
の部分をクリックするとジャンプします

タイムスケジュール

参加者名簿

共同実施組織図



開催日：3月7日（木）
場　所 ：昭和大学　旗の台校舎　1号館

時間 テーマ 実施方法 発表者 担当 会場

8：45～9：00 集合・受付 6F

9：00～9：20 開会式  （学部長　挨拶，自己紹介） 全体会 片岡 7F　講堂

9：20～9：35 WSのスケジュール 全体会 片岡 7F　講堂

IT教材のブラッシュアップ グループ討議 A 5F PBL室

IT教材を活用した授業の運用について グループ討議 B 5F PBL室

11:25～11:35　休　憩

12:20～13:00 昼食＋グループディスカッション 5F PBL室

IT教材のブラッシュアップ グループ討議 A 5F PBL室

IT教材を活用した授業の運用について グループ討議 B 5F PBL室

14:30～14:40 休　憩

14:40～15:10 IT教材を活用した授業の運用について 全体会　発表 B 片岡 7F　講堂

IT教材の最終プロダクト作成 グループ討議 A 5F PBL室

IT教材を活用した授業運用の最終プロダクト作成 グループ討議 B 5F PBL室

教育プログラム検討委員会　到達度評価委員会 5F カンファランス

16:50～17:00 閉会式、写真撮影、アンケート 全体会 片岡 7F　講堂

A:  IT教材のブラッシュアップ　　【教員】

　　ワーキンググループ１　：　口腔乾燥症 （責任者：美島 健二　教授）
　　ワーキンググループ２　：　基礎疾患を有する患者の歯科診療 （責任者：城 茂治　教授）
　　ワーキンググループ３　：　地域連携医療 （責任者：向井 美恵　教授）
　　ワーキンググループ４　：　地域連携医療 （責任者：越野 寿　教授）

B:  IT教材を活用した授業の運用　　【事務職員・協力IT企業】 （責任者：株式会社ピコラボ 鈴木 泰山 取締役）

IT教材のブラッシュアップ  （発表と討議）

IT教材のブラッシュアップ　（中間発表と討議）

16:00～16:50

11:35～12:20 越野

城15:10～16:00

13:00～14:30

A

A

全体会
発表６分、討議５分

全体会
発表６分、討議５分

7F　講堂

文部科学省　大学間連携共同教育推進事業

第2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

9：35～11:25　

7F　講堂



人数 大学 所属 役職 氏名 備考

1 口腔病態診断科学講座　口腔病理学部門 教授 美島　健二 ◎
2 高齢者歯科学講座 教授 佐藤　裕二 
3 顎口腔疾患制御外科学講座 助教 鎌谷　宇明
4 生体機能・病態学系　臨床口腔病理学分野 教授 安彦　善裕 
5 口腔機能修復・再建学系　歯周歯内治療学分野 准教授 長澤　敏行 
6 補綴・インプラント学講座 講師 小林　琢也
7 口腔顎顔面再建学講座　口腔外科学分野 助教 熊谷　章子 

8 全身管理歯科学講座　歯科麻酔学部門 教授 飯島　毅彦
9 歯科補綴学講座 准教授 菅沼　岳史 
10 歯周病学講座 講師 須田　玲子 
11 口腔構造・機能発育学系　小児歯科学分野 教授 齊藤　正人 
12 生体機能・病態学系　顎顔面口腔外科学分野 講師 草野　薫
13 口腔顎顔面再建学講座　歯科麻酔学分野 教授 城　茂治 ◎
14 補綴・インプラント学講座 教授 近藤　尚知 

15 スペシャルニーズ口腔医学講座 口腔衛生学部門 教授 向井　美恵 ◎
16 スペシャルニーズ口腔医学講座 口腔衛生学部門 准教授 弘中　祥司
17 歯科保存学講座　総合診療歯科学部門 講師 勝部　直人
18 大森歯科医師会　 会長 岡本　徹
19 蒲田歯科医師会 専務理事 橋本　和則
20 荏原歯科医師会　 地域保健医療福祉委員会 矢部　隆司
21 口腔構造機能発育学系　保健衛生学分野 教授 千葉　逸朗
22 口腔構造機能発育学系　組織学分野 教授 入江　一元
23 北海道歯科医師会 常務理事 河野　崇志
24 岩手医科大学 岩手県歯科医師会 常務理事 三善　潤

25 スペシャルニーズ口腔医学講座  地域連携歯科学部門 教授 佐野　晴男
26 高齢者歯科学講座 准教授 北川 昇
27 スペシャルニーズ口腔医学講座  地域連携歯科学部門 講師 マイヤース　三恵

28 目黒区歯科医師会 理事（地域医療） 村上　光広
29 品川歯科医師会 担当理事(地域医療・保健) 髙﨑　一郎
30 口腔機能修復・再建学系　咬合再建補綴学分野 教授 越野　寿 ◎
31 口腔機能修復・再建学系　咬合再建補綴学分野 講師 豊下　祥史 
32 札幌歯科医師会　 理事 大森　幹朗
33 歯科保存学講座　歯周療法学分野 常任研究員 須和部　京介
34 盛岡市歯科医師会 副会長 金子　良司

35 学事部歯学部教務課 課長 久米　徳明
36 学事部歯学部教務課 係長 山村　勇一 
37 学事部歯学部教務課 和田　洋一
38 学事部歯学部教務課 宮﨑　裕美
39 財務部研究助成課 係長 大矢　敦 ◎
40 フォトセンター 伊東　孝詩
41 フォトセンター 関　春彦
42 学務部教務課 課長 西村　丈裕
43 学務部情報推進課 情報推進係 歳桃　淳
44 株式会社ピコラボ 取締役 鈴木　泰山
45 金沢電子出版株式会社 取締役　社長 佐藤　伸平
46 金沢電子出版株式会社 取締役　副社長 林　智

47 歯科保存学講座　歯科理工学部門 教授 宮﨑　隆
48 口腔病態診断科学講座　歯科放射線分野 教授 岡野　友宏
49 小児成育歯科学講座 教授 井上　美津子
50 歯科補綴学講座 教授 馬場　一美
51 スペシャルニーズ口腔医学講座　歯学教育学部門 教授 片岡　竜太
52 スペシャルニーズ口腔医学講座　歯学教育学部門 助教 馬谷原　光織

53 ITを活用した教育センター 齋藤　久美子
54 ITを活用した教育センター 尾実　悦子
55 ITを活用した教育センター 座間　葉子
56 ITを活用した教育センター 津軽　祐三子
57 ITを活用した教育センター 乾　さやか

◎ グループの責任者

（黄）グループ３：地域連携医療 ：１０名

昭和大学

北海道医療大学

岩手医科大学

昭和大学

北海道医療大学 

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

（青）グループ１：口腔乾燥症 ：７名

（赤）グループ２：基礎疾患を有する患者の歯科診療 ：７名　　　

岩手医科大学

昭和大学

教育センター事務員 ：５名

昭和大学

昭和大学

（緑）グループ４：地域連携医療 ：１０名

岩手医科大学

（グレー）グループ事務・IT ： IT教材を活用した授業の運用 ：１２名

昭和大学

北海道医療大学

北海道医療大学

タスクフォース ：６名

昭和大学

北海道医療大学 

協力IT企業



文部科学省　大学間連携共同教育推進事業　平成 24 年～ 28 年度

昭和大学・北海道医療大学・岩手医科大学

１. 学　長
２. 学部長

１. 各大学の取組担当者
 越野（北医療大）、城（岩手医大）
 片岡（昭和大）

２. 歯科医師会担当者
 河野（北海道歯）、三善（岩手県歯）
 村上（目黒区歯）

３. 事務担当者
 西村（北医療大）
 内金崎・近藤（岩手医大）
 大矢・山村（昭和大）

１. 各大学の教育委員長等
 坂倉（北医療大）、木村（岩手医大）
 井上（昭和大）

２. 歯科医師会担当者
 大森（札幌歯）、金子（盛岡市歯）
 岡本（大森歯）

３. 事務担当者
 西村（北医療大）、山本（岩手医大）
 久米（昭和大）

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

運営委員会運営委員会

教育教育プログラムプログラム
検討委員会検討委員会

到達度評価到達度評価
委員会委員会

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




