
ン; 脂　質; タンパク質

タンパク質 71

WG1 問題 2
唾液腺の水分泌に関与する受容体はどれか。１つ選べ。: アセチルコリン受容体; グルココルチコ
イド受容体; アドレナリン受容体; 上皮増殖因子受容体; セロトニン受容体

アセチルコリン受容体 80 83

WG1 問題 3
唾液に含まれる抗菌性を有する酵素はどれか。1つ選べ: ペルオキシダーゼ; ラクトフェリン; ムチ
ン; リゾチーム; シスタチン

リゾチーム 66

WG1 問題 4
唾液成分と機能との組合せで正しいのはどれか。1つ選べ。: リゾチーム・・・・・・・食塊形成作用;
ラクトフェリン・・・・・抗菌作用; ムチン・・・・・・・・・抗脱灰作用; アミラーゼ・・・・・・・中和作用; 炭
酸・重炭酸・・・・・・味覚形成

ラクトフェリン・・・・・抗
菌作用

77 89

WG1 問題 5

唾液腺分泌の調節神経について（ 　　）に当てはまる語句で正しいのはどれか。1つ選べ。

唾液腺の水分泌は（　　　）で調節される。: 交感神経; 舌咽神経; 顔面神経; 三叉神経; 副交感神
経

副交感神経 74

WG1 問題 6
刺激時唾液量（10分間）を測定した。正常値の下限はどれか。1つ選べ。: 15ml; 25ml; 20ml;
10ml; 5ml

10ml 73 85

WG1 問題 7
口腔乾燥症の原因で唾液腺組織の障害を伴うのはどれか。1つ選べ。: 脱　水; 口呼吸; 降圧薬
の服用; シェーグレン (Sjogren) 症候群; ストレス

シェーグレン (Sjogren)
症候群

100 92

WG1 問題 8 口腔乾燥症を伴う疾患はどれか。1つ選べ。: 肺気腫; 心筋梗塞; 糖尿病; 膵　炎; 肝硬変 糖尿病 97 99
WG1 問題 9 口腔乾燥症に併発するのはどれか。１つ選べ。 76

WG1 問題 10
唾液分泌抑制を引き起こす主たる機序はどれか。１つ選べ: 抗利尿作用; 抗ドーパミン作用; 抗コ
リン作用; 抗アドレナリン作用; 抗セロトニン作用

抗コリン作用 82

WG1 問題 11
唾液の成分で食塊形成作用に関連するのはどれか。１つ選べ。: ペルオキシダーゼ; カタラーゼ;
ムチン; ラクトフェリン; リゾチーム

ムチン 89

WG1 問題 12

60歳の女性。口腔乾燥感を主訴として来院した。唾液分泌検査の結果、0.5g/2分（基準値：2.0g
以上/2分）で唾液腺機能低下と評価された。
実施した検査はどれか。1つ選べ。: Schirmer試験; ローズベンガル試験; ガム試験; Saxonテスト;
蛍光色素試験

Saxonテスト 88

WG 問題 13
医療面接で「診療を求めて来る動機となった自覚症状を経時的に記載した内容」はどれか。1つ
選べ。: 社会歴; 現病歴; 現　症; 主　訴; 既往歴

現病歴 85

WG2 問題 14

安静時の酸素消費量を１として、運動耐容能を安静時の何倍の運動強度に耐えられるかで表現
される単位はどれか。1つ選べ。
ａ AHA
ｂ METs
ｃ NYHA
ｄ Mallampati
ｅ Hugh-Jones

METs 15 63

WG2 問題 15
パルスオキシメータで測定できるのはどれか。２つ選べ。: 脈拍数; 呼吸数; 吸入気酸素濃度; 動
脈血酸素飽和度; 動脈血二酸化炭素濃度

脈拍数; 動脈血酸素飽
和度

82 88

WG2 問題 16

心電図を示す。（　　）に当てはまる語句の組合せで正しいのはどれか。
1つ選べ。
　心電図上での、（ア）の波は心房の　①　、（イ）の波は　②　、（ウ）の波は　③　を表す。
図
a　①心房の脱分極　②心室の脱分極　③心室の再分極
b　①心房の脱分極　②心室の再分極　③心室中隔の脱分極
c　①心房の再分極　②心室の再分極　③心房の脱分極
d　①心房の再分極　②心室中隔の脱分極　③心室の脱分極
e　①心室の脱分極　②心室中隔の脱分極　③心室の再分極

61 64

WG2 問題 17

心房細動でみられる特徴的波形はどれか。1つ選べ。
a　Δ波
b　f波
c　U波
d　冠性T波
e　異常Q波

3 20

WG2 問題 18
心房細動（AF）の原因として最も多いのはどれか。1つ選べ。: 僧帽弁狭窄症; 肥大型心筋症; 心
筋下璧梗塞; 肺線維症

僧帽弁狭窄症 53 69

WG2 問題 19

68歳の男性。下顎左側第一大臼歯の抜去を予定した。心疾患以外の全身的合併症は無いとい
う。初診時の心電図（図）を示す。常用している薬物はどれか。1つ選べ。

: サルブタモール硫酸塩; ワルファリンカリウム; ニフェジピン; シメチジン; プレドニゾロン

ワルファリンカリウム 65 57

WG1 問題 20

唾液腺分泌の調節神経について（　　）に当てはまる語句で正しいのはどれか。 それぞれ1つず
つ選べ。

唾液腺の蛋白分泌は（　　）で調節される。: 副交感神経; 交感神経; 三叉神経; 顔面神経; 舌咽
神経

交感神経 74

WG2 問題 21
ブドウ糖をエネルギーとして貯蔵することができるのはどれか。１つ選べ。: 膵　臓; 肝　臓; 腎　臓;
心　臓; 脾　臓

肝　臓 80

WG2 問題 22

(　　 )に当てはまる語句で正しいのはどれか。１つ選べ。

小腸で吸収されたブドウ糖は、食後に( 　　　)が分泌し、血糖値を下げる。: グルカゴン; アドレナ
リン; インスリン; カルシトニン; バソプレッシン

インスリン 92 97

WG2 問題 23
１型糖尿病の特徴で正しいのはどれか。1つ選べ。: インシュリン注射が不可欠である; 肥満傾向
が著しい; 自己抗体が陰性である; 発症年齢は中高齢者に多い; ２型糖尿病より頻度が高い

インシュリン注射が不
可欠である

87 80

WG2 問題 24
２型糖尿病の特徴はどれか。1つ選べ。: ケトアシドースを起こしやすい。; 小児期より発症する。;
インシュリン分泌低下で発症する。; Ⅰ型糖尿病より頻度が低い。

インシュリン分泌低下
で発症する。

48

WG2 問題 25 糖尿病の３大合併症はどれか。1つ選べ。: 心筋症; 腎　症; 緑内障; 脳梗塞; 歯周病 腎　症 62 76

WG2 問題 26

（　　　）に当てはまる語句で正しいのはどれか。１つ選べ。

糖尿病による慢性合併症として、 （　　　）は微小血管障害により発症する。: 心筋梗塞; 狭心症;
網膜症; 脳梗塞; 閉塞性動脈硬化症

網膜症 63

WG2 問題 27
低血糖発作の初期症状で正しいのはどれか。１つ選べ。:
冷汗; 昏睡; 頭痛; 嘔吐; けいれん

脱力感 43

WG 問題 28
2025年問題で正しいのはどれか。１つ選べ。: 後期高齢者比率が高くなる。; 日本の人口が最大
となる。; 病院の数が減少する。; 歯科医師数が最大となる。; 出生数が最低となる。

後期高齢者比率が高く
なる。

97 85

WG 番号 2016年度共通試験問題 正解
3大学平均正答率（%）

5.プロダクト

1) 3⼤学共通試験ブラッシュアップ
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WG4 問題 29
脳梗塞患者のリハビリテーションで最も滞在が長いのはどこか。１つ選べ。: ICU; 回復期病棟; リ
ハビリテーション病棟; 急性期病棟; 在　宅

在　宅 45 42

WG3 問題 30
在宅高齢者に対する歯科治療で、介護保険が利用できるのはどれか。１つ選べ。: 義歯管理指
導; 義歯調整; 新義歯用印象採得; 抜　歯; スケーリング

義歯管理指導 57 43

WG3 問題 31
急性期病棟で挿管中の患者の口腔ケアで注意するのはどれか。２つ選べ。:
血糖値の変動; 感染症の有無; 体　重の増減; 食物残渣の有無; 口腔乾燥の有無

カフ圧; 感染症の有無 8 9

WG3 問題 32
急性期病棟のチーム医療で歯科医師が関わるのはどれか。２つ選べ。: 感染症チーム; 病棟管
理チーム; 褥瘡チーム; 呼吸器チーム; 嚥下チーム

呼吸器チーム; 嚥下
チーム

35 36

WG4 問題 33
ワルファリンカリウム服用患者の抜歯で必要な検査項目はどれか。１つ選べ。: 血漿フィブリノゲ
ン; 血清FDP; 出血時間; 血小板数; PT-INR

PT-INR 82 83

WG4 問題 34
ワルファリンカリウムを服用している患者への併用で、出血傾向を増強するのはどれか。２つ選
べ。: インドメタシン; クリンダマイシン塩酸塩; チアラミド塩酸塩; アスピリン; アシクロビル

インドメタシン; アスピリ
ン

64 72

WG4 問題 35
脳血管疾患の発症危険因子はどれか。1つ選べ。: 高血圧; 肺気腫; インフルエンザ; 糸球体腎
炎; 骨粗鬆症

高血圧 99 94

WG4 問題 36
高齢者の有病率（外来）で一番高いのはどれか。1つ選べ。: 高血圧; 悪性新生物; 脊柱障害; 糖
尿病; 歯周疾患

高血圧 62 76

WG4 問題 37
高齢者で介護が必要となる原因疾患で最も多いのはどれか。1つ選べ。: 心筋梗塞; 糖尿病; 脳
血管疾患; 悪性腫瘍; 肝硬変

脳血管疾患 98 99

WG4 問題 38
我が国の死亡率で1970年以降減少傾向にある死因はどれか。1つ選べ。: 肺　炎; 脳血管疾患;
心疾患; 悪性新生物; 自　殺

脳血管疾患 54 60

WG4 問題 39

脳血管障害について（ 　　）に入る適切な語句はどれか。1つ選べ。

脳血管障害は、脳梗塞、脳出血、（　　　　）に分類される。: モヤモヤ病; 髄膜炎; クモ膜下出血;
脳腫瘍; 認知症

クモ膜下出血 50 72

WG 問題 40
脳梗塞の臨床病型分類で正しいのはどれか。2つ選べ。: 心原性; 細菌誘発性; アテローム血栓
性; 肺由来性; 悪性新生物性

心原性; アテローム血
栓性

10 92

WG 問題 41
高齢者の精神的・心理的特徴として正しいのはどれか。2つ選べ。: 新しいことに適応しやすい。;
思考や行動のスピードが上昇する。; 被害者的な気持ちが起こりやすい。; うつ気分が起こりや
すい。; 知的機能が向上する。

被害者的な気持ちが
起こりやすい。; うつ気
分が起こりやすい。

99

WG 問題 42 老化の影響を受けにくいのはどれか。1つ選べ。: 視　覚; 反射唾液; 味　覚; 筋　力; 聴　覚 反射唾液 68

WG 問題 43
高齢者の身体的特徴として正しいのはどれか。2つ選べ。: 外気温が高いと体温も上昇しやす
い。; 耐糖能が上昇する。; 運動能力の個人差は小さい。; 診断の基準となる症状や兆候がはっ
きり出やすい。; 現疾患と関係のない合併症を起こしやすい。

外気温が高いと体温も
上昇しやすい。; 現疾
患と関係のない合併症
を起こしやすい。

80

WG 問題 44
脳血管疾患による高次脳機能障害はどれか。２つ選べ。: 失　声; 上肢麻痺; 失　行; 嚥下障害;
失　語

失　行; 失　語 65

WG 問題 45
高齢者で経静脈栄養に比べて経口摂取が優れているのはどれか。1つ選べ。: 脱水防止; 尿量
の維持; 腸管免疫能の維持; 血圧の調整; 電解質の補正

腸管免疫能の維持 76

WG 問題 46

90歳の女性。介護支援専門員より口腔ケア方法の指導を依頼された。肺炎を繰り返しているとい
う。上下肢に運動障害は認めない。発話はなく、時折発せられる声は湿性を呈していた。 口腔ケ
ア指導を行うにあたり適正な頸部の姿勢はどれか。1つ選べ。: 伸　展; 前　屈; 側　屈; 前　突; 回
旋

前　屈 67

WG 問題 47
摂食・嚥下障害で起こりやすいのはどれか。1つ選べ。: めまい; 脱　水; 血圧上昇; けいれん; 下
痢

脱　水 86

WG 問題 48
在宅歯科医療で行う義歯修理で正しいのはどれか。1つ選べ。: ホームヘルパーが診療補助を行
う。; 地域保険法に基づいて行う。; 医療機関との連携をとる。; 介護保険の対象である。; 保健所
長の指示で行う。

医療機関との連携をと
る。

68

WG 問題 49

71歳の女性。家族から口腔の管理を依頼された。3か月前に脳卒中で片麻痺となり、1か月前か
ら特別養護老人ホームに入居したという。入居後、摂食困難となったため胃瘻を形成したという。
完全介護であるが、会話ができる。口腔内は上下とも無歯顎で、義歯を使用していない。
まず行うべき対応はどれか。: 義歯の新製; 義歯取扱いの指導; 構音補助床の装着; 直接嚥下訓
練; 口腔清掃の実施

口腔清掃の実施 85

WG3 問題 50
日本の2010年の人国ピラミッドから読み取れるのはどれか。2つ選べ。: 老年人口割合は変わら
ない。; 少子化は進行する。; 生産年齢人口は減少する。; 平均寿命は伸びる。; 総人口は増加
する。

少子化は進行する。;
生産年齢人口は減少
する。

85

5.プロダクト
1) 3⼤学共通試験ブラッシュアップ
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小テスト

【STEP1:WG1】 1-1. 事前学習課題/ポストテスト

ブラッシュアップWG1 STEP1 D3 昭和／口腔乾燥症と疾患②

課題タイトル：2014_WG1_quiz‐01‐06 問題

【STEP1:WG1】 1-1. 事前学習課題/復習課題

小テスト

課題タイトル：2014_WG1_quiz‐18 症例1

【STEP1:WG1】 1-5. 症例課題

課題タイトル：2014_WG1_quiz‐18 症例1 小テスト

原因となる薬剤の一般名を答えよ

【STEP1: リソース講義①】2014_WG1‐01_lecture‐01 「口腔乾燥症」

PDFファイル入れ替え

リソース講義に入れる

未

5.プロダクト

2) IT教材（学⽣向け）ブラッシュアップ
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小テスト

【STEP1:WG1】 1-2. プレテスト/ポストテスト

課題タイトル：2014_WG1_quiz‐16‐28 問題

プルダウンにする（粘膜保護○、消化×、食塊形成作用×）

放射線があれば○

【STEP1:WG1】 1-3 症例課題

小テスト課題タイトル2014_WG1_quiz‐19 症例2‐1

プルダウンにする（味覚○、消化×、食塊形成作用×）

プルダウンにする（粘膜保護×、消化×、食塊形成作用○）

リソース講義で強調

5.プロダクト
2) IT教材（学⽣向け）ブラッシュアップ
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小テスト

【STEP1:WG1】 1-7. ポストテスト/復習課題

課題タイトル：2014_WG1_quiz‐32‐39 問題

①複数正答をつくる「カリエス、平滑舌」
②問題文に「感染症である」を追加

問題２と同じなので削除

①複数正答 アレルギー
50%以上の正答率があるのでそのまま

未

9. 異常を障害に

「ドライマウスやドライ」答えは
「アイ」に修正

5.プロダクト
2) IT教材（学⽣向け）ブラッシュアップ
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ブラッシュアップWG2 STEP2  D4 岩手医科 / 【STEP2】2014_WG2‐01：糖尿病

概ね中身についてはそのまま。

ただし、特に糖尿病に関してはボリュームがありすぎるという話が出たので、的を絞っ
て調整を検討する。

ブラッシュアップWG3 STEP1  D3 昭和大学 /  全身がわかる歯科医師がなぜ必要か？

【STEP1:WG3】 1-1. 事前学習課題

小テスト課題タイトル：事前学習課題：コース1‐A 口腔内科【高血圧症】課題

国民健康・栄養調査を 新版
（2016）

【STEP1:WG3】 2-1. 事前学習課題

小テスト課題タイトル：事前学習課題： 2014_WG3_quiz‐01 事前学習課題

基幹統計データに変える
国際比較は残す

地域包括ケアシステムの資料を
追加

ブラッシュアップWG3 STEP1  D3 昭和大学 /  我が国の高齢社会の特徴

未

未

5.プロダクト
2) IT教材（学⽣向け）ブラッシュアップ
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【STEP1:WG3】 2-1. 事前学習課題

小テスト課題タイトル：事前学習課題： 2014_WG3_quiz‐01 事前学習課題

基幹統計データに変える

基幹統計データに変える

未

未

5.プロダクト
2) IT教材（学⽣向け）ブラッシュアップ
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小テスト課題タイトル：2014_WG3_quiz‐06 復習テスト（新規作成分）

【STEP1:WG3】 2-12. リソース講義

平成→西暦表記にして
該当学年の卒業年、卒後10年、20年に変更

・高齢化白書も新しいものから引用を

未

5.プロダクト
2) IT教材（学⽣向け）ブラッシュアップ
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小テスト課題タイトル：2014_WG1_quiz‐23‐30 問題

【実習】

ブラッシュアップ実習 D3 昭和／口腔医学とチーム医療/口腔診察・検査実習と疾患

解説用資料を充実させる。
・新たにこのコース用に資料を作成する。

・既存の講義資料を載せる場合は、各科目の講義担当先生
の了承が必要。

未

5.プロダクト
2) IT教材（学⽣向け）ブラッシュアップ
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自己学習課題をさせるかどうか検討する。
未

5.プロダクト
2) IT教材（学⽣向け）ブラッシュアップ
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ブラッシュアップWG3 STEP2 D4 昭和大学 /  チーム医療における歯科医師の役割（急性期）

・地域歯科医院へ依頼をするか、逆紹介するかという際の

例えば、
抜歯可能基準
血糖値
出血傾向

などを問うような課題

5年生は院内での医療面接課題
臨床研修医では地域で自院で対応するか、紹介するかを
というような課題に変えることで、同じ症例でも違う観点での
学習が可能になるのではないか

※研修医においては、
診療情報提供書を完全に作成させる課題（STEP2の応用）

・全身状態
・治療回数、頻度、コスト
・脳卒中であれば、摂食嚥下関係

・ゾメタ・ランマーク関係の症例
・心疾患術後感染
・がん 化学療法、放射線治療患者の地域連携

研修医向けであれば、教科書的なものではなく、それぞれの
専門性を活かした課題。

【研修医向け（またはSTEP3)教材案:WG3】

5.プロダクト

3) IT教材（臨床研修⻭科医向け）の開発
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【症例 : WG4】1-4. 次に、口腔外および口腔内の診察を行いました。

マスターコース /  STEP3（5年生）症例課題 /  4. チーム医療（回復期） 小テスト

2

以下の観点から所見を述べなさい
●低栄養
●摂食嚥下機能
●他科対診
●口腔乾燥・カンジダ

5.プロダクト
3) IT教材（臨床研修⻭科医向け）の開発
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マスターコース /  STEP3（5年生）症例課題 /  4. チーム医療（回復期）

3

・体重モニター
・咀嚼機能評価

・咬合高径・口蓋部の厚みへの配慮

【症例 : WG4】1-5. 全身的な問題点の抽出

5.プロダクト
3) IT教材（臨床研修⻭科医向け）の開発
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マスターコース /  STEP3（5年生）症例課題 /  4. チーム医療（回復期）

・舌圧等の解説をいれる

【症例 : WG4】1-7. 必要な検査とその結果

5.プロダクト
3) IT教材（臨床研修⻭科医向け）の開発
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マスターコース /  STEP3（5年生）症例課題 /  4. チーム医療（回復期） 小テスト

5

各施設の治療計画のフォー
マットに即して作成する。

【症例 : WG4】1-9. 治療計画を立てる

5.プロダクト
3) IT教材（臨床研修⻭科医向け）の開発
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1. 現取組の継続 

1) IT 連携授業 step1,2,3 を 3 大学で継続して必修で行う。 

2) 電子ポートフォリオを 3 大学で継続して実施する。 

3) 3 大学学生交流を継続して実施する。 

4) 3 大学共通試験を継続して実施する。 

 

2. 新規事業 

1) 臨床研修歯科医向け教材の開発 

卒前の IT 教材は WG1~4 に分けているが、卒後の教材は WG1~4 をまとめた形

で総合的に学びやすい教材とする。完成した教材をトライアルとして臨床研修

歯科医に使ってもらい、フィードバックをもらう。 

2) 生涯学修教材の開発 

歯科医師会から IT 教材を使いたいという意見があるので、上記の 1)を改編して

提供する。 

6. 今後の活動⽅針
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