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ご　挨　拶

一般社団法人　日本歯科医学教育学会
第 39 回日本歯科医学教育学会総会および学術大会
大会長　櫻井　孝（神奈川歯科大学　学長）

　

　平素より一般社団法人　日本歯科医学教育学会会員の先生方には一方ならぬお世話になり、誠に有

難うございます。厚く御礼申し上げます。会員の皆様におかれましては、COVID-19 の世界的感染拡

大により様々な影響を受けておられることと拝察いたします。心よりお見舞い申し上げます。

　さて、2020 年 9 月 26 日（土曜日）～ 9 月 27 日（日曜日）の２日間に渡り、私共神奈川歯科大学に

おいて開催させていただく予定としておりました、第 39 回日本歯科医学教育学会総会および学術大会

につきましては、COVID-19 の感染状況に鑑み、既に御存知のとおり横須賀での開催を断念せざるを

得ない状況となりました。本来であればペリー来航の地である横須賀に、全国各地から先生方に足を

お運びいただき、まさに膝を交えて歯科医学教育の原点について話し合い、その未来を共に考える機

会とさせていただきたく、大変楽しみにいたしておりました。しかしながら、歯科医学教育界に範を

示すべき本学会の学術大会において、万が一にも感染を拡大させてしまうような状況を生じさせてし

まいました際には、大会長としてお詫びするすべもございませんことから、断腸の思いで現地開催を

断念するに至りました。発表を予定しておられる先生方、また関係者の皆様には大変御迷惑をお掛け

することとなり、誠に申し訳ございません。衷心よりお詫び申し上げます。また、今回の学術大会に

おきましては、大変多くの団体様、また企業様から御支援をお申し出頂いておりましたが、御期待に

沿えない運びとなり誠に申し訳ございません。重ねてお詫び申し上げます。

　先に御案内させていただいておりましたが、今回の学術大会におきましては、我が国における少子

超高齢社会の到来に伴う疾病構造の変化や、社会的ニーズの多様化などにより、大きな変換点を迎え

ている本邦の歯科医療の変遷や、歯科医師国家試験が実質的競争試験と化された後の我が国の歯科医

学教育の姿を踏まえ、理想的な歯科医学教育のあり方を皆様とともに考える機会とさせていただきた

いと考えておりました。また、高等教育における機関別認証評価の義務化に加え、さらに分野別評価

が追加されることに伴い、全ての大学の事務的負担増加が避けられない状況の中、働き方改革の施行

により、限られた人的資源に対して厳しい労働時間制限が課されることとなり、各大学様々な対応を

迫られております。それら歯科医学教育現場の現状を踏まえ、大会テーマを『歯科医学教育の原点か

ら未来を創る』と定め、これからの歯科医学教育の理想的な姿について共に考え、意見を交換する場

にしていただきたいと考えておりました。COVID-19 感染拡大の影響により、誠に残念ながら今回横

須賀にお越しいただくことは出来なくなりましたが、講師の先生方、会員の皆様からの貴重な御発表

につきましては、学会ホームページ上、あるいは抄録集上で発表させていただける運びとなりました

ので、何卒御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

　皆様の御安全と御健勝、そして益々の御発展を御祈念申し上げます。



3

日本歯科医学教育学会総会および学術大会担当校一覧

回 開催年 担当校 大会長
1 昭和 57 1982 大阪大学歯学部 河村　洋二郎
2 昭和 58 1983 大阪歯科大学 藤井　弁次
3 昭和 59 1984 東京歯科大学 関根　弘
4 昭和 60 1985 岩手医科大学歯学部 石川　富士郎
5 昭和 61 1986 九州大学歯学部 青野　正男
6 昭和 62 1987 神奈川歯科大学 長田　保
7 昭和 63 1988 東京医科歯科大学歯学部 小椋　秀亮
8 平成元 1989 東京歯科大学 高添　一郎
9 平成 2 1990 日本大学松戸歯学部 森本　基
10 平成 3 1991 日本歯科大学歯学部 古屋　英毅
11 平成 4 1992 福岡歯科大学 石木　哲夫
12 平成 5 1993 日本大学歯学部 斎藤　毅
13 平成 6 1994 愛知学院大学歯学部 平沼　謙二
14 平成 7 1995 明海大学歯学部 池田　克己
15 平成 8 1996 昭和大学歯学部 吉木　周作
16 平成 9 1997 東京歯科大学 石川　達也
17 平成 10 1998 日本歯科大学新潟歯学部 中原　泉
18 平成 11 1999 大阪歯科大学 佐川　寛典
19 平成 12 2000 北海道医療大学歯学部 松田　浩一
20 平成 13 2001 東京医科歯科大学大学院 江藤　一洋
21 平成 14 2002 鶴見大学歯学部 柳澤　慧二
22 平成 15 2003 長崎大学大学院 熱田　充
23 平成 16 2004 新潟大学大学院 山田　好秋
24 平成 17 2005 徳島大学大学院 三宅　洋一郎
25 平成 18 2006 東北大学大学院 渡辺　誠
26 平成 19 2007 朝日大学歯学部 藤下　昌己
27 平成 20 2008 日本大学松戸歯学部 牧村　正治
28 平成 21 2009 広島大学大学院 高田　隆
29 平成 22 2010 岩手医科大学歯学部 三浦　廣行
30 平成 23 2011 日本歯科大学生命歯学部 住友　雅人
31 平成 24 2012 岡山大学大学院 松尾　龍二
32 平成 25 2013 北海道大学大学院 鈴木　邦明
33 平成 26 2014 九州歯科大学 西原　達次
34 平成 27 2015 鹿児島大学大学院 松口　徹也
35 平成 28 2016 大阪大学大学院 天野　敦雄
36 平成 29 2017 松本歯科大学 長谷川　博雅
37 平成 30 2018 奥羽大学歯学部 大野　敬
38 令和元 2019 九州大学歯学研究院 古谷野　潔
39 令和 2 2020 神奈川歯科大学 櫻井　孝
40 令和 3 2021 日本大学歯学部 本田　和也

（敬称略）
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教育講演

歯科医療教育の改善をめざして―日本歯科医学教育学会の役割―
河野　文昭
徳島大学大学院医歯薬学研究部　総合診療歯科学分野

特別講演

1．	 横須賀の歴史と歯学、そして技術革新と歯科医療
齋藤　隆
神奈川歯科大学特別顧問

2．	 我が野球人生
堀内　恒夫
読売巨人軍元監督、読売新聞スポーツアドバイザー、野球評論家

3．	 環境先進国・日本の復権へ～コロナ後の経済社会をリデザイン～
小泉　進次郎
環境大臣兼原子力防災担当大臣　衆議院議員

シンポジウム1
座長：槻木　恵一（神奈川歯科大学大学院口腔科学講座環境病理学） 

　　瀬川　　洋（奥羽大学歯学部口腔衛生学講座）

「どうする災害歯科医学教育！―命を守るための教科＝災害歯科医学を進めるために―」

1．	 神奈川歯科大学における災害歯科医学教育の紹介
槻木　恵一
神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔科学講座環境病理学

2．	 災害歯科医学教育の目的と必要とされる内容
中久木　康一
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面外科学分野

3．	 「第 73 回MEDCワークショップ 7・災害時に向けた医学・歯学教育を考えよう！」
他からの報告
岡　広子
広島大学大学院医系科学研究科附属死因究明教育研究センター

4．	 災害歯科医学に関する歯科衛生士教育から見えてきたこと
足立　了平
ときわ病院歯科口腔外科、神戸常盤大学短期大学部
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シンポジウム2
座長：尾口　仁志（おぐち歯科医院） 

　　和気　裕之（みどり小児歯科）

「学生に対する『医療人としての教育』はどうあるべきか―心身医学教育の必要性と教
育現場で抱える問題点―」

1．	 歯学部教育における心身医学教育の現状から考える
玉置　勝司
神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔統合医療学講座顎咬合機能回復補綴医学分野

2．	 医学部の医学教育における心身医学教育の現状について
福永　幹彦
関西医科大学心療内科学講座

3．	 歯科医師養成を取り巻く状況
大塚　良子
厚生労働省医政局歯科保健課課長補佐

4．	 日本陸連でのジュニア育成について
原田　康弘
株式会社クレーマージャパン

シンポジウム3
座長：木尾　哲朗（教育方略委員会委員　前倫理・プロフェッショナリズム委員会委員長 

　　　　　　　　九州歯科大学総合診療学分野）

「倫理・プロフェッショナリズムの方略新時代」

1．	 企画の意図
木尾　哲朗
教育方略委員会委員、前倫理・プロフェッショナリズム委員会委員長 
九州歯科大学　総合診療学分野

2．	 『よき歯科医療人になるための倫理・プロフェッショナリズム教育　	
プロフェッションワークブック』の活用法
角　忠輝
長崎大学生命医科学域総合歯科臨床教育学分野

3．	 歯科医療倫理学修用教材『入れ歯はひとつ』の活用事例報告
田代　宗嗣
東京歯科大学社会歯科学講座

4．	 歯科医療倫理学修用教材第 2弾『落とし物はヒトの歯』の活用方法
平田　創一郎
東京歯科大学社会歯科学講座
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シンポジウム4
座長：田口　則宏（教育能力開発委員会委員長 

　　　　　　　　鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯科医学教育実践学分野） 
　　吉田　登志子（教育能力開発委員会委員 
　　　　　　　　　岡山大学医歯薬学総合研究科附属医療教育センター）

「これからの教えて育てるを考える―学修者の学力やモチベーションをあげるにはどう
すればよいか―」

1．	 企画の意図
田口　則宏
教育能力開発委員会委員長 
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　歯科医学教育実践学分野

吉田　登志子
教育能力開発委員会委員 
岡山大学医歯薬学総合研究科附属医療教育センター

2．	 教える側に何が求められているか	
―歯科医師国家試験予備校講師の立場から―
中本　恵太郎
歯科医師国家試験予備校　DES 歯学教育スクール講師

3．	 教えて育てるを考える～学習者の学力やモチベーションを上げるには～
石田　衛
岡山大学全学教育・学生支援機構　高等教育開発推進センター　Center for Teaching Excellence

4．	 養成セミナー行動変容編を振り返る	
―参加者・スタッフのPDCAサイクルに向けて―
鈴木　一吉
愛知学院大学歯学部歯内治療学講座
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一般口演

グローバル化とハーモニゼイション、国際貢献

O-01	 留学生との学生生活を経て歯学生は何を得たのか　Ⅱ．質的検証と量的検証の
結果
○岡　広子 1，田地　豪 2

1 広島大学大学院医系科学研究科附属死因究明教育研究センター，2 広島大学大学院医系科学研究科口
腔生物工学

O-02	 東京医科歯科大学歯学部における学生短期海外派遣とその派遣前教育について
○關　奈央子 1，2，モロス　ジャネル 1，金森　ゆうな 3，金澤　学 4，駒ヶ嶺　友梨子 4， 

水谷　幸嗣 5，廖　信如 2，樺沢　勇司 6，井関　祥子 7，森尾　郁子 1，2

1 東京医科歯科大学　統合国際機構，2 同大学院医歯学総合研究科　歯学教育開発学分野，3 同歯学部附
属病院　歯科総合診療部，4 同大学院医歯学総合研究科　高齢者歯科学分野，5 同大学院医歯学総合研
究科　歯周病学分野，6 同大学院医歯学総合研究科　健康支援口腔保健衛生学分野，7 同大学院医歯学
総合研究科　分子発生学分野

シミュレーション教育

O-03	 バーチャルリアリティ（VR）とオーグメンテッドリアリティ（AR）を用いた
支台歯形成練習の効果
○長澤　麻沙子，秋葉　奈美，江口　香里，髙　昇将，魚島　勝美
新潟大学大学院医歯学総合研究科生体歯科補綴学分野

O-04	 テンポラリークラウン製作に用いるルーブリック評価表の作成とその検討
○世良　優裕 1，鬼塚　千絵 2，角野　夢子 1，3，木尾　哲朗 2

1 九州歯科大学附属病院，2 九州歯科大学口腔機能学講座総合診療学分野，3 いまづ歯科

e-Learning & Distance Learning

O-05	 歯科診療における共同動作を学習できる e-learning 動画教材と紙媒体教材の
学習効果の比較
○竹之内　茜 1，2，大谷　悦世 2，木下　淳博 1

1 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教育メディア開発学分野，2 新宿医療専門学校歯科衛生学
科

O-06	 在宅勤務を命じられた研修歯科医への臨床研修実施奮闘記
○則武　加奈子 1，金森　ゆうな 1，海老原　新 2，城戸　大輔 1，岩城　麻衣子 1，木村　康之 1，

楠　侑香子 1，秀島　雅之 3，礪波　健一 1，梅森　幸 1，荒木　孝二 4，新田　浩 1

1 東京医科歯科大学歯科総合診療部，2 歯髄生物学分野，3 快眠歯科（いびき・無呼吸）外来，4 統合教
育機構

医療面接・インフォームドコンセント・診療記録

O-07	 歯学科におけるWeb 会議システムを活用した医療面接実習の開発について
○鶴田　潤 1，梅森　幸 2，礪波　健一 2，則武　加奈子 2，荒木　孝二 1，2

1 東京医科歯科大学統合教育機構，2 東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科総合診療部
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学習教材・学習ツール

O-08	 歯科切削技術おける人工歯切削とVRシミュレータの相関性に関する研究
○服部　旭威 1，鶴田　潤 2，木村　康之 3，秀島　雅之 4，荒木　孝二 1，3

1 東京医科歯科大学大学院歯学教育システム評価学，2 東京医科歯科大学統合教育機構，3 東京医科歯科
大学総合診療部，4 東京医科歯科大学歯学部附属病院快眠歯科（いびき・無呼吸）外来

O-09	 参加型臨床実習におけるデンタルレコーダーを用いた新たな試み
○谷本　啓彰 1，奥村　瑳恵子 2，堀川　鉄平 3，堀江　弘恵 4，保尾　謙三 1，小正　玲子 1， 

森川　裕仁 1，竹内　摂 1，黄地　智子 1，横田　啓太 1，岩田　有弘 1，吉川　一志 1，山本　一世 1，
1 大阪歯科大学　歯科保存学講座，2 大阪歯科大学　大学院歯学研究科歯科保存学専攻，3（株）アイキ
ャスト，4（株）ニッシン

O-10	 義歯適合診査の判断能力に関する教育方法の検討
○佐藤　拓実 1，野村　みずき 1，2，都野　さやか 1，2，中村　太 1，齋藤　豪 1，2，石崎　裕子 1，

伊藤　晴江 1，3，奥村　暢旦 1，2，塩見　晶 1，長谷川　真奈 1，2，藤井　規孝 1，2

1 新潟大学医歯学総合病院歯科総合診療部，2 新潟大学大学院歯科臨床教育学分野，3 新潟大学大学院歯
周診断・再建学分野

O-11	 スケーリング・ルートプレーニングの技能教育定量化の試み
○都野　さやか 1，2，佐藤　拓実 2，中村　太 2，野村　みずき 1，2，齋藤　豪 1，2，石崎　裕子 2，

伊藤　晴江 2，3，奥村　暢旦 1，2，塩見　晶 2，長谷川　真奈 1，2，藤井　規孝 1，2

1 新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科臨床教育学分野，2 新潟大学医歯学総合病院歯科総合診部，3 新
潟大学大学院医歯学総合研究科歯周診断再建学分野

O-12	 下顎全部床義歯の適合診査時に加える「力」の教育方法に関する検討　―第1
報―
○齋藤　豪 1，2，佐藤　拓実 2，中村　太 2，都野　さやか 1，2，野村　みずき 1，2，石崎　裕子 2，

伊藤　晴江 2，3，奥村　暢旦 1，2，塩見　晶 2，長谷川　真奈 1，2，藤井　規孝 1，2

1 新潟大学大学院歯科臨床教育学分野，2 新潟大学医歯学総合病院歯科総合診療部，3 新潟大学大学院歯
周診断・再建学分野

O-13	 下顎全部床義歯の適合診査時に加える「力」の教育方法に関する検討　―第2
報―
○野村　みずき 1，2，佐藤　拓実 2，中村　太 2，都野　さやか 1，2，齋藤　豪 1，2，石崎　裕子 2，

伊藤　晴江 2，3，奥村　暢旦 1，2，塩見　晶 2，長谷川　真奈 1，2，藤井　規孝 1，2

1 新潟大学大学院歯科臨床教育学分野，2 新潟大学医歯学総合病院歯科総合診療部，3 新潟大学大学院歯
周診断・再建学分野

学習支援：キャリア、ストレスマネージメント

O-14	 松本歯科大学初年次大学院学生に対する問題点意識調査
○音琴　淳一 1，2，宇田川　信之 3，4

1 松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座，2 松本歯科大学病院初診室・総合診療科，3 松本歯科大学
大学院硬組織疾患制御再建学講座，4 松本歯科大学生化学講座
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O-15	 歯科衛生士臨床実習における臨床心理士による精神的支援　第 2報　―不安に
負けないためのプログラム―
○頭山　高子 1，隅田　好美 2，梶　貢三子 1，前岨　亜優子 1，大西　愛 1，寺島　雅子 1， 

尾形　祐己 1，中塚　美智子 3，神　光一郎 1，和唐　雅博 1，田中　昭男 3

1 大阪歯科大学医療保健学部口腔保健学科，2 大阪府立大学大学院人間社会システム科学研究科，3 大阪
歯科大学医療保健学部口腔工学科，4 大阪歯科大学病理学室

O-16	 歯科衛生士臨床実習における臨床心理士による精神的支援　第 1報　―性格特
性別の不安の変化の結果―
○大西　愛 1，隅田　好美 2，頭山　高子 1，梶　貢三子 1，前岨　亜優子 1，寺島　雅子 1， 

尾形　祐己 1，中塚　美智子 3，神　光一郎 1，和唐　雅博 1，田中　昭男 4

1 大阪歯科大学医療保健学部口腔保健学科，2 大阪府立大学大学院人間社会システム科学研究科，3 大阪
歯科大学医療保健学部口腔工学科，4 大阪歯科大学病理学室

プロフェッショナリズム教育

O-17	 授業科目「プロフェッショナリズム」の受講経験の有無による学生のプロフェ
ッショナリズム醸成過程への影響
○大戸　敬之 1，岩下　洋一朗 2，鎌田　ユミ子 1，松本　祐子 1，作田　哲也 1，吉田　礼子 1，

田口　則宏 1，2

1 鹿児島大学　学術研究院　医歯学域　鹿児島大学病院　歯科総合診療部，2 鹿児島大学　学術研究院　
医歯学域　歯学系　医歯学総合研究科　健康科学専攻　歯科医学教育実践学分野

O-18	 東京医科歯科大学歯学部歯学科「行動科学基礎」におけるアンプロフェッショ
ナルな行動の考察
○梅森　幸 1，礪波　健一 1，則武　加奈子 1，岩城　麻衣子 1，木村　康之 1，新田　浩 1， 

荒木　孝二 2

1 東京医科歯科大学　歯学部附属病院歯科総合診療部，2 大学院歯学教育システム評価学分野

早期体験学習

O-19	 歯学部 1年生を対象にした色調選択実習の効果について
○河合　貴俊，石川　明子，北村　和夫，丸野　里絵，佐藤　誓子，村田　卓也，高柳　雅文
日本歯科大学附属病院　総合診療科

臨床実習（クリニカルクラークシップ）

O-20	 「臨床実習後臨床能力試験トライアル　臨床実地試験　評価入力システムに関
するアンケート調査」　第 2報
○畠山　純子 1，米田　雅裕 1，都築　尊 2，泉　利雄 3，阿南　壽 4，廣藤　卓雄 1

1 福岡歯科大学総合歯科学講座　総合歯科学分野，2 咬合修復学講座　有床義歯学分野，3 口腔医療セン
ター，4 口腔治療学講座　歯科保存学分野

教育研究手法：意識調査、ケース報告、量的研究、質的研究

O-21	 歯科医学教育を担う人材育成に寄与しうる大学院カリキュラム作成の実践
向井　正太
神奈川歯科大学　総合教育部
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歯科医療・口腔ケア・ヘルスプロモーション

O-22	 アクティブラーニングを活用した歯周病学授業からわかる学生の学習への取り
組み方
○石黒　一美 1，2，村樫　悦子 2，沼部　幸博 1，2

1 日本歯科大学大学生命歯学部　歯学教育支援センター，2 日本歯科大学大学生命歯学部　歯周病学講
座

カリキュラム・授業評価

O-23	 研修歯科医の災害下の歯科および他の職種の役割について研修歯科医の知識
○岡　広子 1，西　裕美 2，大林　泰二 2，河口　浩之 2

1 広島大学大学院医系科学研究科附属死因究明教育研究センター，2 広島大学病院口腔総合診療科

その他

O-24	 新型コロナウイルスの抗体検査を用いた松本歯科大学学生・教職員の疫学調査
○宇田川　信之，矢ヶ﨑　雅
松本歯科大学

ポスター

グローバル化とハーモニゼイション、国際貢献

P-01	 グループワークを取り入れた医学英語教育について
○横山　知美 1，羽村　章 2，光岡　一行 1

1 日本歯科大学附属病院，2 日本歯科大学生命歯学部

P-02	 歯学部一年次におけるPBL方式を利用した英語学習の効果について
○光岡　一行 1，羽村　章 1，2，横山　知美 1

1 日本歯科大学附属病院，2 日本歯科大学生命歯学部

PBL チュートリアル教育

P-03	 歯学部学生に対するPBL基盤型研究の実践とその考察
○片岡　宏介 1，2，小柳　圭代 2，河村　佳穂里 1，2，三宅　達郎 1，2

1 大阪歯科大学歯学部口腔衛生学講座，2 大阪歯科大学大学院歯学研究科

P-04	 歯学部 1年生における環境問題を理解するためのアクティブ・ラーニングの試
み
○辻　要 1，西川　哲成 2，松本　秀範 2，益野　一哉 2，石川　敬彬 1，井関　富雄 1，王　宝禮 2，

藤原　眞一 3，田中　昭男 4，川添　堯彬 5

1 大阪歯科大学口腔外科学第一講座，2 大阪歯科大学歯科医学教育開発室，3 大阪歯科大学化学教室，4

大阪歯科大学病理学室，5 大阪歯科大学学長
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P-05	 スパイラル教科「地域社会と歯科医療」ファシリテータの役割と教科評価　―
第 3報―
○大森　俊和 1，友藤　孝明 2，日下部　修介 3，駒形　香菜子 4，東　哲司 2，安尾　敏明 5， 

亀川　義己 1，横矢　隆二 6，服部　景太 6，永山　元彦 7，藤原　周 1，玉置　幸道 8， 
向井　美惠 9

1 朝日大学歯学部歯科補綴学分野，2 朝日大学歯学部社会口腔保健学分野，3 朝日大学歯学部歯科保存学
分野，4 朝日大学歯学部歯科矯正学分野，5 朝日大学歯学部口腔生理学分野，6 朝日大学歯学部包括支援
歯科医療部，7 朝日大学歯学部口腔病理学分野，8 朝日大学歯学部歯科理工学分野，9 朝日大学

P-06	 チーム基盤型学習（TBL）での同僚評価の検討
○葛城　啓彰 1

1 日本歯科大学新潟生命歯学部　微生物学講座

P-07	 「地域社会と歯科医療Ⅰ」実習への取り組み態度に関する学生の自己評価
○友藤　孝明 1，大森　俊和 2，日下部　修介 3，木方　一貴 3，駒形　香菜子 4，東　哲司 1， 

安尾　敏明 5，亀川　義己 2，永山　元彦 7，藤原　周 2，玉置　幸道 8，向井　美恵 9

1 朝日大学歯学部社会口腔保健学分野，2 朝日大学歯学部歯科補綴学分野，3 朝日大学歯学部歯科保存学
分野，4 朝日大学歯学部歯科矯正学分野，5 朝日大学歯学部口腔生理学分野，6 朝日大学歯学部歯科薬理
学分野，7 朝日大学歯学部口腔病理学分野，8 朝日大学歯学部歯科理工学分野，9 朝日大学

シミュレーション教育

P-08	 北海道医療大学歯学部における高齢者を診るためのシミュレーション実習にお
ける取り組み
○菅　悠希 1，豊下　祥史 1，川西　克弥 1，會田　英紀 2，越野　寿 1

1 北海道医療大学歯学部咬合再建補綴学分野，2 北海道医療大学歯学部有病者・高齢者歯科学分野

P-09	 エナメル質と同じ硬さをもつ実習用模型歯の開発
○德永　隼平 1，2，池田　弘 2，永松　有紀 2，粟野　秀慈 1，清水　博史 2

1 九州歯科大学クリニカルクラークシップ開発学分野，2 九州歯科大学生体材料学分野

P-10	 高齢者型ロボット SIMROID を用いたシミュレーション実習における問題志向
型簡易シナリオの導入効果
○泉川　昌宣 1，伊藤　修一 2，斎藤　隆史 1

1 北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系う蝕制御治療学分野，2 同歯学部総合教育学系歯学教
育開発学分野

P-11	 歯科衛生学生は模擬患者参加型コミュニケーション教育から何を学んだのか
○長谷　由紀子 1，吉田　登志子 2，今福　輪太郎 3，木尾　哲朗 4，仲井　雪絵 1

1 静岡県立大学短期大学部　歯科衛生学科，2 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科附属医療教育センタ
ー　歯学教育研究部門，3 岐阜大学　医学教育開発研究センター，4 九州歯科大学口腔機能学口座総合
診断学分野

P-12	 ハンドスケーリング動作の定量的計測値の利用可能性の検討
○由井　朋子 1，趙　崇貴 1，丁　明 1，2，高松　淳 1，小笠原　司 1

1 奈良先端科学技術大学院大学，2 名古屋大学
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P-13	 徳島大学病院における患者ロボット SIMROID® を用いた研修歯科医の臨床能
力評価
○岡　謙次 1，篠原　千尋 2，安陪　晋 3，美原　智恵 1，大川　敏永 3，河野　文昭 1，3

1 徳島大学病院総合歯科診療部，2 徳島文理大学保健福祉学部口腔保健学科，3 徳島大学大学院医歯薬学
研究部総合診療歯科学分野

P-14	 日本歯科大学附属病院令和元年度研修歯科医を対象に実施したシムロイド®研
修の振り返り調査
○秋山　仁志，宇塚　聡，中西　生美，我妻　由梨，中原　由絵，三代　冬彦
日本歯科大学附属病院研修管理委員会

e-Learning & Distance Learning

P-15	 神奈川歯科大学歯学部オンライン講義システムについて（その 1）　―システ
ム構築の概要について―
○栗本　勇輝 1，板宮　朋基 1，吉田　彩佳 1，2，小口　岳史 1，木村　幸司 1，窪田　光慶 1，2， 

花岡　孝治 1，2，李　正姫 1，林田　丞太 1，菅谷　彰 1，2，山本　龍生 1，二瓶　智太郎 1，2， 
櫻井　孝 1

1 神奈川歯科大学総合教育部，2 神奈川歯科大学大学院歯学研究科歯学教育学講座

P-16	 神奈川歯科大学歯学部オンライン講義システムについて（その 2）　―面接授
業併用システム構築―
○吉田　彩佳 1，2，吉野　文彦 3，板宮　朋基 2，栗本　勇輝 2，小口　岳史 2，木村　幸司 2， 

窪田　光慶 1，2，花岡　孝治 1，2，李　正姫 2，林田　丞太 2，菅谷　彰 1，2，山本　龍生 2， 
二瓶　智太郎 1，2，櫻井　孝 2

1 神奈川歯科大学大学院歯学研究科歯学教育学講座，2 神奈川歯科大学歯学部総合教育部，3 神奈川歯科
大学大学院歯学研究科口腔科学講座

P-17	 神奈川歯科大学歯学部オンライン講義システムについて（その 3）―ネットワ
ーク負荷とトラブル対応―
○板宮　朋基 1，吉田　彩佳 1，2，栗本　勇輝 1，小口　岳史 1，木村　幸司 1，窪田　光慶 1，2， 

花岡　孝治 1，2，李　正姫 1，林田　丞太 1，菅谷　彰 1，2，山本　龍生 1，二瓶　智太郎 1，2， 
櫻井　孝 1

1 神奈川歯科大学歯学部総合教育部，2 神奈川歯科大学大学院歯学研究科歯学教育学講座

P-18	 初年次教育におけるオンライン講義の効果
○木村　幸司 1，2，栗本　勇輝 1，板宮　朋基 1，吉田　彩佳 2，小口　岳史 1，窪田　光慶 1，2， 

花岡　孝治 1，2，李　正姫 1，林田　丞太 1，2，菅谷　彰 1，2，山本　龍生 1，二瓶　智太郎 1，2， 
櫻井　孝 1

1 神奈川歯科大学歯学部総合教育部，2 神奈川歯科大学大学院歯学研究科歯学教育学講座

P-19	 オンライン講義に対する学生の意見―神奈川歯科大学歯学部 1年生アンケート
結果から―
○林田　丞太 1，栗本　勇輝 1，板宮　朋基 1，吉田　彩佳 1，小口　岳史 1，木村　幸司 1， 

窪田　光慶 1，2，花岡　孝治 1，2，李　正姫 1，菅谷　彰 1，2，山本　龍生 1，二瓶　智太郎 1，2， 
櫻井　孝 1

1 神奈川歯科大学歯学部総合教育部，2 神奈川歯科大学大学院歯学研究科歯科教育学講座
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P-20	 短期大学歯科衛生士学生のオンライン講義の受講環境に関する現状
○菅野　亜紀 1，杉戸　博記 1，2，江口　貴子 1，多田　美穂子 1，永井　由美子 1，中田　悠 1，

高倉　枝里子 1，白鳥　たかみ 1，佐藤　亨 1，鳥山　佳則 1

1 東京歯科大学短期大学　歯科衛生学科，2 東京歯科大学　保存修復学講座

P-21	 ICTを活用した栄養学実習の取り組み
○大久保　真衣 1，中田　悠 2，江口　貴子 2，杉戸　博記 2

1 東京歯科大学　口腔健康科学講座　摂食嚥下リハビリテーション研究室，2 東京歯科大学短期大学歯
科衛生学科

双方向授業

P-22	 Web-video 会議ソフトウエアZoomを用いた知識構成型ジグソー法の実施
○河相　安彦，伊藤　誠康，三枝　禎，小方　賴昌
日本大学松戸歯学部

学習教材・学習ツール

P-23	 12 倍大歯模型と 4倍大歯模型，1倍大歯模型の視認性について
○谷内　秀寿 1，髙谷　達夫 2，北沢　富美 3，音琴　淳一 2，岡藤　範正 4，金銅　英二 5

1 松本歯科大学　入門歯科医学，2 松本歯科大学病院　初診室（総合診断科・総合診療科），3 松本歯科
大学病院　歯科技工士室，4 松本歯科大学　歯科矯正学講座，5 松本歯科大学　口腔解剖学講座

P-24	 SimEX	DDS-100 の評価基準の定量化と評価者との差異について
○守下　昌輝，徳永　隼平，貴舩　亮太，村岡　宏祐，粟野　秀慈
九州歯科大学　口腔機能学講座　クリニカルクラークシップ開発学分野

P-25	 歯科衛生専門学生のビデオ映像を用いたグループ学習の効果	―車椅子介助の
授業における実践―
○鈴石　雅子，金井　美保，國井　知余，満足　愛，長澤　治子
日本大学歯学部附属歯科衛生専門学校

P-26	 歯の彫刻実習における反転学習の試み
○野中　直子 1，馬谷原　光織 1，中島　功 1，2，槇　宏太郎 1

1 昭和大学歯学部，2 目白大学短期大学部　歯科衛生学科

P-27	 Web アプリケーションを用いたオンライン全部床義歯デジタル排列実習の効
果
○荒木田　俊夫 1，金澤　学 1，鈴木　啓之 1，岩城　麻衣子 2，駒ヶ嶺　友梨子 1，浜　洋平 1，

水口　俊介 1

1 東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　高齢者歯科学分野，2 総合診療歯科学分野

その他

P-28	 歯学生の多職種連携に関する用語の認知
○吉田　礼子 1，松本　祐子 1，大戸　敬之 1，作田　哲也 1，鎌田　ユミ子 1，岩下　洋一朗 2，

田口　則宏 1，2

1 鹿児島大学　学術研究院　医歯学域　鹿児島大学病院　歯科総合診療部，2 鹿児島大学　学術研究院　
医歯学域　歯学系　医歯学総合研究科　健康科学専攻　歯科医学教育実践学分野
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学習教材・学習ツール

P-29	 「リライン」「リベース」の用語の使用の変遷	―歯科医師国家試験と教科書と
の関連―
○五十嵐　憲太郎，伊藤　誠康，大久保　昌和，木本　統，飯島　守雄，河相　安彦
日本大学松戸歯学部　有床義歯補綴学講座

P-30	 歯科衛生士学生に対する歯科放射線学実習の有用性：歯科撮影および画像解剖
における講義と実習の比較
○梶　貢三子 1，小滝　真也 2，前岨　亜優子 1，寺島　雅子 1，大西　愛 1，尾形　祐己 1， 

秋山　広徳 2，大草　亘孝 3，山中　武志 1，頭山　高子 1，和唐　雅博 1

1 大阪歯科大学医療保健学部口腔保健学科，2 大阪歯科大学歯学部歯科放射線学講座，3 大阪歯科大学歯
学部歯科法医学室

P-31	 歯学教育のための下顎骨ペーパークラフトの作成
○中島　功 1，2

1 目白大学　短期大学部　歯科衛生学科，2 昭和大学歯学部口腔解剖学講座

P-32	 新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた冠橋義歯学実習の検討
○細木　眞紀 1，大倉　一夫 1，井上　美穂 1，鈴木　善貴 1，安陪　晋 2，河野　文昭 2， 

松香　芳三 1

1 徳島大学大学院医歯薬学研究部　顎機能咬合再建学分野，2 総合診療歯科学分野

P-33	 医学英語教育ガイドラインに準拠した歯科学生を対象とした歯科医学英語教育
テキストの作成
○羽村　章 1，影山　幾男 2

1 日本歯科大学生命歯学部高齢者歯科学，2 日本歯科大学新潟生命歯学部解剖学第一講座

P-34	 WEB授業環境下におけるQRコードシステムの導入
○岡　隼人 1，藤田　淳一 2

1 大阪歯科大学　英語教室　助教，2 大阪歯科大学　英語教室　准教授

P-35	 歯科補綴学授業におけるアクティブラーニングの導入とその学習効果	―通常
授業，TBL，反転授業の比較―
○大倉　一夫 1，井上　美穂 1，鈴木　善貴 1，細木　眞紀 1，河野　文昭 2，松香　芳三 1

1 徳島大学大学院医歯薬学研究部顎機能咬合再建学分野，2 徳島大学大学院医歯薬学研究部総合診療歯
科学

P-36	 歯科医師臨床研修指導における ICT（Google	Classroom® と Zoom®）の有効
性
○勝又　桂子，山田　理，伊佐津　克彦，長谷川　篤司
昭和大学歯学部　歯科保存学講座　総合診療歯科学部門

その他

P-37	 神奈川歯科大学におけるデジタル治療の教育現状
○星　憲幸 1，井上　絵理香 2，清宮　一秀 2，木本　克彦 1

1 神奈川歯科大学大学院　歯学研究科　口腔統合医療学講座　補綴・インプラント学，2 神奈川歯科大
学　総合歯科学講座
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P-38	 神奈川歯科大学附属病院における歯科技工士によるデジタル実習
○清宮　一秀 1，2，井上　絵理香 1，2，星　憲幸 3，木本　克彦 2，3

1 神奈川歯科大学総合歯科学講座，2 神奈川歯科大学附属病院技工科，3 神奈川歯科大学大学院歯学研究
科口腔統合医療学講座補綴・インプラント学分野

学習教材・学習ツール

P-39	 歯科医師臨床研修において「診療のガイドライン」を学修する有効性
○勝又　桂子，山田　理，伊佐津　克彦，長谷川　篤司
昭和大学歯学部　歯科保存学講座　総合診療歯科学部門

学習支援：キャリア、ストレスマネージメント

P-40	 大阪歯科大学医療保健学部生のキャリア開発に対する意識
○中塚　美智子，神　光一郎，頭山　高子，米澤　美保子，藤田　暁，寺島　雅子，尾形　祐己，

和唐　雅博，柿本　和俊，今井　弘一
大阪歯科大学医療保健学部

P-41	 学習環境の場としての学力強化合宿は有効か
○益野　一哉 1，松本　秀範 1，西川　哲成 1，王　宝禮 1，柏木　宏介 2，合田　征司 3，田中　昭男 4，

川添　堯彬 5

1 大阪歯科大学歯学部　歯科医学教育開発室，2 有歯補綴咬合学講座，3 生理学講座，4 病理学室，5 学長

P-42	 1 年間のニューヨーク大学海外研修を通じて経験したニューヨーク州の研究室
安全教育システムについて
○田口　洋一郎，梅田　誠
大阪歯科大学　歯周病学講座

カリキュラム・授業評価

P-43	 アウトカム基盤型教育に基づくコンピテンシー評価システムの開発
○田口　則宏，岩下　洋一朗，田松　裕一，西村　正宏
鹿児島大学　学術研究院　医歯学域　歯学系

その他

P-44	 学修成果としてのコンピテンス・コンピテンシー項目の達成度評価の試み
○内田　竜司
福岡歯科大学教育支援・教学 IR 室

カリキュラム・授業評価

P-45	 わが国の歯学部における行動科学教育の特徴とその背景
○大山　篤 1，2，青木　伸一郎 2，多田　充裕 2，大沢　聖子 2，伊藤　孝訓 2

1（株）神戸製鋼所東京本社健康管理センター，2 日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座
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OSCE

P-46	 クラウンブリッジ技工学における病院実習前試験の取り組み
○楠本　哲次 1，藤田　暁 1，首藤　崇裕 1，柿本　和俊 1，西崎　宏 1，樋口　鎮央 1， 

錦織　良 1，三宅　晃子 1，元根　正晴 2，糸田　昌隆 2，橋本　正則 2，山中　武志 2，頭山　高子 2，
梶　貢三子 2

1 大阪歯科大学医療保健学部口腔工学科，2 大阪歯科大学医療保健学部口腔保健学科

少人数教育

P-47	 第 5 学年臨床実習におけるTBLの試みについて	―学生の評価から―
○滑川　初枝，中西　生美，横澤　茂，大津　光寛，仲谷　寛，石垣　佳希，石田　鉄光， 

田谷　雄二，青木　春美，田中　とも子，沼部　幸博，松野　智宣，千葉　忠成，石黒　一美，
堀江　哲郎

日本歯科大学生命歯学部　教育開発委員会　PBL テュートリアル部会

その他

P-48	 九州歯科大学 6年次生の要望により実施した国家試験対策補講の有用性
○永松　有紀，永松　浩，清水　博史
九州歯科大学

試験

P-49	 東京医科歯科大学研修歯科医に対する試行的臨床技能試験の研修歯科医による
評価
○金森　ゆうな 1，則武　加奈子 1，梅森　幸 1，岩城　麻衣子 1，城戸　大輔 1，秀島　雅之 2，

木村　康之 1，服部　旭威 3，礪波　健一 1，海老原　新 4，荒木　孝二 3，新田　浩 1

1 東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科総合診療部，2 快眠歯科（いびき・無呼吸）外来，3 同大学大学
院医歯学総合研究科歯学教育システム評価学分野，4 歯髄生物学分野

汎用性能力（学士力）：コミュニケーション、倫理・態度、クリティカルシンキング、
リテラシー

P-50	 英語による思考が数学の学力向上に与える影響
○森　淳秀 1，藤田　淳一 2，岡　隼人 2

1 大阪歯科大学数学教室，2 大阪歯科大学英語教室

その他

P-51	 歯学部第一学年を対象とした生命情報科学実習の展開
○岡村　英幸，平井　悠哉
大阪歯科大学　歯学部　生物学教室

臨床実習（クリニカルクラークシップ）

P-52	 大阪歯科大学歯学部における歯周治療に関する臨床能力試験の評価
○嘉藤　弘仁，田口　洋一郎，梅田　誠
大阪歯科大学　歯学部　歯周病学講座
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P-53	 日本歯科大学新潟生命歯学部臨床実習生の医療面接に関する検討
○井口　麻美 1，二宮　一智 2，田中　聖至 3，両角　祐子 4，長谷川　優 5，大橋　誠 6， 

藤井　一維 1

1 日本歯科大学新潟生命歯学部　歯科麻酔学講座，2 日本歯科大学新潟生命歯学部　薬理学講座，3 日本
歯科大学新潟生命歯学部　小児歯科学講座，4 日本歯科大学新潟生命歯学部　歯周病学講座，5 日本歯
科大学新潟短期大学，6 日本歯科大学新潟病院　歯科麻酔・全身管理科

P-54	 臨床実地試験トライアルにおける評価者間一致率に関する考察
○川西　克弥 1，村田　幸枝 1，河野　舞 2，越野　寿 1，川上　智史 1，長澤　敏行 1

1 北海道医療大学歯学部，2 千葉県立保健医療大学

P-55	 歯科診療室臨床実習用CC	Snapshot 評価票の有用性に関する検討
○酒巻　裕之，麻賀　多美代，麻生　智子，鈴鹿　祐子，山中　紗都，河野　舞，荒川　真，

金子　潤，大川　由一
千葉県立保健医療大学健康科学部歯科衛生学科

P-56	 診療参加型臨床実習用「口頭試問のヒント」の作成
○米田　雅裕 1，山田　和彦 1，畠山　純子 1，松﨑　英津子 2，阿南　壽 2，内藤　徹 3，森田　浩光 4，

廣藤　卓雄 1

1 福岡歯科大学　総合歯科学講座総合歯科学分野，2 口腔治療学講座歯科保存学分野，3 総合歯科学講座
高齢者歯科学分野，4 総合歯科学講座訪問歯科センター

FD：教育能力の向上、カリキュラムの開発・改善、組織の改善

P-57	 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う日本歯科大学附属病院　令和 2年
度歯科医師臨床研修の取り組み
○秋山　仁志，宇塚　聡，町田　麗子，三代　冬彦
日本歯科大学附属病院研修管理委員会

教育研究手法：意識調査、ケース報告、量的研究、質的研究

P-58	 日本大学歯学部付属歯科病院歯科医師臨床研修における離島歯科診療プログラ
ム調査報告
○竹内　義真 1，2，紙本　篤 1，2，古地　美佳 1，2，関　啓介 1，2，高見澤　俊樹 3，宮崎　真至 3

1 日本大学歯学部総合歯科学分野，2 日本大学歯学部総合歯学研究所歯学教育研究部門，3 日本大学歯学
部保存学教室修復学講座

その他

P-59	 歯科医師卒後臨床研修修了時のアンケート結果の分析（第 6報）
○田中　佐織 1，飯田　俊二 1，高師　則行 1，根岸　淳 2，井上　哲 3

1 北海道大学病院口腔総合治療部，2 北海道大学病院高次口腔医療センター，3 北海道大学大学院歯学研
究院臨床教育部

教育研究手法：意識調査、ケース報告、量的研究、質的研究

P-60	 歯科学生への教育内容評価アンケートにおける記名の有無による信頼性について
○諸冨　孝彦，鷲尾　絢子，吉居　慎二，藤元　政考，北村　知昭
九州歯科大学口腔機能学講座口腔保存治療学分野
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P-61	 歯科大学 5年生の喫煙と生活習慣との関連性
○大草　亘孝 1，益野　一哉 2，川島　渉 3，戸田　伊紀 3，上村　守 3，本田　義知 4，王　宝禮 2，

田中　昭男 5

1 大阪歯科大学　歯科法医学室，2 歯科医学教育開発室，3 解剖学講座，4 中央歯学研究所，5 病理学室

P-62	 WebClass で実施した試験結果に基づく自己分析診断表の分析
○竹内　麗理，平塚　浩一
日本大学松戸歯学部生化学・分子生物学講座

P-63	 個人ルーブリックを用いた “振り返り ”は目標達成における研修歯科医のモチ
ベーション向上に寄与するか
○鵜飼　孝 1，2，鎌田　幸治 1，野上　朋幸 1，林田　秀明 1，木村　泰男 3，多田　浩晃 3， 

角　忠輝 2，3

1 長崎大学病院口腔管理センター，2 長崎大学病院医療教育開発センター，3 長崎大学生命医科学域総合
歯科臨床教育学分野

P-64	 遠隔授業が大学初年次の基礎物理学の理解度に与える影響
○佐藤　衆一，辻林　徹
大阪歯科大学　物理学教室

P-65	 Grit と歯学部学生評価についての検討
○窪田　光慶 1，2，栗本　勇輝 1，板宮　朋基 1，吉田　彩佳 1，2，小口　岳史 1，木村　幸司 1， 

花岡　孝治 1，2，李　正姫 1，林田　丞太 1，菅谷　彰 1，2，山本　龍生 1，二瓶　智太郎 1，2， 
櫻井　孝 1

1 神奈川歯科大学歯学部総合教育部，2 神奈川歯科大学大学院歯学研究科歯科教育学講座

歯科医療・口腔ケア・ヘルスプロモーション

P-66	 水酸化カルシウム製剤の根管内填入における安全対策に関するアンケート調査
報告
○松﨑　英津子 1，二階堂　美咲 1，廣瀬　陽菜 1，松本　典祥 1，畠山　純子 2，阿南　壽 1

1 福岡歯科大学口腔治療学講座歯科保存学分野，2 福岡歯科大学総合歯科学講座総合歯科学分野

歯科医学研究

P-67	 臨床実習生に対するマイクロスコープ実習の教育実践報告	―グループワーク
における教育効果―
○赤堀　裕樹，田中　雅士，木方　一貴，長谷川　智哉，瀧谷　佳晃，河野　哲
朝日大学口腔機能修復学講座歯科保存学分野

P-68	 コンピュータ・シミュレーション/iPS 細胞を用いて動物に代替する薬理学実
習の試み
○納富　拓也，野﨑　中成
大阪歯科大学　薬理学講座
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プロフェッショナリズム教育

P-69	 大学院における研究者としてのプロフェッショナリズム教育と今後の課題
○清浦　有祐，　玉井　利代子
奥羽大学大学院歯学研究科

P-70	 アンプロフェッショナルな行動と医の倫理筆記試験の得点との関係
○礪波　健一 1，梅森　幸 1，則武　加奈子 1，岩城　麻衣子 1，木村　康之 1，荒木　孝二 2， 

新田　浩 1

1 東京医科歯科大学　歯学部附属病院歯科総合診療部，2 大学院医歯学総合研究科歯学教育システム評
価学

P-71	 大阪歯科大学における口腔保健学科学部生と歯科衛生士専門学校生の歯科衛生
士志向性の比較　	第 2 報
○前岨　亜優子 1，和唐　雅博 1，神　光一郎 1，頭山　高子 1，梶　貢三子 1，大西　愛 1， 

寺島　雅子 1，尾形　祐己 1，小正　裕 1，田中　昭男 2，今井　弘一 1

1 大阪歯科大学医療保健学部，2 大阪歯科大学歯学部病理学室

P-72	 高等教育における専門職養成教育の課題　高校生にとって人気の医療職と医療
職に対する考え方
○吉田　隆 1，有泉　祐吾 2，大川　由一 3，栁澤　伸彰 1，佐古　亮 4，古澤　成博 4

1 埼玉県立大学，2 静岡県立大学短期大学部，3 千葉県立保健医療大学，4 東京歯科大学

P-73	 初年次歯科学生の職業理解	―職業継続に関する因子―
○三澤　麻衣子，尾﨑　哲則，上原　任，中島　一郎
日本大学歯学部医療人間科学分野

早期体験学習

P-74	 松本歯科大学歯学部学生のインプラント学実習の状況
○冨士　岳志 1，羽鳥　弘毅 2，齋藤　安奈 1，芳澤　享子 1，中本　哲自 3，宇田川　信之 1

1 松本歯科大学，2 奥羽大学，3 朝日大学

P-75	 日本歯科大学新潟生命歯学部で早期臨床実習Ⅱを行った第 3学年の意識調査
○高橋　靖之 1，長谷川　優 2，井口　麻美 3，大橋　誠 1，藤井　一維 3

1 日本歯科大学新潟病院　歯科麻酔・全身管理科，2 日本歯科大学新潟短期大学，3 日本歯科大学新潟生
命歯学部　歯科麻酔学講座

P-76	 歯科学生自身による患者付き添い実習の自己評価に影響を及ぼす要因
○大沢　聖子 1，2，多田　充裕 1，2，内田　貴之 1，2，青木　伸一郎 1，2，岡本　康裕 1，2， 

梶本　真澄 1，2，大山　篤 1，3，伊藤　孝訓 1

1 日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座，2 日本大学松戸歯学部口腔科学研究所，3（株）神戸製鋼所
東京本社健康管理センター

P-77	 日本歯科大学生命歯学部新入生を対象とした病院医療概論ハンドスキル実習に
関するアンケート結果
○五十嵐（武内）　寛子，沼部　幸博
日本歯科大学生命歯学部　歯周病学講座
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学生セッション

その他

S-1	 生命の進化史を 1年間に換算してわかったこと
○犬伏　陽奈 1，井口　貴絵 1，齊藤　拓磨 1，西川　哲成 2，松本　秀範 2，益野　一哉 2，王　宝禮 2，

辻　要 3，大草　亘孝 4，藤原　眞一 5，田中　昭男 6，川添　堯彬 7　
1 大阪歯科大学歯学部　2 年生，2 歯科医学教育開発室，3 口腔外科学第一講座，4 歯科法医学室，5 化学教室，
6 病理学室，7 学長

国際学会研究発表奨励賞受賞者ポスター発表

IP-01	 The	Motion	Analysis	of	Impression	Taking	by	Motion	Capture	System
S. Hara1，N. Okumura1，F. Nakamura2，T. Sato2，T. Hayashi4，5，R. Watanabe3，N. Fujii1，2

1Division of Dental Educational Research Development，Graduate School of Medical and Dental 
Sciences，Niigata University，2General Dentistry and Clinical Education Unit，Niigata University 
Medical and Dental Hospital，3Graduate School of Science and Technology，Niigata University，
4Electric and Information Engineering，Graduate School of Science and Technology，Niigata 
University，5Interdisciplinary Program of Biomedical Engineering，Assistive Technology，and Art 
and Sports Sciences，Faculty of Engineering，Niigata University
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【教育講演】

「歯科医療教育の改善をめざして―日本歯科医学教育学
会の役割―」
演者：河野　文昭

徳島大学大学院医歯薬学研究部　総合診療歯科学分野
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教育講演

歯科医療教育の改善をめざして 
―日本歯科医学教育学会の役割―

河野　文昭
徳島大学大学院医歯薬学研究部　総合診療歯科学分野

　日本歯科医学教育学会は、1982 年、“歯科医学教育に関する情報の共有および教育研究の充実と発展
ならびに普及”を目的として設立され、2019 年 1 月からは一般社団法人日本歯科医学教育学会として
活動することになりました。法人格を持ったことより、歯科医学教育の唯一の専門団体として歯科会だ
けでなく医療系関連学会の中で大きな責任と役割を持つことになりました。法人化前の自由度は無くな
りましたが、この法人化を機に、これまでの事業を発展させるために委員会構成を見直し、委員会の所
掌を明確に示しました。今回、常置委員会の中に学術委員会と企画・将来構想委員会を新たに設置し、
両委員会で、学術大会と教育に関する研究の充実を、さらに企画・将来構想委員会では若手中心に委員
会を構成し、10 年後の日本歯科医学教育と学会の向かう方向性を議論する場を設けました。また、卒
前教育委員会と卒後教育委員会を統合して教育一貫性委員会と命名しました。この委員会には歯科医師
として生涯学習を踏まえたコンピテンス、コンピテンシーの策定を依頼しております。日本歯科医学教
育学会としての目線で歯科医師のコンピテンス、コンピテンシーを示すことは、歯科医師の生涯学習を
活性化する上で有意義であり、重要と考えています。近い時期に皆様に公表できるものと思っています。
　今期の執行部では、以下のことを重点項目として取り組むこととしました。
1．歯科医学教育改革を推進するリーダーの養成
2．新たな本学会の基盤作り
3．歯学教育分野別評価協議会や歯科専門医機構等との連携
4．他の医療系教育医学会との交流、連携
5．国際化の推進
　平成、令和と時代が移る中、歯科学教育は歯学教育モデル・コア・カリキュラムの導入、臨床研修
の必修化、共用試験 CBT、OSCE の正式実施、プロフェッショナリズム教育、地域医療、ITC、
Student Dentist や Post Clinical Clerkship Performance Examination（Post-CC OSCE 改 め Post-CC 
PX）の実施など社会のニーズの変化と多様化する社会に応じた変革に直面しました。また、本邦の歯
科医学教育自体に国際標準の歯学教育が求められ、それに合わせた歯学教育改革が現在進行形で進み
つつあります。これからの歯学教育改革を牽引するリーダーシップを持った柔軟で創造的な人材が必
要となっています。このような人材育成こそが、本学会の大きな使命と考えます。
　本講演では、今期の日本歯科医学教育学会の活動を中心にお話したいと思います。

1983 年 3 月 徳島大学歯学部卒業
1987 年 3 月 徳島大学大学院歯学研究科修了
1987 年 4 月 徳島大学助手（歯学部）
1990 年 4 月 徳島大学講師（徳島大学歯学部附属病院）
1990 年 10 月～ 1991 年 9 月　　University of Michigan、School of Dentistry、Visiting Scholar
2002 年 7 月 徳島大学教授　（現在に至る）
2008 年 4 月～ 2013 年 3 月　　徳島大学病院副病院長（歯科診療担当）
2015 年 4 月～ 2019 年 3 月　　徳島大学口腔科学教育部長・歯学部長
主な学会活動
日本歯科医学教育学会（理事長）、日本歯科補綴学会（理事）、日本総合歯科学会（理事）、日本
顎顔面補綴学会（代議員）、日本歯科理工学会（代議員）、日本接着歯学会（代議員）、日本歯科
医療管理学会（代議員）、International Association of Dental Research、International Collage of 
Prosthodontics など
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【特別講演】

特別講演１
「横須賀の歴史と歯学、そして技術革新と歯科医療」
演者：齋藤　隆

神奈川歯科大学特別顧問

特別講演２
「我が野球人生」
演者：堀内　恒夫

読売巨人軍元監督、読売新聞スポーツアドバイザー、野球評論家

特別講演 3
「環境先進国・日本の復権へ～コロナ後の経済社会をリデ
ザイン～」
演者：小泉　進次郎

環境大臣兼原子力防災担当大臣　衆議院議員
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特別講演 1

横須賀の歴史と歯学、そして技術革新と歯科医療

齋藤　隆
神奈川歯科大学特別顧問

　果たして本学会が開催される 9 月にはコロナは収束しているのだろうか、先行きの不透明感を感じ
ながら原稿を書いている。
　私は 40 年間自衛隊に奉職、陸海空自衛隊の作戦の総元締めである統合幕僚長を最後に退官した。も
ともとは潜水艦乗りであり、当然歯科に関して素人であるものの、自衛隊の組織が歯科と無関係であ
るかというとそんなはずはない。軍隊において歯科の重要性が認識されたのは、1898 年の「ボアー戦争」
の時だと聞いている。
　1905 年「日本海海戦」において圧倒的な勝利を得た日本海軍ではあるが、歯科には無関心であった
ようで、その後太平洋戦争の時代に入っても歯科には関心が薄かったようだ。一方で米海軍をみると、
兵員一人一人の士気、戦力を維持するための歯科治療の重要性を早くから認識、充実していた。
　戦後発足した自衛隊であるが、初期において歯科は軽視されていたように思う、しかし近年海賊対
処等で長期外洋展開する機会が増えた海上自衛隊は歯科の重要性が認識されつつある。
　私自身も自衛隊生活 40 年を振り返って見たとき、特に後半はストレスからくる唾液の減少による口
腔衛生環境の悪化は歯周病の原因になることを痛感した。
　現在神奈川歯科大学の特別顧問としてお世話になっているが、本学の敷地は旧海軍艦艇のエンジン
等機関術を教えた工機学校の跡地であり、海軍の後継者として自負している自分としては何かの縁を
感じずにはいられない。
　また今回横須賀で学会の開催と言うことで、横須賀が如何に日本の近代化、そして現在の幅広い技
術に貢献したか、巨大タンカー、そして高付加価値船の建造技術等は当然であるが、意外と知られて
いない、日本海海戦の勝利の一因を導いた「36 式無線機」は横須賀で開発、実用化がなされた。戦後
本技術は携帯電話へとつながり横須賀野比に所在する YRP（横須賀リサーチパーク）も多大の貢献を
している。
　21 世紀に入り、急速な技術革新の波が押し寄せている。無線通信技術は 5G の時代に突入しているが、
この様な高速、大容量通信技術、そして AI あるいは 3D プリンター等の革新的な技術が融合すること
によって、歯科医療分野にも革新的な波がそこまでやってきていると感じている。
　同時に新型コロナウイルスが去ったあと、世界はどの様に変化するのだろうか、歯科医療分野も避
けて通れないのではと妄想している。

1948 年生まれ、1970 年衛大学校卒業後、海上自衛隊に入隊、以後潜水艦の艦長、自衛艦隊司令
部幕僚、海上幕僚監部衛部長、舞鶴地方総監、横須賀地方総監を経て第 27 代海上幕僚長、第 2
代統合幕僚長を最後 2009 年自衛隊を退官。
以後防衛省顧問、日立製作所顧問、公益財団法人水交会理事長会長を歴任
平成 30 年に瑞宝大綬章を受賞、現在神奈川歯科大の特別顧問

略
　
　
　
歴

特
別
講
演



32

特別講演 2

我が野球人生

堀内　恒夫
読売巨人軍元監督、読売新聞スポーツアドバイザー、野球評論家

　今年で 72 歳。私の現役時代をご存じの方は、どれぐらいいらっしゃるでしょうか。時代を遡って高
校 3 年生の秋、1965 年 11 月 17 日。日比谷日生会館で行われた第 1 回プロ野球ドラフト会議で読売巨
人軍から 1 位指名され、プロ野球の世界へ。入団 1 年目から 1 軍のマウンドに立ち 16 勝を挙げ、2 年
目から背番号「18」を背負い、「エース」と呼ばれるようになり、通算成績は 203 勝、背番号と同じ 18
年間を巨人軍一筋でプロ野球人生の幕を閉じました。略歴に書き記しますと、我ながら華々しい野球
人生だと思いますが、その裏では色々なことがありました。
　入団をきっかけに上京しましたが、生まれは山梨県甲府市。実家は生糸工場を営んでおりました。
山梨県には「ほうとう」という郷土料理があります。小麦粉を練って、ざっくりと太く切った麺と野
菜を味噌仕立てで煮込んだ料理なのですが、その麺をつくるための製麺機が実家にはありました。私
が 3 歳の頃、その製麺機に興味を持ち、右手人差し指を作動した機械に突っ込み指先を切ってしまう
という大怪我を負いました。その後も、第一関節のところまでしか伸びず、今現在も短いままです。
母親が泣いて悔やんでくれましたが、その短い指のおかげで、落差の大きい「ドロップ」と呼ばれる
変化球を投げることが出来たのです。つまり、指先を失うというマイナスとしか思えなかった事故が、
その後の私の人生に大きなプラスを与えてくれた。人生、何が起こるかわかりませんし、捨てたものじゃ
ありません。
　2020 年は誰もが想像しえない年となりました。新型コロナウイルスが世界に蔓延し、そして今、我々
は新しい生活様式を求められスタートしました。特に医療従事者の皆さまのご苦労は、それはそれは
大変なことだろうとお察しいたします。
　私は野球しかやってこなかった。野球に育てられ、そして残された人生は野球に恩返しがしたい、
その想いで過ごしております。ですから、今回いただいた貴重なお時間も、野球で培ってきた我が人
生のほんの一部をお話しさせていただければと考えております。皆さまが歩んでこられた道とは全く
違う道ではありますが、皆さまの英知な頭脳で、ご理解いただき、今後の皆さまのご活躍に繋がる何
かのヒントになれれば幸いです。

1966 年　　東京読売巨人軍入団
デビューの年に開幕 13 連勝を含む通算 16 勝 2 敗を記録。最優秀防御率、最高勝率
に輝き、沢村賞・新人王のタイトルを獲得

1967 年　　広島戦でノーヒット・ノーラン達成。自ら 3 打席連続本塁打を放つ。
1972 年　　  通算 26 勝で最多勝・最高勝率に輝き、リーグ優勝に貢献。MVP・沢村賞・最優秀

投手・ベストナイン・ダイアモンドグラブ賞を受賞。日本シリーズでも奮闘し勝利
に貢献。日本シリーズ MVP・最優秀投手賞を受賞。

1980 年　　通算 200 勝達成
1983 年　　18 年間の現役生活を引退
1984 年　　東京読売巨人軍投手コーチ就任
1986 年　　日本テレビ野球解説者・スポーツ報知野球評論家として活躍
1993 年　　東京読売巨人軍投手コーチ・ヘッドコーチ歴任
1999 年　　  読売新聞スポーツアドバイザー・日本テレビ野球解説者・スポーツ報知野球評論家

に復帰
2004 年　　東京読売巨人軍監督就任　2 年間指揮を執る。
2006 年　　野球解説や少年野球教室での指導、講演活動を行う。
2008 年　　野球殿堂入り
2013 年　　  参議院議員として政治活動を行う。生涯スポーツ・障がい者スポーツの振興を目指

し「スポーツ庁の設置」の実現に貢献。また「野球・ソフトボールを五輪に復活さ
せる議員連盟」を立ち上げ事務局長に就任し尽力。2020 年東京オリンピック・パラ
リンピック大会での復活実現にも貢献した。

現在　　　 読売新聞スポーツアドバイザー・スポーツ報知野球評論家を務める。
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特別講演 3

環境先進国・日本の復権へ 
～コロナ後の経済社会をリデザイン～

小泉　進次郎
環境大臣兼原子力防災担当大臣　衆議院議員

　第 39 回日本歯科医学教育学会総会および学術大会のご開催を心よりお慶び申し上げます。新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大を防ぐために、オンラインでの開催という新しいチャレンジを決断され
た関係者の皆さまに心からの敬意を表します。
　大会のテーマが「歯科医学教育の原点から未来を創る」だとお聞きしました。日々の研究や教育だ
けではなく臨床面でもお忙しい先生方が、原点を忘れずに今後の歯科医学教育の未来を描くことは、
大きな意義があると考えます。
　「環境先進国・日本」。1997 年の京都議定書の採択をリードし、世界の温室効果ガス削減に先鞭をつ
けた日本は、かつてそう言われていました。四半世紀がすぎようとしている今、環境先進国のイメー
ジは大きく後退し、国際社会からは「日本＝石炭」と見られ、日本の技術や先進的な取り組みが伝わ
らない状況にありました。そこで、私は環境大臣として日本の不名誉な評価を覆すために石炭政策の
見直しに力を入れ、海外への石炭火力発電所の輸出支援を原則しないという政策転換を実現すること
ができました。そして、それを皮切りに、コロナ後の経済社会をより持続可能なものにリデザイン（再
設計）していきたいと考えています。
　そのためには、海外では、コロナからの復興にはグリーン・リカバリーが必要だと言われているよ
うに、日本でも脱炭素社会・循環経済・分散型社会への移行を加速させる必要があります。環境問題
の解決に劇的な処方箋はありません。地球規模という大きな課題でもあるため、一人一人の取り組み
が成果として表れづらいという側面もあります。しかし、このまま手をこまねいていれば、誰よりも
不利益を被るのは私たちの次の世代です。もはや環境政策は経済の負担や重荷ではなく、成長と競争
力の源泉であるとの理解と認識を広げていけるように全力を尽くしてまいります。
　人生 100 年時代の今日、一人一人が豊かな生活を送るためには、口腔の健康維持が欠かせません。
大会での活発な議論が歯科医学教育の道しるべとなり、さらなる国民の健康と幸せのための大きな力
になることを期待しています。本大会にご参加の皆さまのご活躍とご多幸を心よりお祈り申し上げ、
私からの挨拶とさせていただきます。

2004 年 3 月 関東学院大学経済学部卒業
2006 年 5 月 米国コロンビア大学大学院政治学部修士号取得
2006 年 6 月 米国戦略国際問題研究所（CSIS）研究員
2007 年 9 月 衆議院議員小泉純一郎秘書
2009 年 8 月 衆議院議員
2011 年 10 月 自民党青年局長
2013 年 9 月 内閣府大臣政務官 兼 復興大臣政務官
2015 年 10 月 自民党農林部会長
2017 年 8 月 自民党筆頭副幹事長
2018 年 10 月 自民党厚生労働部会長
2019 年 9 月 環境大臣 兼 内閣府特命担当大臣（原子力防災）
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【テーマ】
「どうする災害歯科医学教育！―命を守るための教科＝
災害歯科医学を進めるために―」
座長：槻木　恵一

神奈川歯科大学大学院口腔科学講座環境病理学

　　　瀬川　洋
奥羽大学歯学部口腔衛生学講座

 

1.	 神奈川歯科大学における災害歯科医学教育の紹介
槻木　恵一
神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔科学講座環境病理学

2.	 	災害歯科医学教育の目的と必要とされる内容
中久木　康一
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面外科学分野

3.	 	「第 73回MEDCワークショップ 7・災害時に向け
た医学・歯学教育を考えよう！」他からの報告

岡　広子
広島大学大学院医系科学研究科附属死因究明教育研究センター

4.	 	災害歯科医学に関する歯科衛生士教育から見えてき
たこと

足立　了平
ときわ病院歯科口腔外科、神戸常盤大学短期大学部

【シンポジウム１】
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シンポジウム１「どうする災害歯科医学教育！―命を守るための教科＝災害歯科医学を進めるために―」

神奈川歯科大学における災害歯科医学教育の紹介

槻木　恵一
神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔科学講座環境病理学

　日本は、気象災害、地震災害、感染症など、多くの災害に見まわれている。これまでは、医学の範
疇において災害医療が議論されてきたが、災害時の歯科の役割の重要性が増すにつれて、歯学におい
ても災害歯科医療の確立が求められている。特に、モデルコアカリキュラムや歯科医師国家試験出題
基準においても、災害関連が項目として導入されており、歯学部での教育は必須となっている。しかし、
災害はいつくるともわからない事象であり、さらに、災害時の歯科に技術的には特殊な事があるわけ
でもない。その様な状況でどのような教育をしていくかは議論が必要であると考えられる。本シンポ
ジウムでは、災害歯科医学のコンセプトについて議論し、コンセンサスを見出していきたい。さらに、
本演題では、神奈川歯科大学における災害歯科医学教育の概要を報告する。

1967 年 12 月 東京生まれ。
1993 年 3 月 神奈川歯科大学　卒業
1997 年 3 月 神奈川歯科大学大学院　修了
 口腔病理学専攻　歯学博士
2007 年 4 月 神奈川歯科大学　教授
現職
神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔科学講座環境病理学分野　教授
神奈川歯科大学大学院歯学研究科長（2013 年 6 月から）
神奈川歯科大学副学長（2014 年 4 月から）
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シンポジウム１「どうする災害歯科医学教育！―命を守るための教科＝災害歯科医学を進めるために―」

災害歯科医学教育の目的と必要とされる内容

中久木　康一
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面外科学分野

　災害医療は、平成 28 年度改訂版の歯学教育モデル・コア・カリキュラムにおいて「歯科医師として
求められる基本的な資質・能力」の「A-7　社会における医療の実践」の中の「A-7-1）地域医療への
貢献」に、医療計画やへき地医療、地域包括ケアシステムやかかりつけ歯科医、地域医療などと並列
に位置付けられている。つまり、災害歯科医学はテクニカルな歯科医学ではなく、地域のかかりつけ
歯科医が担う地域歯科保健医療提供体制の BCP（（Business Continuity Plan、業務継続計画）という、
ノンテクニカルな基本的な能力として位置付けられている。
　災害時において、確立された方法論は存在せず、今後も確立されることはない。なぜならば、災害
には様々な種類や規模があり、かつ、地域の特性によって被災の程度や復興の見込みは変わってくる。
しかしいずれの災害においても、平常時より地域に提供されている歯科保健医療体制を保持している

「かかりつけ歯科医」が、災害時にもその提供している機能をどのようにして継続するかということが
課題であることは同じである。
　このために、必要とあれば、人的にかつ物資的に資源を被災地に投入するなどの体制づくりが行わ
れてきており、歯科の多組織が連携するための災害歯科保健医療連絡協議会が形作られてきた。
　その他、災害時の対応には、法的バックグラウンドの理解やリスクマネジメントの基本とともに、
スフィアスタンダードやサイコロジカルファーストエイドの理解、更には、ノンテクニカルスキルや
コミュニケーションスキルの修得も必要となろう。

1998 年 3 月 東京医科歯科大学歯学部　卒業
2001 年 3 月 スリランカ・ペラデニア大学歯学部口腔病理学　留学
2002 年 3 月 東京医科歯科大学歯学部大学院歯学研究科　修了
2002 年 7 月 東京医科歯科大学歯学部附属病院　医員
2003 年 4 月 静岡市立静岡病院口腔外科　専攻研修医
2004 年 4 月 北里大学病院形成外科　非常勤医師
2006 年 4 月 東京医科歯科大学歯学部附属病院　医員
2009 年 4 月 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面外科学分野　助教
2019 年 10 月  東北大学大学院歯学研究科インターフェイスプロジェクト支援室　助教（クロス

アポイントメント制度）
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シンポジウム１「どうする災害歯科医学教育！―命を守るための教科＝災害歯科医学を進めるために―」

「第 73 回 MEDC ワークショップ 7・災害時に向
けた医学・歯学教育を考えよう！」他からの報告

岡　広子
広島大学大学院医系科学研究科附属死因究明教育研究センター

　災害現場では医師、歯科医師、看護師、薬剤師、救急救命士、歯科衛生士、臨床心理士等に加え、
警察官、自衛官、消防士等も活動している。我々はお互いに他の職種が災害時に何をしているか知っ
ているだろうか。
　MEDC（岐阜大学医学教育開発研究センター）のワークショップは毎年数回開催され、専門的な医
学教育を楽しく学ぶ場となっている。我々は多職種連携をキーワードに、第 73 回 MEDC ワークショッ
プで「災害時に向けた医学歯学教育を考えよう！」を企画・実施した。企画したワークショップには
医学、歯学、薬学、コミュニケーション学等多分野から参加があった。そのため、まず「他の職種の
災害に向けた現状の教育を知ること」と「災害時の自分の職種の役割を知ってもらうこと」を当日の
共通の目的・ゴールとした。ワークショップでは歯科を中心とした 3 大学および団体の災害時の病院
初動や犠牲者身元確認に関連する取組みが紹介された。続いて参加者によるグループワークで「災害
時に我々が必要とされることとは」と題しメンバーそれぞれの職種の役割について話し合い、その後「災
害時の連携に必要な態度・知識・技術」について意見を出し合った。歯科以外の職種からは災害の有
無にかかわらず身元確認や個人識別のためにできることについて質問があり、薬剤師以外の職種から
は災害時の薬剤師の役割やモバイルファーマシーについて多数の質問がなされていた。また、情報管
理や共有のための仕組み・方法、心のケアなどにおける様々なコミュニケーションが連携のために必
要な内容として挙げられた。
　近年、卒前教育においても災害医学や災害歯科医学が扱われるようになってきた。本学大学病院の
研修歯科医（2019 年度、2020 年度）に対して研修初期に「災害時に歯科が必要とされること」を質問
すると、8 割以上が「身元確認」と「避難所での口腔ケア」を回答に挙げた。しかし、災害時に歯科医
療を継続させるための回答はほとんどみられない。また、他の職種の役割については、「DMAT」、「トリ
アージ」、「お薬手帳」等のキーワードが挙がるが、それ以外の事柄についてはほとんど回答がなかった。
　災害歯科医学教育に関する資料や報告はまだ少ない。これからは、災害時に自分の歯科医療業務を
いかに継続するのかという視点、他の職種ができることについての知識、連携のための仕組みや制度
などについて学ぶことも必要と考えられる。

2007 年　　広島大学大学院医歯薬学総合研究科　修了
2007 年　　同　研究科　助教　（歯科薬理学）
2009 年　　同　研究科　特任助教　（大学院 GP）
2011 年　　同　研究科　特任助教　（国際歯科医学連携開発学）
2014 年　　広島大学大学院医歯薬保健学研究院　特任講師（国際歯科医学連携開発学）
2018 年～現在　　広島大学大学院医歯薬保健学研究科　特任講師
　　　　　　　　　（附属死因究明教育研究センター）
その他
日本歯科医学教育学会　代議員
　　　　同　　　　　　企画・将来構想委員会委員
岐阜大学医学教育開発研究センター（MEDC）フェロー
Japanese Unidentified and Missing Persons Response Team（JUMP）理事
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シンポジウム１「どうする災害歯科医学教育！―命を守るための教科＝災害歯科医学を進めるために―」

災害歯科医学に関する歯科衛生士教育から見えて
きたこと

足立　了平
ときわ病院歯科口腔外科、神戸常盤大学短期大学部

　災害は、人命や人間の社会的活動に被害が生じたときに初めて成立する。したがって、被災者は命
に関わるほどの大きな被害を受ける。災害死には直接死と関連死が存在する。なかでも関連死は、発
災後に避難所などで発生するため初期医療の充実や避難所環境の改善によりそのリスクを軽減するこ
とが可能であると考えられている。しかし、関連死を防ぐ一番の手立ては、何よりも災害に耐えうる
タフな体と社会を作っておくことである。
　1995 年に発生した阪神・淡路大震災において、激甚被災地であった神戸市長田区に位置する神戸常
盤大学は大きな被害を受けた。短期大学部では、この経験を活かした教育プログラム「危機対応実戦
力養成プログラム」を作成し、平成 21 年から 3 年間の文科省 GP 事業に採択された。現在はこの GP
を深化させた災害に関する後継授業を開講している。これらは、大学・短大の 5 学科すべてに共通す
る「いのちを大切にする」という教育理念の核になる科目でもある。災害を教材にした倫理観の高い「い
のちのサポーター」養成は、憲法第 25 条に保証された国民の生存権を守るサポーターとして、医療者
や教育者はすでに社会システムの中に組み込まれた存在であることを認識することから始まる。そし
て、要援護者支援など第 3 回国連防災世界会議でその行動枠組が提唱されたインクルーシブ防災の観
点から、災害時であってもだれも取り残されない社会について理解しその実現に向けて実践すること
が到達目標と考える。阪神・淡路大震災以後、中越地震、東日本大震災、熊本地震での支援を経験して、

「災害は偉大な教育者である」ことをあらためて実感する。
　災害の大きさは、災害対策基本法において「異常な自然現象～中略～により生ずる被害」と定義さ
れるように、地震や台風の規模ではなくそれによって惹起される社会全体の被害の程度による。地震
を防ぐことはできないが、二次災害や関連死は防ぎ得た可能性がある。医療安全の考え方と同じように、

「災害は必ず発生する」ことを念頭に置きながら、「災害は私たちの努力と社会の成熟によって軽減で
きる」ことを教育的に実践することが重要である。
　「災害に強い人間を創る教育は、単発の授業ではなく学年ごとに積み重ねる体系的な科目構成と課外
学習を組み合わせることでよい学習成果が得られる」ことを災害関連の科目を 10 年間担当して強く感
じている。

1978 年　　大阪歯科大学卒業後、同大学歯科麻酔学講座に入局
1981 年　　神戸市に入職、神戸市立中央市民病院歯科口腔外科に配属
1989 年　　神戸市立西市民病院歯科口腔外科に配属
1995 年　　阪神淡路大震災にて病院崩壊（～ 2000 年仮設診療）
2008 年　　神戸常盤大学短期大学部　口腔保健学科教授
2010 年　　ときわ病院　歯科口腔外科部長を兼任（非常勤）
2019 年　　神戸常盤大学短期大学部を退職（非常勤）、ときわ病院に常勤勤務となる

【著書】「災害歯科医学」医歯薬出版、2018
【役職】兵庫県病院歯科医会会長
　　　 神戸市健康局歯科専門役
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【テーマ】
「学生に対する『医療人としての教育』はどうあるべきか
―心身医学教育の必要性と教育現場で抱える問題点―」
座長：尾口　仁志

おぐち歯科医院

　　　和気　裕之
みどり小児歯科

 

1.	 歯学部教育における心身医学教育の現状から考える
玉置　勝司
神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔統合医療学講座顎咬合機能回復補綴医学分野

2.	 	医学部の医学教育における心身医学教育の現状につ
いて

福永　幹彦
関西医科大学心療内科学講座

3.	 	歯科医師養成を取り巻く状況
大塚　良子
厚生労働省医政局歯科保健課課長補佐

4.	 	日本陸連でのジュニア育成について
原田　康弘
株式会社クレーマージャパン

【シンポジウム２】
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シンポジウム２「学生に対する『医療人としての教育』はどうあるべきか―心身医学教育の必要性と教育現場で抱える問題点―」

歯学部教育における心身医学教育の現状から
考える

玉置　勝司
神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔統合医療学講座顎咬合機能回復補綴医
学分野

　2001 年神奈川歯科大学附属病院に「かみ合わせ外来」が開設された。当時は咬合に主訴を持つ患者
に対して、既定の問診、スタディモデル、パノラマエックス線、セファログラム分析、下顎運動計測
などを用い咬合状態を客観的に評価、問題点を指摘し、それらを改善し、より良い咬合状態にするこ
とで顎咬合機能の回復が図られ、QOL が向上するだろうという目論見であった。しかしながら、患者
の中には治療計画通りに進まず、患者の自覚症状が改善されるどころか、逆に悪化してしまうような
患者に直面し、歯科医師としてはこれ以上どうすることもできない状態に陥ってしまった。そこで
2002 年からは歯科心身医学専門の先生を外来に参加していただき、さらに 2004 年には歯科に精通し
ている精神科医にも参加していただき、2008 年からは「咬み合わせリエゾン診療科」を立ち上げ、歯
科医師と精神科の連携を行うリエゾン診療体制を確立するに至った。そこに来院する患者に対して、
通常の歯科的問診に加え、心身医学的医療面接を行った結果、多くの患者の咬合に関する主訴の発症
の背景には、精神医学的な問題が潜んでいることが判明し、患者の対応には精神医学・心身医学的対
応の必要性（これまでにその教育がなされてないのではないか）が浮き彫りになってきた。そこで、
日本歯科心身医学会において、全国の各大学歯学部、各医学部歯科口腔外科、各病院歯科における歯
科医師に対する心身医学の教育および心身症患者への対応の現状を把握するアンケート調査を 2018 年
に国内の大学歯学部、国内の大学医学部歯科口腔外科、病院歯科、一般歯科医の 111 施設を対象に行っ
た。その結果、歯科心身医学の『教育』に関しては、十分行われているとは言い難い状態、また『臨床』
の場においても同様の結果が得られた。多くの施設から、心身医学に関する教育指針は必要だと思う
回答が得られ、歯科心身医学に関する全国的なレベルで均質な教育と臨床に関する指針を早急に整備
する必要性があると判断した。
　現在、大学歯学部学生に対する歯学教育は、共用試験などを含め国家試験偏重の傾向となり知識の
詰め込みの教育体制の中で、やはり、医療人を育てるべく最高学府「大学の教育の場」としては、再度、
歯科・医学教育の原点に立ち帰り、「病」を持つ一人一人の患者さんに対し、医療人に相応しい「心」
を持った医師、歯科医師を、教え育てる時期が来ていると感じている。その中心は、「病を持つ患者様」
を心身両面から診る「心身医学」の教育の重要性でる。EBM に基づく治療は基本であるが、患者に向
き合う「医療面接」から始まり、「病を持つ人」を心身両面から診る基本をしっかり教育し、「良き医
療人」を育成し、患者と良好な信頼関係の上に成り立つ医療を再認識する時期が来ているように考え
ている。
　今回のシンポジウムにおいて、医科界、スポーツ界からの現状を拝聴し、さらに厚労省の卒後研修
プログラムの到達目標である『歯科医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズム）』、『資質・
能力』、『基本的診療業務』の中において、「良き医療人」の育成に『心身医学』の必要性を考慮してい
ただけることが、本学会のメインテーマである“歯科医学教育の原点から未来を創る”に確実に繋が
るものと考えている。

1982 年 3 月　　神奈川歯科大学歯学部卒業
1982 年 4 月　　歯科補綴学教室第 3 講座助手
1989 年 4 月　　神奈川歯科大学　歯科補綴学教室第 3 講座、講師　平成元年
2011 年 4 月　　神奈川歯科大学顎口腔機能修復科学講座有床義歯補綴学分野准教授
2012 年 4 月　　神奈川歯科大学顎口腔機能修復科学講座有床義歯補綴学分野教授
2017 年 4 月　　神奈川歯科大学全身管理医歯学講座顎咬合機能回復補綴医学分野教授
2020 年 6 月　　神奈川歯科大学口腔統合医療学講座顎咬合機能回復補綴医学分野教授
活動：日本補綴歯科学会専門医　日本補綴歯科学会指導医　日本顎関節学会専門医
　　　日本顎関節学会指導医　日本歯科心身医学会認定医
　　　日本歯科心身医学会認定歯科心身指導医資格証
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シンポジウム２「学生に対する『医療人としての教育』はどうあるべきか―心身医学教育の必要性と教育現場で抱える問題点―」

医学部の医学教育における心身医学教育の現状に
ついて

福永　幹彦
関西医科大学心療内科学講座

　医学部の教育において、心身医学という言葉は一般的ではない。類似した意味で使用される言葉に、
Biopsychosocial model があり、病気は単なる生物医学的な問題のみでなく、心理学的、社会学的な問
題も含めた全人的なものであると考えるものであり、医学教育のコアな概念として早くから取り入れ
られてきた。実践的方法としては、行動科学、行動医学として教育の重要性が強調されている。近年
盛んにとりあげられるプロフェッショナリズムも心身医学と重なる部分が大きい。心身医学教育とい
う場合、これらすべての教育の現状に触れることになる。
　2004 年には米国 NIH は行動科学教育の充実を勧告し、我が国では 2010 年医学教育白書で日本の臨
床医学教育が直面している課題を挙げ、コミュニケーションや行動医学教育の重要性を指摘している。
近 年 の 最 も 大 き な 出 来 事 は、2010 年 ECFMG（Educational Commission for Foreign Medical 
Graduates）が 2023 年以降は国際的な認証評価を受けていない医学部出身者には申請資格を与えない
という通達をだしたことである。世界医学教育連盟は、行動科学を含む諸科学を医学部のカリキュラ
ムに明示し実践しなければならないとしており、これを満たしていなかった我が国の医学部は急遽行
動科学教育のカリキュラムを準備する必要が出てきている。
　このため行動科学教育がカリキュラム上は大きな進展をみせようとしている。しかし、当初から指
摘されているのが、教育スタッフの不足でありこの解決が喫緊の課題となっている。臨床心理士が担
う場合も多いが、医療における行動科学は心理士の行う行動療法やその他の心理療法とは随分条件が
異なる。第二の問題点として、臨床に深く携わっていない学生から、概念的なものとして捉えられて
しまい、実践的なものとして興味をもち取り組ませることが難しいということがある。これら二つの
問題点は、歯科医学教育においても共通する問題点ではないだろうか。
　関西医大心療内科は、卒前の基礎教育から臨床教育、さらには卒後教育において、このような教育
に 30 年近く携わってきた。医学教育の中で実施される教育の一つのモデルとして、心療内科が携わっ
てきた卒前卒後教育の変遷と現状を紹介し、問題点と解決法を考えたい。

1985 年 岐阜大学　医学部　卒業
1985-7 年 天理よろづ相談所病院　初期研修
1987-9 年 耳原総合病院　内科専門研修
1988-92 年 関西医科大学・九州大学にて　心療内科専門研修
1993 年 関西医科大学心療内科学講座　助手、1998 年　同　講師
2000-2002 年  Visiting Researcher. Department of Social-psychology, Faculty of Behavioral 

Science, University of Melbourne, Australia
2003 年 関西医科大学心療内科学講座　准教授
2009 年　 同　教授　附属病院心療内科部長　
2012 年 附属病院　総合診療科部長　兼任
2019 年 附属病院　緩和ケアセンター長　兼任
学会活動
日本心身医学会　理事、日本心療内科学会　理事、プライマリーケア連合学会　評議員、日本慢
性疼痛学会　評議員、日本内科学会、日本医学教育学会、日本サイコオンコロジー学会、日本緩
和医療学会
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歯科医師養成を取り巻く状況

大塚　良子
厚生労働省医政局歯科保健課課長補佐

　我が国を取り巻く環境は、人口構造の変化、国民・患者の医療や介護等のニーズに変化が生じてい
ることに加え、社会的・経済的・技術的変化も伴い、歯科保健医療を取り巻く環境も大きく変化して
いる。このため、国民から歯科医師や歯科保健医療に期待する役割も変化してきている。このような
背景から平成 29 年に「歯科保健医療ビジョン」（歯科医師の資質向上等に関する検討会中間報告：平
成 29 年 12 月）が提言され、今後のあるべき歯科医師像等が示された。
　「歯科保健医療ビジョン」で示す、あるべき歯科医師像には、変化する歯科保健医療をとりまく環境
に対応するため、歯科医師が生涯にわたり、能動的に自己研鑽を積むことが必要であると明記されて
いる。また、歯科医師の基本的な資質・能力として、診療技術のみでなくインフォームド・コンセン
トや倫理を含んだ歯科医師のプロフェッショナリズム、チーム医療の実践や医療の質と安全の管理（感
染防御対策、偶発症の対応を含む）などが求められている。今後、多様な患者に対応する機会が増加
することが考えられ、歯科医師は、これまで以上により高度な知識や技術が求められることから、ス
キルひいては専門性の向上を図ることを必要としている。
　また、真に社会に求められる歯科医師を養成するため、卒前から卒後まで一貫したシームレスな教
育を実施できるよう、関係機関等と協議を行ってきている。
　卒前教育においては、平成 28 年度に「多様なニーズに対応できる歯科医師の養成」のキャッチフレー
ズのもと、歯学教育モデル・コア・カリキュラムの改訂が行われ、特に社会の変遷に対応できること、
地域包括ケアシステムの構築に貢献できるよう、チーム医療・多職種連携について明記された。また、
共用試験、臨床実習のあり方等については、令和元年 9 月より医道審議会歯科医師分科会において、
議論が行われている。
　歯科医師臨床研修に関しては、令和 3 年度の制度改正に向けたワーキンググループにおいて、歯科
医師臨床研修必修化見直しの行われてこなかった歯科医師臨床研修の到達目標を中心に議論が進めら
れ、報告書が取りまとめられた。新しい到達目標を取り入れた臨床研修は令和 4 年度より運用が開始
される予定である。
　本シンポジウムにおいては、厚生労働省が進めてきた歯科医師養成を取り巻く状況をご紹介したい。

平成 19 年 3 月 鶴見大学歯学部　卒業
平成 19 年 3 月 防衛省　海上自衛隊（自衛隊横須賀病院歯科医官初任実務研修）
平成 27 年 3 月 鶴見大学大学院歯学研究科　修了
平成 27 年 4 月 医療法人社団　日吉歯科診療所　勤務
 鶴見大学歯学部　保存修復学講座　非常勤講師
平成 29 年 4 月 鶴見大学歯学部　探索歯学講座　臨床助手
平成 30 年 4 月 鶴見大学歯学部　探索歯学講座　学部助手
平成 31 年 4 月 鶴見大学歯学部　探索歯学講座　非常勤講師
 厚生労働省関東信越厚生局　健康福祉部医事課　臨床研修審査官
令和元年 9 月 厚生労働省医政局　歯科保健課　課長補佐
現在に至る
学会活動
特定非営利活動法人　日本歯科保存学会　保存治療認定医
一般社団法人　日本口腔衛生学会　認定医
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日本陸連でのジュニア育成について

原田　康弘
株式会社クレーマージャパン

　私は、日本体育大学在学中、200m、400m などの日本記録を樹立し、大学卒業後 10 年間の教職を経て、
日本陸上競技連盟の強化委員会委員長などを歴任致しました。また、1983 年から 2015 年までの 33 年間、
日本陸上競技界のジュニアからシニアのトップ選手の指導にかかわってきました。
　今回は、特に 2003 年から 2012 年の 10 年間、日本陸上競技界のジュニア育成に関して、指導者を含
めて、どのような強化育成指導を行って個々の選手の競技力向上につなげていったのかを、具体的に
お話ししたいと思います。
　日本の陸上界のジュニアレベルは、他国と比べて非常に高いレベルにあります。この要因として、
学校教育の中で中学校、高等学校、大学にそれぞれ陸上競技部が存在し、各世代ごとに目指す全国大
会があることです。それにより、選手、指導者の競技に対するモチベーションが高まり、世代ごとの
レベルを向上してきました。しかし、シニアでの競技力の結果に結び付いていないことが、日本陸上
競技界での大きな問題でもありました。そこで日本陸連ジュニア強化育成部として、高校から大学へ
の移行期に関して、特に高校 3 年生の継続的な冬季練習を重視し、11 月に体力測定し、12 月から 3 月
まで 3 回の研修合宿を実施し、高校生のトップ選手がいかに競技力を落とさず維持、向上させ、ジュ
ニアからシニアへの架け橋となるかを考えました。
　その為に行ったことは、①各組織間との連携（中体連、高体連、学連）、②ジュニア選手の海外派遣（大
会、合宿等）、③ジュニア選手の体力測定と研修合宿内容の充実です。特に、ジュニア世代から国際感
覚を身に着けるために、アジア、世界での国際大会への派遣を積極的に行い、世界の現状を実際に感
じることによって競技力向上に繋げる取り組みをしました。さらに、今までの強化合宿を、強化研修
合宿として、特に人間力を向上させる研修（メディアトレーニング、コミュニケーショントレーニング、
チームビルディング、ドーピング、栄養、トップアスリートからの講話など）に重点をおきました。
　総合的な選手の意識向上をジュニア世代から教育することで、世界へ繋がるアスリートとしての人
格形成が今の競技者の礎になっていると思っています。
　2021 年に延期された東京オリンピックでの活躍に大いに期待するものです。

山下小学校―石巻中学校―東北高校―日本体育大学卒業（体育学部体育学科）
公益財団法人　日本オリンピック委員会元理事・元ナショナルコーチ
公益財団法人　日本陸上競技連盟元理事・元強化委員長
元 JOC 専任コーチングディレクター（陸上競技）
大東文化大学陸上競技部短距離コーチ
一般社団法人　日本パラ陸上競技連盟　強化委員会　テクニカルディレクター
日本パラリンピック委員会　「東京 2020 特別強化委員会」委員
陸上競技において、日本代表監督や日本ジュニア代表監督など数々の国際大会で指導にあたり、
日本各地の強化対策にも招かれジュニア選手の普及育成強化のために短距離の指導を行なってい
る。また、陸上競技以外でもプロ野球球団、ラグビー日本代表、社会人野球、日本ボブスレーな
ど、プロ・アマを問わずトップレベルのチーム・選手に対して豊富な指導経験を誇る。
国内女子陸上スプリンター小島（新井）初佳（もとか）選手のコーチとしても知られる。
現役時代は、陸上競技 200m・300m・400m・400m リレー・1600m リレー・スエーデンリレーの
6 種目の元日本記録保持者で日本選手権おいても、100m・200m・400m の短距離 3 種目の選手
権者でもある。
現在は、2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、日本陸連強化委員長としての指
導経験を生かして、日本パラ陸上競技選手の競技力向上と若手育成に励んでいる。
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【テーマ】
「倫理・プロフェッショナリズムの方略新時代」
座長：木尾　哲朗

教育方略委員会委員 
九州歯科大学総合診療学分野

1.	 	企画の意図
木尾　哲朗
教育方略委員会委員、前倫理・プロフェッショナリズム委員会委員長 
九州歯科大学総合診療学分野
 

2.	 	『よき歯科医療人になるための倫理・プロフェッショ
ナリズム教育　プロフェッションワークブック』の
活用法

角　忠輝
長崎大学生命医科学域総合歯科臨床教育学分野

3.	 	歯科医療倫理学修用教材『入れ歯はひとつ』の活用
事例報告

田代　宗嗣
東京歯科大学社会歯科学講座

4.	 	歯科医療倫理学修用教材第 2弾『落とし物はヒトの
歯』の活用方法

平田　創一郎
東京歯科大学社会歯科学講座

【シンポジウム３】
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シンポジウム３「倫理・プロフェッショナリズムの方略新時代」

企画の意図

木尾　哲朗
九州歯科大学　総合診療学分野

　プロフェッショナリズムには、Stren らに代表されるような「臨床能力を含む広義の捉え方」と
CanMEDS や歯学教育モデル・コア・カリキュラムに代表されるような「医療人の言動や振る舞いと
いう狭義の捉え方」がある。今回のシンポジウムのテーマであるプロフェッショナリズムは後者に捉
えており、Bloom の開発した教育目標分類の中では主として「興味、価値観、習慣等の意思や正しい
判断力の発達」を目標とする情意領域に属している。この情意領域の教育は、「信頼」につながるとい
う点で近年の医療者教育では重要性を増している。
　日本歯科医学教学会教育方略員会（旧倫理・プロフェッショナリズム教育委員会）では、これまで
教育方略を開発し、第 31 回岡山大会、第 33 回北九州大会、第 37 回郡山大会でのシンポジウムや、第
34 回鹿児島大会と第 36 回松本大会開催にあわせたワークショップを行い、本教育についての提案を
してきた。昨秋には教育教材「プロフェッション・ワークブック」を上梓し、今春には歯科医療倫理
学修教材「落し物はヒトの歯」を作成した。今春はおりしも COVID-19 による歯科学生の自宅待機が
行われており、29 大学の遠隔講義の教育資源として、前作の歯科医療倫理学修教材「入れ歯はひとつ」
とあわせて提供した。
　今回、プロフェッショナリズム教育をより深く理解していただくために、はじめに日本歯科医学教
育学会の当委員会の活動を紹介する。続いて角忠輝委員より、令和元年夏に当委員会の前身である倫理・
プロフェッショナリズム委員会が上梓したワークブックの紹介と活用方法について解説していただき、
続いて田代宗嗣 . 先生（東京歯科大学）より第 1 作目の教材「入れ歯はひとつ」の活用について具体的
事例を紹介していただく予定である。最後に平田創一郎委員長に今春完成した 2 作目の教材「落し物
はヒトの歯」の紹介と活用法のポイントについて解説していただく予定である。
　シンポジウム当日は新作の教材を供覧し、参加者とともに講義における論点を議論する予定である。
効果的なプロフェッショナリズム教育とそのための教育資源の開発には、会員による意見交換が重要
であると考えている。参加者にとって本シンポジウムがプロフェッショナリズム教育への理解を深め、
効果的な教育を行う一助となることを期待したい。

1984 年 3 月 九州歯科大学卒業
1988 年 3 月 九州歯科大学大学院歯学研究科修了
1988 年 4 月 九州歯科大学助手（歯科矯正学講座）
2006 年 4 月 九州歯科大学講師（総合診療学分野）
2009 年 10 月 九州歯科大学准教授（総合診療学分野）
2014 年 1 月 九州歯科大学教授（総合診療学分野）
2015 年 4 月 九州歯科大学附属病院副病院長（～ 2016 年 3 月）
2016 年 4 月 九州歯科大学副学長・歯学部長（～ 2020 年 3 月）
2020 年 4 月 九州歯科大学副学長
現在に至る
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シンポジウム３「倫理・プロフェッショナリズムの方略新時代」

『よき歯科医療人になるための倫理・プロフェッショ
ナリズム教育　プロフェッションワークブック』の
活用法

角　忠輝
長崎大学生命医科学域総合歯科臨床教育学分野

　日本歯科医学教育学会倫理・プロフェッショナリズム教育委員会（現教育方略委員会）では、歯学
教育における倫理およびプロフェッショナリズム教育に資することを目的として『2013 年度版良き歯
科医師になるための 20 の質問　倫理的検討事例集』を作成し、また、その活用状況について「全国歯
科大学・歯学部における「2013 年度版良き歯科医師になるための 20 の質問　倫理的検討事例集」の利
用状況」（山本ら、日歯教誌　2016；32：93-99）にて報告を行った。本報告によれば、上記事例集は全
国歯科大学・歯学部 29 校中 10 校（34.5%）で使用されており、1 ～ 5 年生の各学年で講義形式よりも
主に演習、PBL または TBL にて用いられていた。その後、歯科学生だけで無く歯科衛生士など歯科
医療に携わる多くの職種にも学びを供するべく、新しく募った事例を 2013 年度版に組み込む形で『2018
年度版良き歯科医療人になるための 20 の質問　倫理的検討事例集』を作成した。
　折しも、医の倫理と歯科医師のプロフェッショナリズムが平成 28 年度改訂版歯学教育モデル・コア・
カリキュラムおよび平成 30 年度版歯科医師国家試験出題基準に明記されたように、倫理・プロフェッ
ショナリズム教育の重要性が高まっている。しかし、歯科医学教育におけるプロフェッショナリズム
を自発的に学ぶ教材は我が国には存在していなかった。そこで、歯科医療人となる学生の人格を涵養
する教育資源として『2018 年度版良き歯科医療人になるための 20 の質問　倫理的検討事例集』を基と
して、『よき歯科医療人になるための倫理・プロフェッショナリズム教育　プロフェッションワークブッ
ク』を上梓した。
　このワークブックは歯科臨床に限らず日常遭遇する 38 の事例を取り上げ、20 の質問に答えながら問
題点を抽出し、なぜその問題が生じたのか、どうすればその問題を解決できるのか、また今後よりよ
い状況にするためにどのような方法を選択すべきかと言う構造的振り返りを行う構成となっている。
事例による疑似体験を振り返ることにより、プロフェッショナルとしての成長が期待できると考える。
　本シンポジウムでは上記ワークブックの構成、活用法等を紹介する予定である。このワークブック
を用いることで、学生自身が日頃の行動を検証し個人としての成長を促し、歯科医療人として信頼を
受けるプロフェッショナリズムを獲得することを望みたい。

平成 3（1991）年 3 月 長崎大学歯学部卒業
平成 8（1996）年 3 月 九州大学大学院歯学研究科課程修了満期退学
平成 8（1996）年 4 月 長崎大学歯学部助手（歯科放射線学講座）
平成 25（2013）年 4 月 長崎大学歯学部准教授（卒前・卒後歯学臨床教育担当）
平成 26（2014）年 4 月   長崎大学歯学部教授（総合歯科臨床教育学）・長崎大学病院総合歯科

診療部部長
平成 29（2017）年 4 月 長崎大学生命医科学域教授（総合歯科臨床教育学分野）
現在に至る
平成 27（2015）年 4 月～平成 29（2017）年 3 月　長崎大学歯学部副学部長（管理・運営担当）
平成 29（2017）年 4 月～平成 31（2019）年 3 月　長崎大学歯学部学部長特別補佐
平成 29（2017）年 10 月～平成 30（2018）年 3 月　長崎大学病院病院長補佐
学会活動：一般社団法人日本歯科医学教育学会　代議員
　　　　　特定非営利活動法人日本歯科放射線学会　専門医、認定医、理事、代議員
　　　　　日本口腔診断学会　理事、代議員
　　　　　一般社団法人日本総合歯科学会　指導医、認定医、理事、代議員
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シンポジウム３「倫理・プロフェッショナリズムの方略新時代」

歯科医療倫理学修用教材『入れ歯はひとつ』の活
用事例報告

田代　宗嗣
東京歯科大学社会歯科学講座

　倫理・プロフェッショナリズム教育委員会（現、教育方略委員会）では、プロフェッショナリズム
教育の普及、啓発のため歯科医療倫理学修用教材 DVD「入れ歯はひとつ」を作成し、第 36 回本学会
総会及び学術大会において紹介した。続く第 37 回では、本 DVD の活用方法について紹介した。プロ
フェッショナリズム教育の方略について更なる普及、啓発を図るため、東京歯科大学における本 DVD
の 3 年間の活用で得られた知見を紹介する。
　東京歯科大学では第 4 学年後期において、白浜・Jonsen らのいわゆる「4 分割法」を用いた臨床倫
理の事例検討を PBL により行っている。本学では第 4 学年前期までに、補綴をはじめ臨床系の科目は
概ね学修済みであり、事例検討に必要な知識は十分に持ち合わせている。本実習では、最初に DVD
による課題提示を行い、その補足としてシナリオ概要を紙媒体でも配布する。次に事例における問題
点を個人で抽出し、それをもとにグループで問題点の検討、必要な情報の収集を行う。得られた情報
をもとに、事例の検討（治療方針の決定）を行っていく。より現実に近い事例検討を行うため、シナ
リオの他に教員の手持ち資料として詳細な患者背景を用意する。学修者は担当歯科医師の立場で、教
員に「ケアマネさんへの質問です。よく面会に来られるのはどなたですか。」のように、教員への質問
ではなく、患者本人やその家族、主治医など周囲の人々への情報収集という形で尋ね、詳細情報を収
集していく。これにより何が事例検討に必要か、誰が情報を持っているか、どのようにしてその情報
を入手するか等、学修者自ら考え行動させることができる。
　課題提示に本 DVD を用いたメリットとして、シナリオ患者を想像しやすく課題に入り込みやすい、
またそれにより実習への参加意欲が向上し真剣に取り組むようになる、登場人物が複数人いるため様々
な人から情報収集することが理解しやすい、キーパーソンの存在を認識しやすい、得られた情報の中
には誤ったものが含まれることを理解しやすい等が想定される。デメリットとしては DVD の情報に
囚われ過ぎて、詳細情報を収集せずに検討しようとする、登場した人物以外に関係者はいないと思い
込む、また DVD を課題として見ず単なる動画として見ているだけで情報が頭に入っていない、等の
学生が想定される。
　多くの歯科医学教育機関において、効果的なプロフェッショナリズム教育を普及させるために、本
手法が参考となれば幸いである。

平成 23（2011）年 3 月　　東北大学歯学部卒業
平成 27（2015）年 3 月　　東京歯科大学大学院歯学研究科修了
平成 27（2015）年 4 月　　東京歯科大学社会歯科学講座　助教
現在に至る
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シンポジウム３「倫理・プロフェッショナリズムの方略新時代」

歯科医療倫理学修用教材第 2 弾 
『落とし物はヒトの歯』の活用方法

平田　創一郎
東京歯科大学社会歯科学講座

　本学会の教育方略委員会の前身である倫理・プロフェッショナリズム教育委員会では、歯学教育に
おける倫理およびプロフェッショナリズム教育に資することを目的として、2016 年度に歯科医療倫理
学修用教材『入れ歯はひとつ』（原作『2013 年度版良き歯科医師になるための 20 の質問　倫理的事例
検討集』事例「016　認知症患者への新義歯作成」）を制作し、本学会を通じて、主に DVD の配付によっ
て各教育機関へと普及を図ってきた。この教材は臨床倫理の検討を目的として制作したものであり、
主な対象は臨床系科目履修以降の歯科学生及び歯科医師である。その実際の活用事例については先の
田代宗嗣先生からの報告を期待していただきたい。
　さて、歯科医学教育におけるプロフェッショナリズム教育の重要性が増すにつれ、歯学部学生のみ
ならず歯科衛生士をはじめとする歯科医療従事者全般の養成に対応でき、また、初年次教育から活用
できる教材も求められるようになってきた。そこで 2019 年度に教育方略委員会では歯科医療倫理学修
用教材第 2 弾として『落とし物はヒトの歯』（原作『よき歯科医療人になるための倫理・プロフェッショ
ナリズム教育　プロフェッションワークブック』事例「12-021　散乱した抜去歯」）を制作した。前作
に引き続き、演者である私が脚本を担当したことから、2 作目の制作意図について説明したい。　
　『落とし物はヒトの歯』では、原作の論点に加えてより多くの問題を提起することを試みた。いかに
も歯科学生が低学年から直面しそうな、今にも学校側が晒されそうな、そんな現実にありそうな問題
をちりばめてみた。初年次の学生から教員まで幅広く使用できる内容となっている。もちろん、この
教材も PBL や TBL で実施されることを念頭に置いている。ひとりでは至らない多くの観点と深い考
察こそが、プロフェッショナリズム教育に求められていると考える。低学年から活用することを考え、
楽しみながらも、深い議論に入っていけるよう前作よりもコミカルに仕立ててある。第 1 作と合わせ
て登場人物にも注目していただきたい。
　本シンポジウムでは『落とし物はヒトの歯』の具体的な論点を挙げながら、活用方法を紹介する予
定である。折しも新型コロナウイルス感染症拡大により教育機関はオンライン講義を余儀なくされた。
この 2 作品は本年 4 月に本学会から YouTube に限定公開された。このようなビデオ教材が、学修方略
の幅を広げることの一助になることを期待している。

平成 7（1995）年 3 月 大阪大学歯学部卒業
平成 11（1999）年 3 月 大阪大学大学院歯学研究科修了
平成 11（1999）年 4 月 大阪大学歯学部附属病院　医員（顎口腔機能治療部）
平成 14（2002）年 4 月 厚生労働省医政局歯科保健課　歯科医師臨床研修専門官
平成 18（2006）年 4 月 東京歯科大学社会歯科学研究室　講師
平成 22（2010）年 4 月　 東京歯科大学社会歯科学研究室　准教授
平成 25（2013）年 4 月 東京歯科大学社会歯科学研究室　教授
平成 27（2015）年 4 月 東京歯科大学社会歯科学講座　教授（講座名変更）
現在に至る
平成 22（2010）年 6 月～ 東京歯科大学　教務副部長
令和元（2019）年 6 月～ 東京歯科大学臨床研修委員会　委員長
学会活動：
一般社団法人日本歯科医学教育学会　理事、同教育方略委員会　委員長
一般社団法人日本歯科医療管理学会　理事
一般社団法人日本公衆衛生学会　代議員
社会歯科学会　理事
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【テーマ】
「これからの教えて育てるを考える―学修者の学力やモ
チベーションをあげるにはどうすればよいか―」
座長：田口　則宏

教育能力開発委員会委員長 
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯科医学教育実践学分野

　　　吉田　登志子
教育能力開発委員会委員 
岡山大学医歯薬学総合研究科附属医療教育センター

1.	 	企画の意図
田口　則宏
教育能力開発委員会委員長 
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科歯科医学教育実践学分野

吉田　登志子
教育能力開発委員会委員長 
岡山大学医歯薬学総合研究科附属医療教育センター
 

2.	 	教える側に何が求められているか	
―歯科医師国家試験予備校講師の立場から―

中本　恵太郎
歯科医師国家試験予備校　DES 歯学教育スクール講師

3.	 	教えて育てるを考える	
～学習者の学力やモチベーションを上げるには～

石田　衛
岡山大学全学教育・学生支援機構　高等教育開発推進センター Center for Teaching 
Excellence

4.	 	養成セミナー行動変容編を振り返る	
―参加者・スタッフの PDCAサイクルに向けて―

鈴木　一吉
愛知学院大学歯学部歯内治療学講座

【シンポジウム４】
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シンポジウム４「これからの教えて育てるを考える―学修者の学力やモチベーションをあげるにはどうすればよいか―」

企画の意図
田口　則宏
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　 
歯科医学教育実践学分野

吉田　登志子
岡山大学医歯薬学総合研究科附属医療教育センター

　少子化の影響を受け、大学全入時代を迎えて久しいが、大学は多様な背景を有した学生への対応に
苦慮している。「基礎学力が足りない」、「自ら学ぼうとしない」などといった教員の悩みを耳にする機
会が多い。知識伝達型中心の教育で学生を社会に送り出してきたが、知識や技術などが目まぐるしく
発展し、更新される社会へと大きく変化している現在では、従来の教育では太刀打ちできない状況に
陥っている。学生は知識の洪水の中から何が必要なのかを探し出し、自ら学ぶ力を養い、問題解決の
ために自らが考え、行動しなくては生き残ってはいけない状況におかれている。そのためにはアクティ
ブラーニングに代表される自己学修力や問題解決力を養うような学び方を学生の間から実践しなくて
はならない。
　学生にサバイバル術を教える立場の教員は、このような状況下では従来の教育から能動的学修を推
し進める教育にシフトせざるを得ない。特に生涯学び続ける力をどのようにつけさせるのかが大きな
問題であり、そこにはモチベーションが大きく関与してくる。従来の教育を受けてきている教員には
能動的学修やモチベーション教育と言われても、どのように教育するべきか途方に暮れていると言っ
ても過言ではないだろう。すでに能動的学修を実践している教員も様々な悩みを持ちつつ、試行錯誤
を重ねているにちがいない。
　このような背景の下に今回の学力やモチベーションに焦点をあてたシンポジウムを企画した。中本
先生には、歯科医師国家試験という関門に、どのように学生を向き合わせるのかなどを先生ご自身の
ご経験を含めてお話いただく。アメリカ生活が長い石田先生には、文化的要因が学修スタイルなどに
及ぼす影響や動機づけなどの理論的背景をお話いただく。本学会は「歯科医療人のためのファシリテー
タ養成セミナー」を実施してきた。このセミナーは教員を対象に学修者の体験や気づきなどを深める
際に必要なファシリテーション力を養うことを目的としている。特に学修者の動機づけを含めた行動
変容に焦点をあてた過去 5 年間のセミナー内容や受講者からの意見などをまとめ、最後に鈴木委員か
ら報告をしていただく。
　聴衆者の方々とともに学修者の学力やモチベーションをあげるために、何をどのように進めて行け
ばよいのかを模索したいと思う。

田口　則宏
1995 年　鹿児島大学歯学部　卒業
2000 年　広島大学病院　助手（口腔総合診療部）
2006 年　広島大学病院　講師（口腔総合診療科）
2008 年　英国ダンディー大学　Diploma in Medical Education
2010 年　鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　歯科医学教育実践学分野　教授
現在に至る
吉田　登志子
1989 年 3 月 同志社大学文学部　卒業
1992 年 6 月 Lesley College Graduate School（米国、ボストン）修士課程　修了
1998 年 3 月 岡山大学大学院歯学研究科　修了
1998 年 4 月 岡山大学歯学部助手（小児歯科学分野）
2000 年 12 月 University of Washington School of Dentistry（客員研究員）2002 年 6 月まで
2005 年 4 月 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科（助教）
2007 年 4 月 岡山大学医療教育統合開発センター（助教）
2019 年 4 月 岡山大学医歯薬学総合研究科附属医療教育センター（助教）
現在に至る
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教える側に何が求められているか 
―歯科医師国家試験予備校講師の立場から―

中本　恵太郎
歯科医師国家試験予備校　DES 歯学教育スクール講師

　歯科医師国家試験の合格率は近年 60 ～ 65% を推移し、10 人中 4 人程度は不合格となってしまうの
が現状である。現在の歯科国試は単なる資格試験から選抜試験としての側面を有するようになり、受
験生は歯科国試に正しく向き合わねば、歯学部を卒業してもいつまでたっても合格できず、遂には歯
科医師となる道を中途で断念してしまうことにもなりかねない。
　私は歯科医師国家試験予備校講師として 15 年以上、国試対策教育（科目は口腔外科学中心）に携わっ
てきた。対象は既卒生（いわゆる浪人生）に加えて、各大学歯学部の現役 6,5 年生と多岐にわたる。今
回は、歯科医師国家試験合格という目標に向けて教える側に何が求められているのか、国家試験教育
を専業とする立場から私自身が実践していることを述べてみたい。
　第一に、学生が歯科医師としての自分の将来像に夢と希望を抱けるよう導くことが最重要だと考え
ている。特に既卒生の場合は、臨床実習など歯科医療の現場から離れて時間が経過するごとに歯科医
師としての具体的将来像を思い描くことが困難となってしまい、これが国試合格率低下に大きく影響
することになる。したがって、歯科医師として社会活動に従事することの魅力、面白さを、国試対策
を通してどのように伝えていくか工夫が必要となる。
　第二に、学生が国試対策を通して「喜び」を得ることができるかが重要だと考える。「喜び」には「学
習が分かる喜び」「学習が進む喜び」「成績が上昇する喜び」などが含まれ、国試対策の初期には特に「分
かる喜び」を重要視している。これを実践するために、私の国試対策講義では小手先のテクニックや
マニュアル的手法は排除し、極めて王道的な「口腔外科学」という学問体系に沿いつつも、学生が心
の底から納得し理解してくれる内容となるよう努力を重ねている。
　第三に、学生に（国試対策における）圧倒的な信頼感を寄せてもらうことができるかが重要だと考
える。その前提として、「教える側は 100 を知って 1 を教えることができる」という信念を持ち、私自
身発展途上という認識の上、研鑽に努めている。更には、学生がこれまで体験してきた学習との差別
化を図るためには何が必要かを常に試行錯誤している。
　以上の内容を中心に、一人でも多くの歯学部生が最短のルートで歯科医師免許を取得して、自らが
理想とする歯科医師として活躍できるよう、若輩ながら提言として参考にして頂ければ幸いである。

2003 年 3 月 長崎大学歯学部卒業
2003 年 4 月 東京大学医学部口腔外科学教室入局
2004 年 5 月 株式会社歯学教育スクール（現：株式会社テコム　歯学教育スクール）講師
2007 年 3 月 九州大学大学院修了
2018 年 7月 国立がん研究センター（発がん機構研究グループ）任意研修生
2018 年 9 月 東北大学歯学部非常勤講師
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教えて育てるを考える 
～学習者の学力やモチベーションを上げるには～

石田　衛
岡山大学全学教育・学生支援機構　高等教育開発推進センター
Center for Teaching Excellence

　日本で大学生に関わる前の約 25 年間、米国大学内で多くの大学生を見てきた。学部生は勿論、社会
人学生、大学院生、留学生を教え、指導する中で、学習意欲のとても高い学生から非常に低い学生ま
でモチベーションのレベルは様々で、またいろいろな学習動機づけが可能であることを知った。「楽し
いから勉強する」のように好奇心や興味・関心によってもたらされる内発的動機づけ、賞罰、強制、
義務といった外部の働きかけによってもたらされる外発的動機づけ等が存在し、時間と共に大きく変
化するケースも見受けられた。
　日本でも、学習動機づけの学年的変化が調査されている。小学校高学年への移行、また中学校への
移行と比例して、最も自律的である内発的動機づけは、低下することが示された。それは、定期テス
ト中心の学習実施に移行するにあたり、学業成績によってのみ評価される傾向が強くなるなど、学習
環境の変化による要因がある。また、自己の評価や能力を確認するために、他の生徒と学業成績を比
較する傾向が強くみられるなど、発達的な影響による要因もあるといわれている（外山　2015）。
　非自律的から自律的に至るまで、様々な学習動機づけの種類とそれらの長所と短所を認識し、それ
ぞれどんな学習スタイルを促進するのかを理解することで、我々の教え方の改善に繋がる。また、自
律的な学習動機づけに有効な「6 つの C（Choice, Challenge, Control, Collaboration, Constructing 
Meaning, and Consequences）」についても様々な研究の一端を紹介し、教員の役割を考え直してみたい。
　更に、今後の高等教育の動向を踏まえ、文化的要因が学習動機づけや学習スタイルなどに及ぼす影
響も考え、好奇心や興味・関心をかき立てる工夫、また自身の人生や社会に対した学習する事の意義
を学生と共に考える事例等を紹介したい。

参考文献
外山美樹（2015）。自律的な理由で勉強することが適応的である。ベネッセ教育総合研究所小中学生の学びに関する調
査報告書。

1999 年　　ダラスバプテスト大学心理学部卒業。
2002 年　　ダラスバプテスト大学院教育修士課程修了、国際部に就職。
2007 年　　  学内にてリーダーシップスクールに異動、東アジア研究学科を設立、高等教育学科

長兼務。
2010 年　　大学代表として韓国水原市に着任、赴任した米国人教員の人材育成。
2012 年　　中国桂林市師範大学特命教授を拝命。
2013 年　　ダラスに帰還、東アジア研究学科長と高等教育学科長再任。
2014 年　　岡山大学との連携教育プログラムが開設、本格始動。
2019 年　　岡山大学着任。
2020 年　　岡山大学副理事（教育担当）就任。
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養成セミナー行動変容編を振り返る 
―参加者・スタッフの PDCA サイクルに向けて―

鈴木　一吉
愛知学院大学歯学部歯内治療学講座

　日本歯科医学教育学会教育能力開発委員会では、平成 19 年度（2007 年度）より、コミュニケーショ
ンに関わる教育技法の普及・啓発やそれに携わる教員の教育能力の向上を図るために、「医療コミュニ
ケーション・ファシリテータ養成セミナー（第 13 回からの名称は歯科医療人のためのファシリテータ
養成セミナー）」の「初級編」（第 1 ～ 3 回）、「中級編」（第 4 回）、「新初級編」（第 5 ～ 8 回）、そして「行
動変容編」（第 9 ～ 13 回）を開催してきた。第 9 回からは、より多くの専門分野で活用できるよう教育・
臨床現場における教育担当者のファシリテーション能力の向上を主目的に、行動変容編とし、2019 年
までに 5 回開催した。「行動変容編」の目標と概要を別に示す。セミナーは、卒前・卒後の歯科医学教
育に携わる大学・専門学校の教員および研修施設の指導者などの教育担当者が一堂に会し、1 泊 2 日で
実施、毎回 20 ～ 30 名が参加している。
　「行動変容編」が 5 回目となった節目に、参加者（述べ 112 名）にアンケート調査を行った。アンケー
ト項目は、本セミナーで得たものをどのように教育現場で活用しているか、上手くいったことは何か、
上手くいかなかったことは何か、どのようなこと（スキルや概念など）を活用したかなど、参加者の
行動変容にスポットライトを当てた。
　本シンポジウムでは、ファシリテータ養成セミナーの概要とセミナー受講者からの意見を紹介し、
良きファシリテータには何が求められているのかを、シンポジストである中本先生と石田先生のお話
や受講者の意見から、ヒントを探り、
タイトルにあるように、私たち教員の
ファシリテーション能力の向上のため
の、PDCA サイクル「Plan（計画）」→

「Do（実行）」→「Check（評価）」→「Action
（改善）→」のさらなる活性化につなが
ることを期待したい。

1995 年 3 月 愛知学院大学大学院歯学研究科修了（博士（歯学））
2000 年 7 月 愛知学院大学　歯学部　歯内治療学講座　講師（現在に至る）
2005 年 10 月 愛知教育大学　非常勤講師（2009 年 3 月まで）
2012 年 4 月 九州歯科大学　非常勤講師（現在に至る）
2017 年 4 月 岐阜大学　医学教育開発研究センター（MEDC）非常勤講師（現在に至る）
2018 年 12 月 北海道大学　歯学部　非常勤講師（2020 年 3 月まで）
学会活動
日本歯科医学教育学会　教育能力開発委員会　副委員長
日本歯科医学教育学会　教育能力開発委員会　ファシリテータ養成セミナー実行部会　部会長
日本歯科医学教育学会　教育能力開発委員会　富士研実行部会　委員
日本医学教育学会　代議員
日本総合歯科学会　学術・教育検討委員会　委員
日本総合歯科学会　編集査読委員会　委員

第 13 回歯科医療人のための
ファシリテータ養成セミナーの目標（2019 年度）

到達目標　GIO（一般目標）：
卒前教育・卒後研修における教育指導能力を向上
させるために、学修者の行動変容を促し学びを引
き出す態度、技能、知識を修得する。
SBOs（個別行動目標）：
1．学修者中心の教育を説明する。
2．学修者のレディネスを説明する。
3．ファシリテータの役割を説明する。
4．コミュニケーションの心理背景を説明する。
5．行動変容のためのフィードバックを実践する。
6．ファシリテーションを効果的に実践する。

第 13 回歯科医療人のためのファシリテータ養成セミナーの内容（2019 年度）
第１日
S1：レクチャー１　　「ファシリテータ養成セミナーについて」
S2：グループ作業１　「アイスブレーキング」
S3：レクチャー２　　「教育におけるファシリテータの役割」
S4：グループ作業２　「現場におけるファシリテーションの問題点の抽出」
S5：レクチャー３　　「ロールプレイ ( シナリオ作成 ) の勘所」
S6：グループ作業３　  「模擬教育現場ロールプレイの準備～場面設定とシナリ

オ作成～」教員教育のためのシナリオ作り
S7：グループ作業４　「ロールプレイ１」
S8：レクチャー４　　「行動変容とファシリテーション」
S9：レクチャー５　　「フィードバックの勘どころ」
第２日
S10：レクチャー６　　「積極的傾聴」
S11：グループ作業５　「ロールプレイ２　新たな場面設定と登場人物の追加」
S12：グループ作業６　「ロールプレイ２の練習」
S13：グループ作業７　「ロールプレイ２」若手教員へのフィードバック
S14：レクチャー７　　  「神の手のように他者の行動をコントロールすることは

可能なのか？」
S15：グループ作業８　「ロールプレイ１・2 振り返りと共有」
S16：グループ作業９　「ファシリテーション実践に向けての課題（魚骨法）」
S17：グループ作業 10　「ファシリテーションの要（かなめ）」
S18：レクチャー８　　「動機付け」
総合討論
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○岡　広子 1，田地　豪 2

1 広島大学大学院医系科学研究科附属死因究明教育研究センター，2 広島大学大学院医系科学研究科口腔生物工学

What and how dental students learned in the undergraduate student life with international students　II. Results of qualitative and quantitative studies

○Hiroko OKA1，Tsuyoshi TAJI2

1Center for Cause of Death Investigation Research & Education，Graduate School of Biomedical and Health Sciences，Hiroshima University，
2Department of Oral Biology & Engineering，Graduate School of Biomedical and Health Sciences，Hiroshima University

【目的】
　日本の卒前教育では，日本の医療系学生が海外の学生と講
義や実習を共有しながら長期間ともに学ぶ機会は未だ多くな
い．本研究では，日本において留学生とともに学生生活を過
ごす環境下で，日本の歯学生が何をどのように学んだのかを
明らかにすることを目的とした．

【方法】
　海外からの留学生と同級生として第 2 から第 5 学年までの
3 年半の間，学生生活を過ごした日本の歯学部学生を対象と
した面接調査の質的解析から，異文化理解に関する内容・背
景と自己成長へのモチベーションに関する項目を得た（2016
～ 2018 年；歯学科 6 年生 18 名：第 38 回学術大会にて発表）．
この結果を元に研修歯科医 83 名（2019 年度 39 名，2020 年度
44 名）を対象に質問紙調査を行い，学生時代の留学生と関わ
りの有無で学生生活での実際の経験および現時点での自己成
長のためのモチベーションについて相違を検証した．

【結果および考察】
　回答率は 96.4％，講義・実習で留学生の関わりのあった者（A
群）は 40 名，関わりのなかった者（B 群）は 20 名であった．
大学入学前の海外旅行や英語への親しみについては両群の回
答に差を認めなかったが，学生生活中の「留学生の手助けを
行った経験」，「留学生に助けてもらった経験」，「同級生と自
分との習慣の違いに戸惑った経験」は A 群の方が有しており，
同級生や留学生への関心や敬意に関する項目も両群で有意な
差が認められた．また，「留学生との学生生活が自分自身の成
長に何らかの影響を与えている」および「今の自分よりもも
っと成長したい」との回答にも有意な違いがあった．少人数
での質的な検証の際には A 群の学生は様々な関わりの中での
刺激や葛藤から自己成長への行動を起こしていたが，今回の
調査から留学生と講義・実習を共有する環境は留学生を含め
た同級生との相互作用があり，学生自身がその環境から刺激
を受けていると考えられた．

キーワード：異文化理解，コミュニケーション，国際化

○關　奈央子 1，2，モロス　ジャネル 1，金森　ゆうな 3，金澤　学 4，駒ヶ嶺　友梨子 4，水谷　幸嗣 5，廖　信如 2，樺沢　勇司 6，井関　祥子 7，
森尾　郁子 1，2

1 東京医科歯科大学　統合国際機構，2 同大学院医歯学総合研究科　歯学教育開発学分野，3 同歯学部附属病院　歯科総合診療部，4 同大学院医歯学総合
研究科　高齢者歯科学分野，5 同大学院医歯学総合研究科　歯周病学分野，6 同大学院医歯学総合研究科　健康支援口腔保健衛生学分野，7 同大学院医歯
学総合研究科　分子発生学分野

Importance of preparatory courses for international/global dental student exchange programs 

○Naoko SEKI1，2，Janelle MOROSS1，Yuna KANAMORI3，Manabu KANAZAWA4，Yuriko KOMAGAMINE4，Koji MIZUTANI5，
Shin-Ru LIAO2，Yuji KABASAWA6，Sachiko ISEKI7，Ikuko MORIO1，2

1Institute of Global Affairs，2Department of Dental Education Development，3Oral Diagnosis and General Dentistry，Dental Hospital，4Department 
of Gerodontology and Oral Rehabilitation，5Department of Periodontology，6Department of Oral Care for Systemic Health Support，7Department of 
Molecular Craniofacial Embryology，Tokyo Medical and Dental University

【目的】
　東京医科歯科大学では，学部段階から学生に様々な国際性
涵養の機会を提供している．世界の協定校と学部間交流プロ
グラム（海外派遣・受入）を展開し，国際交流やネットワー
ク形成を行っているが，交流学生の人数が多くなるほどに，
特に派遣前教育についての充実が必要と考えられた．しかし
現在まで，派遣前研修に関する報告は少ない．そこで本研究
では，本学の短期海外派遣プログラムとその研修時期に合わ
せて設定した派遣前歯科英語教育を紹介し，その学習目標と
評価を考察し，派遣プログラムをより充実させるための派遣
前歯科英語教育の重要性と歯学部生における国際性涵養につ
いての検討を行った．

【方法】
　2019 年度後期・2020 年度前期では歯学部生 13 名が派遣前
歯科英語教育（コース）を受講した．レベルは初級と中級の
2 種類を用意した．初級では歯科単語の学習から始めるコー
スを設定し，中級では英語を母語とする教員との医療面接
ロールプレイングや，多方面の臨床分野教員とディスカッシ
ョンを通し治療計画立案を行うセッションを設定し，より

現場に即したコースとした．受講生のうち，歯学科の学生は
ルーブリックを用いて verbal communication，networking 
ability，critical thinking，clinical reasoning 等，スキルの到
達度をコース履修前後で自己評価した．

【結果および考察】
　自己到達度評価より，派遣前歯科英語教育後に学生のスキ
ルが向上したと考えられた．海外派遣に際して，学生は英語
の日常会話のみならず歯学に関係する英語を学習することが
必須である．英語で歯学を学び，議論できるための基盤形成
には，派遣前の準備が必須である．グローバル時代において，
学部学生時代から歯科臨床や研究の側面も含んだ国際性涵養
の機会があることは重要である．充実した国際交流を行うた
めに，特に海外派遣では歯科英語スキルが必要となる．必修
教科として歯科英語を学ぶ機会が提供できない場合や，あっ
ても十分でない場合，派遣前歯科英語教育は提供されるべき
だと考えられた．

O-01 留学生との学生生活を経て歯学生は何を得たのか　Ⅱ．質的検証と量的検証の結果

O-02 東京医科歯科大学歯学部における学生短期海外派遣とその派遣前教育について
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○長澤　麻沙子，秋葉　奈美，江口　香里，髙　昇将，魚島　勝美

新潟大学大学院医歯学総合研究科生体歯科補綴学分野

Effect of Virtual Reality and Augmented Reality on Crown Preparation Skill

○Masako NAGASAWA，Nami AKIBA，Kaori EGUCHI，Norimasa TAKA，Katsumi UOSHIMA
Division of Bio-Prosthodontics，Faculty of Dentistry & Graduate School of Medical and Dental Sciences，Niigata University

【目的】
　実際の患者で行う歯科技能訓練には制約が多い．それ故，
バーチャルリアリティ（VR）やオーグメンテッドリアリティ

（AR）の技術を用いたシミュレーション教育が行なわれてい
る．しかしながら，これらの機器が技能修得にどの程度有効
であるかはよくわかっていない．本研究の目的は VR と AR
を用いた訓練機器が支台歯形成の技能向上に有効であるかを
検証，比較することである．

【方法】
　卒後 1 ～ 2 年目の若手歯科医師 20 名および初めて臨床前基
礎技能実習を行う歯学科 3 年生 15 名を（1）VR（Simodont; 
Nissin，Japan） で 6 回 練 習，（2）AR（DentSim; Image 
Navigation Ltd，USA）で 6 回練習，（3）初めに VR で 3 回
練習した後に AR で 3 回練習，（4）初めに AR で 3 回練習し
た後に VR で 3 回練習，（5）VR も AR も使用しない（対照群）
の計 5 つの群に無作為に分けた．デジタル機器による練習の
前後に，ファントムを用いた人工歯で支台歯形成を行わせた．
教員 3 人がそれぞれ支台歯形成評価シート（10 項目 40 点満点）
を用いて評価を行い，デジタル機器による練習の前後での支
台歯形成能力の変化を各グループ間で比較した．

【結果および考察】
　支台歯形成の平均スコアおよびデジタル機器を用いた練習
前後のスコアの差は若手歯科医師の方が歯学生より高かった．
若手歯科医師，歯学生共に，スコアの変化率は初めに VR で
練習した後に AR で練習をした群が一番大きく，対照群が一
番小さかった．また，VR と AR 両方を練習に用いた群は，
どちらか片方を使用した群に比べて支台歯形成スコアの変化
率が大きかった．以上から，AR と VR では技能修得への効
果が異なり，より効果的な両者の使用方法について詳細な検
討が必要だと考えられる．

【結論】
　VR や AR のようなデジタル訓練機器は，若手歯科医師や
歯学生の支台歯形成能力を改善するのに有効であった．

○世良　優裕 1，鬼塚　千絵 2，角野　夢子 1，3，木尾　哲朗 2

1 九州歯科大学附属病院，2 九州歯科大学口腔機能学講座総合診療学分野，3 いまづ歯科

Creating and using a rubric for temporary crown production

○Masahiro SERA1，Chie ONIZUKA2，Yumeko SUMINO1，3，Tetsuro KONOO2

1Kyushu Dental University Hospital，2Kyushu Dental University Department of Oral Functions Division for Comprehensive Dentistry，3Imadu Dental 
Clinic

【目的】
　“Assessment drives learning.” とは，意義ある評価を行う
ことが学習者の適切な学習行動の形成と学習者の動機を刺激
する，という格言である．一方，ルーブリックは学習者のパ
フォーマンスの質を評価するために学習到達度を示す評価基
準を観点（規準）と評価のレベル（基準）に可視化した評価
ツールである．事前に評価者学習者の双方が認識することで，
学習者自身の行動指針が明確となり，学習者が自己評価し，
自己改善が習慣化するとされている．
　今回我々は研修歯科医（以降，研修医）を対象として「テ
ンポラリークラウン製作に用いるルーブリック評価表」（以降，
評価表）を作成し，複数の評価者・学習者の間に生じる評価
のばらつきについて検討した．

【方法】
　対象は 14 名の研修医が前装金属冠の支台歯（上顎右側中切
歯）模型上に即時重合レジンを用いて作製したテンポラリー
クラウンとした．研修医には実習に先立って評価表を提示し，
評価の項目と基準について 30 分の講義を行った．作製された
ひとつのテンポラリークラウンを 2 名の研修医（作製した本
人と同僚），2 名の指導歯科医（以降，指導医）が評価表を用
いて評価した．その後結果を集計し，4 名の評価のばらつき
を検討した．

【結果と考察】
　評価表の 11 項目のうち，「切縁の長さ，形態」，「歯列との
調和」はばらつきが大きかったが，「唇側面の隆線」，「舌側の
形態」は収束する傾向にあった．また指導医間の比較では，
ばらつきのある項目と収束する項目との特徴が明らかになっ
た．今後，より信頼性の高い評価表を確立するためには，ば
らつきを生じる項目について評価をわかりやすくする工夫と，
評価のすり合わせを充分に行うことが必要になると考えられ
る．精度の高いルーブリック表を使用することで研修医は自
身の実習の成果を客観的に評価することが可能となり，モチ
ベーションと技能の向上にもつながると思われた．

O-03 バーチャルリアリティ（VR）とオーグメンテッドリアリティ（AR）を用いた支台歯形成練習の効果

O-04 テンポラリークラウン製作に用いるルーブリック評価表の作成とその検討
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○竹之内　茜 1，2，大谷　悦世 2，木下　淳博 1

1 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教育メディア開発学分野，2 新宿医療専門学校歯科衛生学科

Comparison of learning effects of video-based e-learning and printed learning materials for assisting dentistry

○Akane TAKENOUCHI1，2，Etsuyo OTANI2，Atsuhiro KINOSHITA1

1Department of Educational Media Development，Graduate School of Medical and Dental Sciences，Tokyo Medical and Dental University，2Dental 
Hygiene Course，Shinjuku Medical Career College

【目的】
　本研究では，歯科診療における共同動作を学習できる
e-learning 動画教材と，同じ内容を学習できる紙媒体静止画
教材を作成し，その学習効果を比較した．

【方法】
　臨床実習開始前の歯科衛生士専門学校 2 年生 78 名を対象と
した．対象者に群分け試験を受験させ，その結果に差がない
ように対象者を無作為に 2 群（e-learning 群，紙媒体群）に
分けた．その後，両群ともにプレテストを受験させ，4 週間
の間隔を空けて，ポストテストを受験させた．この 4 週間の
間に，e-learning 群には e-learning 動画教材で，紙媒体群には
紙媒体静止画教材で，レジン修復，インレー修復，根管治療，
歯冠修復，難抜歯における共同動作を学習させた．なお，対
象者はこれらに関する通常授業の受講前であった．ポストテ
スト終了後に，e-learning 群には紙媒体静止画教材で，紙媒
体群には e-learning 動画教材で 4 週間復習させた．復習終了
後に，教材に関する質問調査を実施した．

【結果および考察】
　プレテストからポストテストの点数の変化の群間比較では，
e-learning 群の方が紙媒体群より点数の増加が大きい傾向が
あった（p=0.0633）．プレテストとポストテストの点数の群内
比較では，e-learning 群でのみ，ポストテストの点数がプレ
テストより有意に高かった（p<0.0001）．質問調査では，「ど
ちらの教材を継続して使用したいですか」に対して，91％の
対象者が「e-learning 教材」と回答した．

【結論】
　歯科臨床をあまり体験したことの無い学生に対して，歯科
診療における共同動作を学習させる際には，紙媒体静止画教
材よりも，e-learning 動画教材の方が高い学習効果が得られ
ることが示唆され，学生の評価も高かった．

○則武　加奈子 1，金森　ゆうな 1，海老原　新 2，城戸　大輔 1，岩城　麻衣子 1，木村　康之 1，楠　侑香子 1，秀島　雅之 3，礪波　健一 1，
梅森　幸 1，荒木　孝二 4，新田　浩 1

1 東京医科歯科大学歯科総合診療部，2 歯髄生物学分野，3 快眠歯科（いびき・無呼吸）外来，4 統合教育機構

Report of clinical training for dental trainees ordered to work from home

○Kanako NORITAKE1，Yuna KANAMORI1，Arata EBIHARA2，Daisuke KIDO1，Maiko IWAKI1，Yasuyuki KIMURA1，Yukako 
KUSUNOKI1，Masayuki HIDESHIMA3，Kenichi TONAMI1，Sachi UMEMORI1，Kouji ARAKI4，Hiroshi NITTA1

1Oral Diagnosis and General Dentistry，Dental Hospital，2Pulp Biology and Endodontics，3Dental Clinic for Sleep Disorders，4Institute of Education，
Tokyo Medical and Dental University （TMDU）

【目的】
　歯科臨床研修は，歯科医療機関での現場研修を主とし総合
的な診療能力（態度・技能・知識）を身に着けるための研修
プログラムが作られている．今般の新型コロナウィルス感染
症拡大による緊急事態宣言発令（2020 年 4 月 7 日）に伴い，
東京医科歯科大学歯学部附属病院（以下，本院）は 4 月中旬
より大幅な診療縮小体制となった．それに伴い，本院臨床研
修センター所属の研修歯科医は約 2 ヶ月在宅勤務となった．
これらの状況から突如遠隔環境下にて実施された本院での臨
床研修を報告する．

【方法】
　在宅勤務中の本院所属研修歯科医 39 名にウェブ会議システ
ム Zoom® 等を活用し，遠隔での臨床研修を実施した．双方向
型の講義配信に加え，能動的な研修として各研修歯科医が興
味を持った臨床トピックと自己紹介をする「研修歯科医トピ
ック発表」を企画し実施した．トピック発表は，トピックの
内容に基づき 6 グループに分け，グループ内での発表で修正
事項などを確認後，全体発表を行った．全体発表時には発表
内容・発表技法・発表校正・概略評価に対する 5 段階からな
る相互評価と記述式のフィードバックを実施し，記載者を匿
名化後，発表者へ送付した．トピック発表実施後に研修歯科
医が記載した感想を質的に分析した．

【結果および考察】
　双方向型の講義は，学内の各分野指導歯科医責任者や臨床
教授等による協力のもと，計 35 回実施した．また，「研修歯
科医トピック発表」を研修歯科医全員が実施した．感想記述
からは，「自分で調べることで理解が深まった」，「オンライン
上での発表は初めてで勉強になった」，「他の研修医からの質
問からさらに知識を深める必要があると感じた」など研修歯
科医の学びにつながったことが示唆された．

【結論】
　在宅勤務を命じられた研修歯科医に対する臨床研修として，
遠隔双方向型講義，臨床トピック発表が有用な方略となる可
能性が示された．

O-05 歯科診療における共同動作を学習できる e-learning 動画教材と紙媒体教材の学習効果の比較

O-06 在宅勤務を命じられた研修歯科医への臨床研修実施奮闘記
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○鶴田　潤 1，梅森　幸 2，礪波　健一 2，則武　加奈子 2，荒木　孝二 1，2

1 東京医科歯科大学統合教育機構，2 東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科総合診療部

Development of Medical Interview Practice using web conference system at dental school

○Jun TSURUTA1，Sachi UMEMORI2，Ken-ichi TONAMI2，Kanako NORITAKE2，Kouji ARAKI1，2

1Tokyo Medical and Dental University Institute of Education，2Tokyo Medical and Dental University Dental Hospital Oral Diagnosis and General 
Dentistry

【目的】
　新型コロナウィルス感染症対策として，東京医科歯科大
学歯学部歯学科の 2020 年 4 月 2 日からの授業では，Web 会
議 シ ス テ ム Zoom®（Zoom Video Communications，Inc.），
WebClass®（日本データパシフィック株式会社）を利用した
遠隔授業を一部対面実習（試験）とともに実施している．本
報告では，新型コロナウィルス感染症対策対応や歯科医療に
おけるオンライン面接に対応する教育法としての Web 会議
システムを活用した医療面接実習の開発について，知見を広
く共有することを目的とする．

【方法】
　2020 年度東京医科歯科大学歯学部歯学科 5 年生（43 名）の

「全人的総合診断」授業における医療面接実習では，例年は現
場での医療面接に向けて，対面面接実習を行ってきたが，本
年は対面実習実施制限があるため，オンライン診療体験を含
めた非対面オンライン面接実習を導入した．

【結果および考察】
　 医 療 面 接 実 習（6 月 23 日 ） を 50 分 3 コ マ の Zoom®・
WebClass® 遠隔授業として，3 ～ 4 名班 14 班，教員 5 名での
運営とした．WebClass® に実習情報・視聴動画を掲載，当日
Zoom® での実習，WebClass® でのプレ・ポストテスト，課題
提示，終了後 WebClass® へのピア評価提出，事後レポート提
出とした．Zoom® では，導入講義，ブレークアウトセッショ
ンを利用したオンライン医療面接実習 3 ラウンド，ラウンド
後講義，まとめ講義の計画を立案したが，結果として，時間．
内容ともに予定通りの運営を行えた．

【結論】
　新型コロナウィルス感染症対策としての本実習成果を，例
年の対面実習との直接的な比較をすることは困難であり臨床
前対面教育は必須であるが，緊急的対応，今後のオンライン
医療面接実習への教育法開発の観点からは，大きな可能性が
認められた．

○服部　旭威 1，鶴田　潤 2，木村　康之 3，秀島　雅之 4，荒木　孝二 1，3

1 東京医科歯科大学大学院歯学教育システム評価学，2 東京医科歯科大学統合教育機構，3 東京医科歯科大学総合診療部，4 東京医科歯科大学歯学部附属
病院快眠歯科（いびき・無呼吸）外来

Study on the correlation between artificial tooth cutting and VR simulator

○Akitaka HATTORI1，Jun TSURUTA2，Yasuyuki KIMURA3，Masayuki HIDESHIMA4，Kouji ARAKI1，3

1Educational System in Dentistry，Graduate School，2Institute of Education，3Oral Diagnosis and General Dentistry，4Dental Clinic for Sleep 
Disorders Tokyo Medical and Dental University

【目的】
　仮想現実と触覚フィードバック機能を備えた歯科用シミュ
レータ機器 Simodont（MOOG，オランダ）が開発され，臨
床準備教育において有用なことが近年示されている．
　Simodont と従来型のマネキン内での切削製作物を異なる術
者間で比較した研究はあるが，同一術者内での切削製作物を
比較した研究はほとんど見当たらない．
　本研究は Simodont と従来型のマネキン内で同一術者にお
ける金属冠（FMC）支台歯形成製作物の関連性を調べること
を目的とした．

【方法】
　本学歯学部歯学科 2019 年度 6 年生 30 名を被験者として，
以下の方法で実験を行った．
①　Simodont の操作に慣れてもらった後，Simodont 右下 6

番 FMC 形成を 1 時間で実施した．複数回実施を許し，最
も良く出来たと思う製作物を評価対象とした．

②　マネキン顎模型上で人工歯右下 6 番の FMC 形成を 1 時
間で実施した．複数本実施を許し，最も良く出来たと思う
製作物を評価対象とした．

③　①と②間の切削操作について終了後アンケートを行い，
主観的な相違について評価した．

　製作物評価は臨床経験豊富な歯科医師 3 名が行った．評価
項目はテーパー，形成量，形成面，マージンの明瞭さ，形態
の適切さおよび概略点とした．

【結果および考察】
　採点結果に関して概略点は人工歯の得点が高い傾向がみら
れた．項目別にみると形態，形成面およびマージンに関して
は人工歯が高かった．アンケートでは，Simodont は人工歯と
比較した場合，切削感が人工歯と異なるや，得にくいと 19 名
が答えた．テーパーに関しては Simodont の製作物の得点が
高く，様々な角度から確認出来るとの意見が 13 名に見られた．
　Simodont は切削練習に有効かとの問いに，24 名が「それ
なりに有効である」あるいは「有効である」と答えた．理由
として何度もやり直せるなどがあった．

【結論】
　Simodont は教育導入に際し何度もやり直せるなど自主学習
に有用である点もあるが，製作物の採点やアンケートから操
作性や切削感覚が従来型の人工歯と異なり，形成操作が難し
い可能性がある事が示唆された．

O-07 歯学科における Web 会議システムを活用した医療面接実習の開発について

O-08 歯科切削技術おける人工歯切削と VR シミュレータの相関性に関する研究
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○谷本　啓彰 1，奥村　瑳恵子 2，堀川　鉄平 3，堀江　弘恵 4，保尾　謙三 1，小正　玲子 1，森川　裕仁 1，竹内　摂 1，黄地　智子 1， 
横田　啓太 1，岩田　有弘 1，吉川　一志 1，山本　一世 1，
1 大阪歯科大学　歯科保存学講座，2 大阪歯科大学　大学院歯学研究科歯科保存学専攻，3（株）アイキャスト，4（株）ニッシン

Trial usage of dental recorder on participative clinical training of operative dentistry

○Hiroaki TANIMOTO1，Saeko OKUMURA2，Teppei HORIKAWA3，Hiroe HORIE4，Kenzo YASUO1，Reiko KOMASA1，Yuto 
MORIKAWA1，Osamu TAKEUCHI1，Satoko OUCHI1，Keita YOKOTA1，Naohiro IWATA1，Kazushi YOSHIKAWA1，Kazuyo 
YAMAMOTO1

1Osaka Dental University Department of Operative Dentistry，2Osaka Dental University Graduate School of Dentistry Department of Operative 
Dentistry，3i-CAST Co.,Ltd，4Nissin Dental Products INC.

【目的】
　参加型臨床実習は，臨床技能だけでなく患者の安全性など
医療安全等も習得する学生時代唯一の現場でもある．いまま
での学問知識に加えて，臨床実践能力を養う場でもある．本
学では，第 5 学年の 1 年間，患者毎に担当学生 1 人を配当し，
初診から終診まで，1 口腔単位の経過を体験する総合診療方
式を行っている．また，前年度学生の持ち患者も引き継ぎ，
少しでも多くの症例を経験する環境を整えている．引き継ぎ
患者の平均人数は，2018 年度は 6.5 人，2019 年度は 7.0 人で
あった．しかし，引き継ぎ人数には 4 ～ 16 人とバラつきがあ
り，症例に多少の偏りがでることがある．
　今回，経験症例の偏りを改善することと，学生により多く
の症例を見せる方法としてデンタルレコーダーを用いた実習
を検討したので報告する．

【方法】
　本学第 5 学年臨床実習において，保存修復治療時に．デン
タルレコーダー Ready Cam（i-CAST 社）を用いて治療中の
動画を撮影した．なお，保存修復治療患者には担当医から撮
影の趣旨を説明し，同意を得た上で行った．

【結果および考察】
　保存修復治療（コンポジットレジン修復，メタルインレー
修復等）の撮影を数症例行った．後日，撮影した動画を学生
に見せながら診療内容について説明を行った．
　今回使用したデンタルレコーダー Ready Cam は，撮影時
にはモニターやケーブルが不用であり，映像と音声が鮮明に
記録されることが可能である．この映像は診療補助時の目線
ではなく，より診療に近い術者目線で記録されることで，歯
科医師としての視線に近い映像が可能である．また，ビデオ
ケーブルをつなげることで，リアルタイムで映像を映しだす
ことも可能となり，より臨場感のある映像を学生に提供する
ことが有効であると考える．現在，感染症対策の観点より診
療ブース内の立ち入りに制限を設けており，離れた場所で術
者目線での診療を見られることは臨床実践能力を養うには有
効な方法であると考える．今後は，録画映像を有効に活用で
きる臨床実習になるように検討していきたい．

○佐藤　拓実 1，野村　みずき 1，2，都野　さやか 1，2，中村　太 1，齋藤　豪 1，2，石崎　裕子 1，伊藤　晴江 1，3，奥村　暢旦 1，2，塩見　晶 1，
長谷川　真奈 1，2，藤井　規孝 1，2

1 新潟大学医歯学総合病院歯科総合診療部，2 新潟大学大学院歯科臨床教育学分野，3 新潟大学大学院歯周診断・再建学分野

Investigation on Diagnostic Education for Fit Checking of Denture.

○Takumi SATO1，Mizuki NOMURA1，2，Sayaka TSUZUNO1，2，Futoshi NAKAMURA1，Go SAITO1，2，Hiroko ISHIZAKI1，Harue ITO1，3，
Nobuaki OKUMURA1，2，Aki SHIOMI1，Mana HASEGAWA1，2，Noritaka FUJII1，2

1General Dentistry and Clinical Education Unit，Niigata University Medical and Dental Hospital，2Division of Dental Clinical Educational，Niigata 
University Graduate School of Medical and Dental Sciences，3Division of Periodontology，Niigata University Graduate School of Medical and Dental 
Sciences

【目的】
　義歯調整は日常臨床において比較的頻繁に行われる基本的
な治療に相当するが，フィットチェッカー（GC，以下 FC）
を用いて適切に義歯調整を行うためには，義歯を適切に圧接
することや痛みの原因となる部位・範囲（以下ぬけ）を見極
めること，さらにはそれらを適切に削合することなどいくつ
かの能力が要求される．しかし，このような能力の修得は日々
の臨床経験に依るところが大きく，特に卒前教育においては
効果的な教育方法は確立されていない．そこで本実験ではセ
ルフフィードバック（以下 SF）を利用して「ぬけ」の判断能
力を教育することを試みた．

【方法】
　被験者は 2019 年度，2020 年度に新潟大学病院で研修を行
った研修歯科医 42 名とした．いくつかの圧痕を再現した FC
を内面に貼り付けた義歯を 8 種類作成し，3 つを課題用，5 つ
を指導用とした．指導用義歯を用いて①被験者が説明した「ぬ
け」に対して指導者がフィードバックを行う，②指導者が義
歯を見せながら被験者に「ぬけ」を説明する，③被験者は義
歯の内面を撮影した写真をみて自分で判断した後，「ぬけ」の
正解を示したシートを被せて正解を確認する，のうちいずれ
か 1 つの指導を行った．被験者には①②③の前後に課題用義

歯を確認しながら同義歯の写真に「ぬけ」を記入することを
指示した．得られた結果から，指導の種類，指導の前後，研
修初期と研修後期の因子について，「ぬけ」の評価の正答率を
目的変数として多元配置分散分析を行った．

【結果および考察】
　研修初期と研修後期では，指導前の正答率に差が認められ
た．研修初期では①と③，研修後期では②で正答率が増加し
た一方，研修初期と研修後期では指導後に正答した圧痕の部
位・範囲が異なる傾向が認められた．SF による指導は研修初
期において特に効果的と考えられた．

【結論】
　義歯の適合診査の効果的な教育方法は学修者の臨床経験に
よって異なることが示唆された．

O-09 参加型臨床実習におけるデンタルレコーダーを用いた新たな試み

O-10 義歯適合診査の判断能力に関する教育方法の検討
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○都野　さやか 1，2，佐藤　拓実 2，中村　太 2，野村　みずき 1，2，齋藤　豪 1，2，石崎　裕子 2，伊藤　晴江 2，3，奥村　暢旦 1，2，塩見　晶 2，
長谷川　真奈 1，2，藤井　規孝 1，2

1 新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科臨床教育学分野，2 新潟大学医歯学総合病院歯科総合診部，3 新潟大学大学院医歯学総合研究科歯周診断再建学分
野

Investigation on Development of Quantitative Educational Method for Scaling and Root Planing Skill

○Sayaka TSUZUNO1，2，Takumi SATO2，Futoshi NAKAMURA2，Mizuki NOMURA1，2，Go SAITO1，2，Hiroko ISHIZAKI2，Harue ITO2，3，
Nobuaki OKUMURA1，2，Aki SHIOMI2，Mana HASEGAWA1，2，Noritaka FUJII1，2

1Division of Dental Clinical Education，Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences，2General Dentistry and Clinical Education 
Unit，Niigata University Medical and Dental Hospital，3Division of Periodontology，Niigata University Graduate School of Medical and Dental 
Sciences

【目的】
　スケーリング・ルートプレーニング（以下，SRP）の技能
教育は，人工歯石や塗料等を塗布した人工歯を使用して行わ
れることが多く，評価者や学修者が結果を確認することが容
易なため，大きなフィードバックを期待することができる．
一方で処置そのものを評価する方法は確立されていない．ま
た，これまでに SRP を行う際に歯に加える側方圧と切削され
るセメント質の厚みに関する報告がなされている．しかし，
より効果的な SRP の教育を行うためには側方だけではなく，
患歯に加わる三次元的な力を考慮する必要があると考えられ
る．そこで，今回は Force gauge（IMADA 社製）を組み込
んだ改造マネキン（ニッシン社製）を用いて，処置中に加わ
る垂直的な力の大きさを計測し，可視化，定量化することに
より，SRP のトレーニングに応用することを試みた．

【方法】
　被験者は令和 2 年度新潟大学医歯学総合病院研修歯科医 20
名とした．測定装置は Force gauge 付改造マネキンを使用し
た．対象は歯周病顎模型に装着した右下 3 番歯石付き人工歯
とし，人工歯根面を近心頬側面，近心面および近心舌側面に
区分けして塗料を塗布した．被験者にはいくつかの設定した

条件下において各部位の塗料および歯石の除去を指示し，制
限時間内での塗料除去率・歯石除去までに要した時間・患歯
に加わる力の大きさ等を計測，比較した．

【結果および考察】
　SRP の対象部位によって被験者が加えた力の大きさは異な
っていたが，比較的大きな力で処置を行った被験者の方が効
率よく塗料を除去できている傾向がみられた．さらに，近心
面では歯石を想定した凸部の除去時は，平滑面に塗布した塗
料除去時より大きな力を加える傾向が認められ，被験者はス
ケーリングとルートプレーニング時の力の大きさを明確に区
別していることが分かった．

【結論】
　本実験の結果から，今後さらなる改良を加えることにより，
Force gauge 付改造マネキンを効果的な SRP トレーニングに
応用できる可能性が示唆された．

○齋藤　豪 1，2，佐藤　拓実 2，中村　太 2，都野　さやか 1，2，野村　みずき 1，2，石崎　裕子 2，伊藤　晴江 2，3，奥村　暢旦 1，2，塩見　晶 2，
長谷川　真奈 1，2，藤井　規孝 1，2

1 新潟大学大学院歯科臨床教育学分野，2 新潟大学医歯学総合病院歯科総合診療部，3 新潟大学大学院歯周診断・再建学分野

The Consideration of Education Method for the Force to Management Adjusting Mandibular Complete Denture – part I

○Go SAITO1，2，Takumi SATO2，Futoshi NAKAMURA2，Sayaka TSUZUNO1，2，Mizuki NOMURA1，2，Hiroko ISHIZAKI2，Harue ITO2，3，
Nobuaki OKUMURA1，2，Aki SHIOMI2，Mana HASEGAWA1，2，Noritaka FUJII1，2

1Division of Dental Clinical Education，Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences，2General Dentistry and Clinical Education 
Unit，Niigata University Medical and Dental Hospital，3Division of Periodontology，Niigata University Graduate School of Medical and Dental 
Sciences

【目的】
　適切な力を患者や患歯に加えることは歯科医師の必須の臨
床技能であるが，この技能の習得は臨床経験によるところが
大きい．加えて，処置時の力のコントロールの教育は困難で
ある．そこで，我々は歯科臨床技能教育の基盤形成を目的と
して，圧力センサー（フォースゲージ，IMADA，以下 FG）
を取り付けた模型を用いて処置時に加える力の測定を行い，
報告してきた．今回，義歯内面の適合診査の教育方法を検討
するために，診査時に加える力の大きさと時間を測定した．

【方法】
　被験者は令和元年度新潟大学医歯学総合病院臨床研修歯科
医 22 名とし，フィットチェッカー（GC，以下 FC）を用い
た下顎全部床義歯の適合診査を測定の対象とした．FG に下
顎無歯顎模型（NISSIN，以下 ML）を設置し，適合診査時に
ML に加わる力の大きさと圧接に要した時間を測定した．予
備実験として，義歯内面に FC を塗布し，圧接した際，FC が
一様に拡がる最小の力は 50N 程度であることを確認した．各
被験者は，①義歯内面に FC を塗布し通法通り ML に圧接，
②義歯内面に FC を塗布し FG の値を隠した状態で圧接，③
FC を塗布せずに圧接，の 3 種類の方法で適合診査を行い，
その際 ML に加わる力の大きさと圧接に要した時間を計測し

た．①②③の比較検討にはフリードマン検定（P=0.05）を用
いた．

【結果および考察】
　適合診査時の力の大きさは，①②③の間に有意差は認めら
れなかった．また，圧接に要した時間は①と②および①と③
の間で有意差を認め，どちらも①のほうが長かった．以上の
結果から，義歯の適合診査において，視覚的な情報や適合診
査材料の有無は加える力の大きさにはあまり関係せず，圧接
に要する時間に影響を与えることが示唆された．

【結論】
　義歯の適合診査時に加える力の大きさの教育には，必ずし
も適合診査材料は必要ではなく，自身が加えている力の大き
さを客観的に認識できる環境下での訓練が有効であると考え
られた．

O-11 スケーリング・ルートプレーニングの技能教育定量化の試み

O-12 下顎全部床義歯の適合診査時に加える「力」の教育方法に関する検討　―第1報―
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○野村　みずき 1，2，佐藤　拓実 2，中村　太 2，都野　さやか 1，2，齋藤　豪 1，2，石崎　裕子 2，伊藤　晴江 2，3，奥村　暢旦 1，2，塩見　晶 2，
長谷川　真奈 1，2，藤井　規孝 1，2

1 新潟大学大学院歯科臨床教育学分野，2 新潟大学医歯学総合病院歯科総合診療部，3 新潟大学大学院歯周診断・再建学分野

The Consideration of Educational Method for the Force Management of Adjusting Mandibular Complete Denture – part II

○Mizuki NOMURA1，2，Takumi SATO2，Futoshi NAKAMURA2，Sayaka TSUZUNO1，2，Go SAITO1，2，Hiroko ISHIZAKI2，Harue ITO2，3，
Nobuaki OKUMURA1，2，Aki SHIOMI2，Mana HASEGAWA1，2，Noritaka FUJII1，2

1Division of Dental Clinical Education，Niigata University Graduate School of Medical and Dental Sciences，2General Dentistry and Clinical Education 
Unit，Niigata University Medical and Dental Hospital，3Division of Periodontology，Niigata University Graduate School of Medical and Dental 
Sciences

【目的】
　適切な力を患者や患歯に加えることは歯科医師に必須の臨
床技能であるが，この技能の習得は臨床経験によるところが
大きい．加えて，処置時の力のコントロールの教育は困難で
ある．我々は歯科臨床技能教育の基盤形成を目的として，圧
力センサー（フォースゲージ，IMADA，以下 FG）を取り付
けた模型を用いて処置時に加える力の測定を行い，報告して
きた．今回は，義歯の適合診査時の圧接に対する 2 つの教育
方法について，加える力の大きさおよび時間を指標として検
討した．

【方法】
　被験者は令和元年度新潟大学医歯学総合病院臨床研修歯
科医 22 名（A 群，B 群各 11 名）とし，対象動作はフィッ
トチェッカー（GC，以下 FC）を用いた下顎全部床義歯（以
下 LD）の適合診査とした．LD 内面に FC を塗布し，FG に
設置した下顎無歯顎模型（NISSIN）に圧接した際に加わる
力と要した時間を測定した．圧接の目標として 50N を想定
した．A 群には「50N」という目標値を提示し，FG で力の
大きさを確認しながら 3 分間の練習を行った．B 群には 50N
で圧接した際の LD 内面の FC を提示し，被験者が加えた力
に相当する厚みの FC を確認させながら 3 分間の練習を行っ

た．練習およびその後の測定を 1 サイクルとし，各群に対し
て 4 サイクルを実施した．目標値と計測値の差Δと要した時
間 T について，クラスカル＝ウォリス検定，計測値が目標値
± 5N の範囲に入った人数についてコクランの Q 検定を用い
た（P<0.05）．

【結果および考察】
　各測定でのΔは A，B 群ともに有意差を認め，練習後は小
さくなった．コクランの Q 検定について A 群では有意差を
認め，B 群は有意差を認めなかった．また，A，B 群ともに
T で有意差を認め，測定ごとに短くなった．以上より，A 群
に行った圧力センサーを用いた練習の教育効果があることが
示唆された．

【結論】
　圧力センサーを用いた教育方法が，意図した力を短時間で
発揮する力のコントロールの教育に有用である事が示唆され
た．

○音琴　淳一 1，2，宇田川　信之 3，4

1 松本歯科大学大学院健康増進口腔科学講座，2 松本歯科大学病院初診室・総合診療科，3 松本歯科大学大学院硬組織疾患制御再建学講座，4 松本歯科大
学生化学講座

Research of Problem Investigation at First Grade Graduate Students using KJ methods at Matsumoto Dental University Graduate School

○Jun-ichi OTOGOTO1，2，Nobuyuki UDAGAWA3，4

1Department of Oral Health Promotion，Graduate School of Oral Medicine，Matsumoto Dental University，2Department of Oral Diagnostic Science，
Matsumoto Dental University Hospital，3Department of Hard Tissue Research，Graduate School of Oral Medicine，Matsumoto Dental University，
4Department of Oral Biology，Matsumoto Dental University，School of Dentistry

【目的】
　2003 年松本歯科大学は大学院を設立し，多方面の研究に精
力的に取り組んでいる．大学院生教育についても，卒直後歯
科学生をはじめ，社会人大学院生，留学生，歯科衛生士など
多方面からの学生を受け入れている．筆者らは本学大学院に
おいては初年度大学院生に対して KJ 法を用いた研究に対す
る問題点意識を抽出し，設立以来の研究活動に関する問題点
とその変化を分析したので報告する．

【方法】
　2003 ～ 19 年度大学院初年度 5-6 月に行った「研究に関す
る問題点の抽出とその解決方法」の講義に出席し，KJ 法を行
った大学院生を対象とした．KJ 法において抽出して研究活動
に対する問題点を抽出し，それぞれ「緊急度」「重要度」に
10 段階評価した．
　2003 ～ 2007 年度，2008 ～ 2012 年度，2013 年度～ 2018 年
度に分け，問題点の頻度，緊急度・重要度の点数の平均値比
較を行った．

【結果および考察】
　開設当時は，指導教員や大学院カリキュラムが成熟してい
なかったため，研究そのものへの不安が大きかった．開設 5
年経過した頃より，前記問題点は減少し，設備充実と反比例
して，大学院生が研究機器使用の不安がやや上昇していた．
一方では，指導教員とのコミュニケーションや外国語文献渉
猟への不安が一定数，継続していたことは，大学院生・教員
双方への相談窓口の充実や事前の語学研修を行える環境の充
実が望まれることが示された．

O-13 下顎全部床義歯の適合診査時に加える「力」の教育方法に関する検討　―第2報―

O-14 松本歯科大学初年次大学院学生に対する問題点意識調査
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○頭山　高子 1，隅田　好美 2，梶　貢三子 1，前岨　亜優子 1，大西　愛 1，寺島　雅子 1，尾形　祐己 1，中塚　美智子 3，神　光一郎 1， 
和唐　雅博 1，田中　昭男 3

1 大阪歯科大学医療保健学部口腔保健学科，2 大阪府立大学大学院人間社会システム科学研究科，3 大阪歯科大学医療保健学部口腔工学科，4 大阪歯科大
学病理学室

Moral support by clinical psychologists in dental hygiene clinical practice: Second report on a program for students to cope with anxiety

○Takako TOYAMA1，Yoshimi SUMIDA2，Kumiko KAJI1，Ayuko MAESOMA1，Ai ONISHI1，Masako TERASHIMA1，Yuki OGATA1，
Michiko NAKATSUKA，Koichiro JIN，Masahiro WATO，Akio TANAKA3

1Department of Oral Health Sciences Faculty of Health Sciences Osaka Dental University，2Graduate School of Humanities and Sustainable System 
Sciences Osaka Prefecture University，3Department of Oral Health Engineering Faculty of Health Sciences Osaka Dental University，4Department of 
Pathology Osaka Dental University

【目的】
　歯科衛生士の実習生は臨床実習に対して大きな不安を感じ
ている．第 1 報では臨床心理士による精神的支援を行うこと
で，過度の緊張で臨床実習の取り組みが困難になった学生の
不安が軽減し，実習に取り組むことができ，教育効果が向上
することが示唆された．本報では臨床心理士による特別講義
後の感想から，不安に対する学生の考え方などを検討した．

【方法】
　歯科衛生士専門学校の A 期 39 名を調査対象とした．臨床
心理士による特別講義は 1 コマ 80 分の 2 コマを 1 回として全
3 回行った．行った時期は，1 回目は 2 年時の臨床見学実習
終了し，3 年の臨床実習開始前の 4 月，2 回目は臨床実習中の
7 月，3 回目は臨床実習後期の 9 月であった．講義内容は「実
習中の不安に負けないプログラム」として，不安の特性，予
期不安，成長の実感に関してである．学生は各講義終了後に
講義および実習に関する感想を記入した．様式は自由記載と
した．

【結果および考察】
　1 回目の講義修了後には，不安は誰にでもあり，放ってお
くと自然に消えることが分かり安心した．他の人も同じよう
に不安を感じていることが分かり友達と不安な気持ちを共有
できた．2 回目には自動思考によって不安や悲しみ・喜びな
ど感情が変化することを感じた，3 回目には不安に対しての
向き合い方を考えるきっかけになった，不安について知るこ
とができたので不安が和らいだ気がするなどの感想があった．
これらから学生はメンタルが強くなり，不安との付き合い方
を考えるようになり不安が軽減した．そのことで実習を楽し
く行うことができ，技術が向上し，同級生とのコミュニケー
ションも良好となった．

【結論】
　歯科衛生士の学生に臨床心理士による不安に対する対処法
についての講義を行うことは，臨床実習に対する不安の対処
法を理解し，学生同士で不安に対する気持ちを共有できるこ
とができるようになり，臨床実習で高い学習効果をもたらす
可能性が示唆された．

○大西　愛 1，隅田　好美 2，頭山　高子 1，梶　貢三子 1，前岨　亜優子 1，寺島　雅子 1，尾形　祐己 1，中塚　美智子 3，神　光一郎 1， 
和唐　雅博 1，田中　昭男 4

1 大阪歯科大学医療保健学部口腔保健学科，2 大阪府立大学大学院人間社会システム科学研究科，3 大阪歯科大学医療保健学部口腔工学科，4 大阪歯科大
学病理学室

Moral support by clinical psychologists in dental hygiene clinical practice: First report on consequences of changes in anxiety by personality traits

○Ai ONISHI1，Yoshimi SUMIDA2，Takako TOYAMA1，Kumiko KAJI1，Ayuko MAESOMA1，Masako TERASHIMA1，Yuki OGATA1，
Michiko NAKATSUKA3，Koichiro JIN1，Masahiro WATO1，Akio TANAKA4

1Department of Oral Health Sciences Faculty of Health Sciences Osaka Dental University，2Graduate School of Humanities and Sustainable System 
Sciences Osaka Prefecture University，3Department of Oral Health Engineering Faculty of Health Sciences Osaka Dental University，4Department of 
Pathology Osaka Dental University

【目的】
　2016 年度に，臨床実習における歯科衛生士学生の不安の変
化と性格特性を新版 STAI 状態－特性不安検査（以下 STAI）
とモーズレイ性格検査（以下 MPI）を用いて検討した結果，「神
経症的傾向がある」学生は，実習の全期間で状態不安が高く，
精神的支援が必要であることを報告した．今回は臨床心理士
の集団介入による不安軽減の効果を明らかにすることを目的
とした．

【方法】
　歯科衛生士専門学校の A 期 39 名と B 期 42 名を対象とした．
A期には臨床心理士による特別講義を3年の実習期間に3回（4
月，7 月，9 月）行った．調査には STAI と MPI を用いた．2
年次の基礎調査（6 月）に STAI と MPI，臨床見学実習開始
前（11 月），3 年次の臨床実習開始前（4 月），実習中期（9 月），
実習終了時（11 月）に STAI を実施した．A 期は実習時期別
の STAI の特性不安（普段感じている不安）と状態不安（今
感じている不安）の平均値の比較と，STAI と MPI の t 検定
を行った．また，A 期（介入あり）と B 期（介入なし）の t
検定を行い，有意水準は 5％とした．統計分析には SPSS 20.0
を使用した．

【結果および考察】
　A 期の STAI の状態不安の平均値は基礎調査 41.15 から
見学前 56.15，実習前 54.18 に上昇し実習後 44.15 に戻った．
MPI の N 尺度（神経症傾向の有無）と状態不安では介入前に
有意差があり，「神経症傾向なし」は「神経症傾向あり」よ
りも平均値が高く，その差は基礎 7.45，見学前 9.45，実習前
7.41 であった（p<0.05）．しかし，介入後の実習中期の差が
2.73 差に縮小し有意差はなかった．また，B 期との状態不安
の比較では，A 期の実習中期の平均値が低く有意差があった．
また，「神経症傾向あり」のみの比較では有意差はなかったが，
実習中期の平均値が A 期 53.21，B 期 57.22 であった．これら
のことから精神的支援の効果があったと考える．

【結論】
　臨床心理士による特別講義により臨床実習における状態不
安の平均値が下降することが明らかになり，精神的支援の集
団介入でも一定の効果があることが示唆された．

O-15 歯科衛生士臨床実習における臨床心理士による精神的支援　第 2 報　―不安に負けないためのプログラム―

O-16 歯科衛生士臨床実習における臨床心理士による精神的支援　第 1 報　―性格特性別の不安の変化の結果―
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○大戸　敬之 1，岩下　洋一朗 2，鎌田　ユミ子 1，松本　祐子 1，作田　哲也 1，吉田　礼子 1，田口　則宏 1，2

1 鹿児島大学　学術研究院　医歯学域　鹿児島大学病院　歯科総合診療部，2 鹿児島大学　学術研究院　医歯学域　歯学系　医歯学総合研究科　健康科
学専攻　歯科医学教育実践学分野

Effects of having taken the course “Professionalism” on students’ professionalism fostering process

○Takayuki OTO1，Yoichiro IWASHITA2，Yumiko KAMADA1，Yuko MATSUMOTO1，Tetsuya SAKUTA1，Reiko YOSHIDA1，
Norihiro TAGUCHI1，2

1Kagoshima University，Research and Education Assembly，Medical and Dental Sciences Area，Kagoshima University Hospital，General Dentistry，
2Kagoshima University，Research and Education Assembly，Medical and Dental Sciences Area，Graduate School of Medical and Dental Sciences，
Health Research Course，Dental Education

【目的】
　鹿児島大学歯学部では，平成 26 年度入学生までのプロセス
基盤型教育のカリキュラムでは臨床実習などを通じてプロフ
ェッショナリズムを学んでいたが，平成 27 年度入学生から導
入したアウトカム基盤型教育に基づくカリキュラムでは，2
年次と 4 年次に「プロフェッショナリズム」を正規の授業科
目として開講している．このように明示的にプロフェッショ
ナリズムを教えることは重要であるとされているが，その影
響については未だ明らかとなっていない部分も多い．そこで，
より効果的なプロフェッショナリズム教育の開発へ繋げるこ
とを目的として，学生への影響について分析を行った．

【方法】
　平成 30 年度鹿児島大学歯学部の 4 年生 6 名（プロフェッシ
ョナリズムの受講経験あり）と，5 年生 9 名（受講経験なし）
に対して，平成 30-31 年にかけて筆頭著者が半構造化インタ
ビューを実施した．インタビュー時間は一人平均約 24.3 分で，
録音データから逐語録を作成した．それを基に，Modified 
Grounded Theory Approach（M-GTA）を用いて，プロフェ
ッショナリズム醸成過程について質的に分析し，比較を行っ
た．

【結果および考察】
　M-GTA の結果から，各学年段階でのプロフェッショナリ
ズムの醸成過程モデルが得られた．これらの比較から，5 年
生が臨床実習を通じて得ていた患者への「態度」に関する要
素が，4 年生の受講後の段階でも表出していることが確認さ
れた．あわせて，低学年期においては，絶対的な技術の必要
性があがっていたが，受講後の段階では，患者への態度，コ
ミュニケーション力などへと変化していた．座学や実習が中
心となる低学年期では必然的に知識・技術的な側面が影響す
ることとなるが，プロフェッショナリズムの授業を受講する
ことで，その考え方に変化が現れたのではないかと考えられ
る．

【結論】
　各学年の醸成過程モデルの違いから，プロフェッショナリ
ズムの授業の受講により学生のプロフェッショナリズムが変
化している可能性が示唆された．

○梅森　幸 1，礪波　健一 1，則武　加奈子 1，岩城　麻衣子 1，木村　康之 1，新田　浩 1，荒木　孝二 2

1 東京医科歯科大学　歯学部附属病院歯科総合診療部，2 大学院歯学教育システム評価学分野

The Analysis of Unprofessional behavior in the class of “behavioral science” in Tokyo Medical and Dental University （TMDU）
○Sachi UMEMORI1，Ken-ichi TONAMI1，Kanako NORITAKE1，Maiko IWAKI1，Yasuyuki KIMURA1，Hiroshi NITTA1，Kouji ARAKI2

1Oral Diagnosis and General Dentistry，TMDU，2Dept. of Educational System in Dentistry，Graduate School of TMDU 

【目的】
　東京医科歯科大学歯学部歯学科 2 年次では，科目「行動科
学基礎」にて，プロフェッショナリズム教育を目的とした講義，
学外施設での体験実習とその振返りを行う．ヒューマンエラ
ーは「ラプス（目的は正しいが行動しなかった）」「スリップ

（目的は正しいが行動が誤っていた）」「ミステイク（目的その
ものが誤っていた）」の 3 種に分類される．本研究では，アン
プロフェッショナルな行動とポートフォリオの内容，自己評
価との関連について，本分類を用いて考察する．

【方法】
　2018 年度および 2019 年度に本科目を履修した本学歯学科 2
年生 105 名を対象とした．本科目内での実習規則違反，講義
の低出席率，ポートフォリオ・レポートの提出遅滞をアンプ
ロフェッショナルな行動とした．アンプロフェッショナルな
行動と，ポートフォリオ内で学生自身がたてた目標と実習前
説明時に教員が提示した目標の不一致，および積極性の自己
評価との関連を分析した．

【結果および考察】
　学生のうち，規則違反者は 7.6％，提出遅滞者は 24.8％，低
出席率者は 15.2％だった．規則違反者，低出席率者には，目
標の不一致が有意に多く見られた（χ2 検定，P ＜ 0.05）．一
方，低出席率と積極性，提出遅滞と目標の不一致および積極性，
規則違反と積極性との間に有意差は認めなかった．
　ヒューマンエラーの分類を結果に当てはめると，規則違反
者，低出席率者はミステイクに該当し，安全管理の分析法・
スキルがプロフェッショナリズム教育に援用できる可能性が
ある．一方，提出遅滞は目標の不一致と関連を認めなかった
ことから，規則違反者，低出席率者とは別のアプローチが必
要である可能性が示唆された．

【結論】
　本研究より，目標に対する認識の不一致が実習規則違反者，
低出席率者等のアンプロフェッショナルな行動と関連する可
能性が示唆された．

O-17 授業科目「プロフェッショナリズム」の受講経験の有無による学生のプロフェッショナリズム醸成過程への影響

O-18 東京医科歯科大学歯学部歯学科「行動科学基礎」におけるアンプロフェッショナルな行動の考察
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○河合　貴俊，石川　明子，北村　和夫，丸野　里絵，佐藤　誓子，村田　卓也，高柳　雅文

日本歯科大学附属病院　総合診療科

Effect of tooth color selection practice to the first-year dental students.

○Takatoshi KAWAI，Akiko ISHIKAWA，kazuo KITAMURA，Rie MARUNO，Seiko SATO，Takuya MURATA，Masafumi 
TAKAYANAGI
General Dentistry，The Nippon Dental University Hospital，Tokyo

【目的】
　日本歯科大学生命歯学部では，H18 年度より 1 年生を対象
にした病院医療概論実習を行っている．歯の色調選択は修復
物の審美性やホワイトニング効果の確認に重要な因子となる
ことから，われわれは体験型実習の中に色調選択を取り入れ
た．今回，本実習を通して専門教育を行う以前である 1 年生
時の学生の意識や今後の課題を明らかにするために，実習開
始前と終了後にアンケート調査を実施し，若干の知見を得ら
れたので報告する．

【方法】
　生命歯学部歯学科 1 年生 138 名を各回 5 ～ 6 名に分け 1 時
間の実習を行い実習開始前と終了後にアンケート調査を行っ
た．色の評価方法として，上顎右側中切歯と学生自身が選択
したシェードガイドを一緒に撮影した口腔内写真，学生相互
による視感比色，経験 20 年以上の歯科医師による視感比色，
測色計による色調選択を実施した．これら 4 つの方法におい
て，学生の色調選択と，術者や方法の異なる色調選択の仕方
ではどれだけ異なるかを比較した．さらに過去 5 年間のアン
ケート結果についても比較した．

【結果および考察】
　今回実施したアンケートは，1 年生 138 名中欠席者等を除
いた 121 名全員から回答が得られた．実習前，歯科において
色調測定を行うことについて知っているが 53.7％，知らない
が 46.3％であり，その中で各種方法の認知度はシェードガイ
ド（色見本）を用いる方法 50.4％，カメラを用いて歯を撮影
する方法 12.4％，測色計（機械）を使用する方法 24.0％であ
った．実習終了後には 99.2％の学生が今回の実習を通じて歯
の色調について興味が湧いたと回答し，100％の学生が歯科医
師は色に関する知識が必要だと回答した．96.8％の学生が今
後も学びたいと意欲を示した．

【結論】
　生命歯学部 1 年生を対象にした病院概論実習におけるアン
ケート調査は歯の色調に対する理解度を把握することができ，
更に実習を行うことで知識を習得し，意欲を湧かせることが
できる意義の高い実習であることが示唆された．

○畠山　純子 1，米田　雅裕 1，都築　尊 2，泉　利雄 3，阿南　壽 4，廣藤　卓雄 1

1 福岡歯科大学総合歯科学講座　総合歯科学分野，2 咬合修復学講座　有床義歯学分野，3 口腔医療センター，4 口腔治療学講座　歯科保存学分野

Post-practice clinical ability test trial Questionnaire survey on clinical field test evaluation input system

○Junko HATAKEYAMA1，Masahiro YONEDA1，Takashi TSUZUKI2，Toshio IZUMI3，Hisashi ANAN4，Takao HIROFUJI1

1Section of General Dentistry，Department of General Dentistry，Fukuoka Dental College，2Section of Fixed Prosthodontics，Department of Oral 
Rehabilitation，3Department of Center for Oral Diseases，4Section of Operative Dentistry and Endodontology，Department of Odontology.

【目的】
　本年度より臨床実習後臨床能力試験は診療参加型臨床実習
履修中のすべての学生に対して，正式実施される．臨床実習
後臨床能力試験は臨床実地試験および一斉技能試験の 2 つの
試験からなる．
　福岡歯科大学では臨床実地試験の新たな「評価入力システ
ム」を独自に開発し，学生および評価者の相互が試験の評価
を確認できるシステムを構築し，2018 年度より使用してきた．
その有効性と要改善点を明らかにするため，臨床実地試験終
了後に学生および評価者にアンケートを行い，昨年度の当学
会にて報告を行った．2018 年度アンケートで挙げられた点を
改善して実施した 2019 年度の試験後，アンケートを実施した
ので報告を行う．

【方法】
　福岡歯科大学　臨床実地試験評価システムを判定するため
に，臨床実習および試験終了後，同意が得られた学生（2019
年度 5 年生　89 名）および評価者（30 名）を対象に，無記名
のアンケート調査を行った．

【結果および考察】
　学生アンケートからは，今回使用した臨床実地試験評価入
力システムが課題の進行状況の把握に役に立った．評価入力
システムは自分でオンラインで確認できる，紙の紛失の危険
がないことなどの理由から，評価入力システムが良いと思う
割合が多かった．評価者からは，評価入力システムが教員間
の情報共有に役に立ったとの意見があった．前年度に挙げら
れた課題点であった，評価者のシステム入力が迅速でないと，
学生が確認しても未入力であることなどは，2019 年度臨床実
地試験実施前の評価者すり合わせにより，改善された．また
臨床実地試験終了後は評価入力を含め評価者任せになり，学
生自身の課題管理，成績管理がおざなりになることが挙げら
れる．今後は主体的に試験に望み，成績の自己管理を行う姿
勢を教育する必要があると考えられる．

（学会外共同研究者　香川豊宏）

O-19 歯学部 1 年生を対象にした色調選択実習の効果について

O-20 「臨床実習後臨床能力試験トライアル　臨床実地試験　評価入力システムに関するアンケート調査」　第 2 報
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向井　正太

神奈川歯科大学　総合教育部

An Action Study on the Development of a Postgraduate Curriculum as the Training of Future Faculty 

Shota MUKAI
The Office of Education

【目的】
　歯学大学院教育には，歯科医学研究の発展に寄与する人材
の育成と将来の歯科医学教育を担う人材確保の役割が与えら
れているが，将来の教育者として必要とされる様々な教育法
や教育理念についての理解と知識については，大学院カリキ
ュラムの中で直接扱われることは少ないようである．したが
って，大学院生は学部時代の自らの学習経験及び TA などの
経験を通じて，大学での教育法を体験・会得・理念化してい
くと考えられるが，大学院教育カリキュラムそのものを，大
学院生に将来の教育者候補としての自意識を高め，教育法・
教育倫理・教育哲学への興味を育む環境として構築すること
も必要ではないかという問題意識は妥当性を持つと考えられ
る．本稿は「教育についての教育」を目標の一部に据えたカ
リキュラムの作成の実践を，アクションスタディとして報告
する．

【方法】
　大学院生は「医学英語演習・コミュニケーション英語」の
授業内で，様々な協働作業を通じて，英語プレゼンテーショ
ンについての知識を高め，また実際に自らの研究を紹介する
英語発表を行った．そして，これらの能動学修及び協働学修
を計 6 時間体験した後，レポート形式でその学習法について
の意義を批判的に論じる場を与えられた．

【結果および考察】
　学生たちは能動・協働学修そのものを学習効果の高い教育
法と評価し，また教育ツールとしての ITC の利用にも大きな
興味を示した．また，自らの学部での教育体験との比較にお
いて能動・協働学修を意識化するプロセスが見られる興味深
い質的データが得られた．

【結論】
　歯学部大学院の教育目標として「教育法を体験・理解する
こと」を据えること，そして，将来のファカルティとしての
能力を高めるために大学院カリキュラム作成をすること，の
意義が認められた．

○石黒　一美 1，2，村樫　悦子 2，沼部　幸博 1，2

1 日本歯科大学大学生命歯学部　歯学教育支援センター，2 日本歯科大学大学生命歯学部　歯周病学講座

Students’ learning approach analyzed from periodontology lectures using active learning methods

○Hitomi ISHIGURO1，2，Etsuko MURAKASHI2，Yukihiro NUMABE1，2

1The Nippon Dental University，School of Life Dentistry at Tokyo，Dental Education Support Center，2The Nippon Dental University，School of Life 
Dentistry at Tokyo，Department of Periodontology

【目的】
　本学では，第 3 学年の後半で「歯周病の検査」に関する授
業を 90 分× 2 回の講義形式で行ってきたが，カリキュラムの
変更に伴い，令和元年度から 90 分× 3 回の授業時間となった．
そのため，最後の 1 回は学生が能動的に学び，課題解決に取
り組めるようアクティブラーニングを導入した．本研究の目
的は，アクティブラーニングを取り入れた歯周病学の授業に
関するアンケート結果と成績から，学生の勉強に対する取り
組み方を分析することである．

【方法】
　令和元年度，第 3 学年後期歯周病学講義の 11 回目と 12 回
目に「歯周病の検査」の講義を行い，13 回目にアクティブラ
ーニングを導入した．学生には，口腔内写真，エックス線画
像，検査結果などの視覚素材を紙媒体で配布し，その所見や
得られる情報を自由記述させた．学生は自由に資料を閲覧し，
学生同士が話し合うことができる状態とした．質問がある時
は挙手をし，教員が質問に答えた．ただし，教員は解答を提
示しなかった．講義終了後，Moodle のフィードバックモジュ
ールを利用して，授業に関するアンケートを行った．アンケ
ートには自由記述を設けた．自由記述の内容は，テキストマ
イニングソフトウエア KH Coder 3 を用いて解析した．定期
試験では，歯周病の検査に関する多肢選択問題 5 問と根分岐
部病変の検査法の記述問題を 1 問出題した．

【結果および考察】
　授業を受講した 140 名のうち 124 名からアンケートの回答
を得た．授業内容が良かったと答えた学生は 91.9％であった．
また，講義形式の授業より理解が深まった思う割合が 84.7％
となり，他の授業でもこのような形式を増やして欲しいが
87.9％ととなった．一方，アンケートの自由記述のテキスト
マイニングの結果，「答え」，「解説」，「教える」，「欲しい」と
いった用語が多く，模範解答や解説を求める学生が多いこと
が明らかとなった．歯周病の検査の範囲に関して，定期試験
では，多肢選択問題の平均得点率は 74.86 点でやや高い傾向
を示したが，記述問題は 5.32 点（10 点満点）となり，知識の
曖昧さや文章作成力の低さが明らかとなった．

【結論】
　アクティブラーニングを取り入れた結果，学生は能動的な
学習により理解力が深まることを自覚し，他の授業でも取り
入れて欲しいと希望した．その一方で，正答や解説を求める
学生は多く，自身で問題を解決する力の弱さ，不安さが明ら
かとなり，客観問題に対応した勉強法を重視する傾向がみら
れた．

O-21 歯科医学教育を担う人材育成に寄与しうる大学院カリキュラム作成の実践

O-22 アクティブラーニングを活用した歯周病学授業からわかる学生の学習への取り組み方
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○岡　広子 1，西　裕美 2，大林　泰二 2，河口　浩之 2

1 広島大学大学院医系科学研究科附属死因究明教育研究センター，2 広島大学病院口腔総合診療科

A Survey on the Knowledge of Dental Trainees about Roles of Health Professions under Disasters 

○Hiroko OKA1，Hiromi NISHI2，Taiji OHBAYASHI2，Hiroyuki KAWAGUCHI2

1Center for Cause of Death Investigation Research & Education，Graduate School of Biomedical and Health Sciences，Hiroshima University，
2Department of General Dentistry，Hiroshima University Hospital

【目的】
　1985 年の日航機墜落事故，1995 年の阪神・淡路大地震など
様々な災害を経て，災害犠牲者身元確認や災害関連疾病防止
における歯科の役割については卒前教育でも取り上げるよう
になった．しかし，我々は災害下で誰が何をしているか知っ
ているだろうか．そこで，広島大学病院の研修歯科医の災害
時の歯科および他の職種の役割についての知識を調査したの
で報告する．

【方法】
　2019 および 2020 年度の歯科医師臨床研修初期に実施した
災害歯科医療セミナー時の質問紙調査から，「災害時に歯科が
必要とされること（2019，2020 年度）」，「災害時に他の職種
が必要とされること（2020 年度）」，「事業継続計画（BCP）（2020
年度）」についての回答を抽出し集計した．

【結果および考察】
　参加者の出身地は，広島県 45.0％（2019 年度）および 28.6
％（2020 年度），その他 55.0％および 71.4％であった．災害
時に歯科が必要とされることとしては「身元確認（87.8％）」，

「避難所での口腔ケア（79.3％）」等が挙がった．歯科医師以
外の職種の役割ついては，歯科衛生士は「口腔ケア（66.7％）」，
医師は「救命・緊急処置（45.2％）」，看護師は「治療の補助

（23.8％）」がそれぞれ最も多く挙げられた．薬剤師，保健師，
歯科技工士についての回答は「無回答」が最も多かった．また，
災害時に活動する職種として他に思いつくものとして一番多
い回答は「わからない（33.3％）」であった．さらに，BCP が
何かがわからない」との回答は 42.9％であった．
　災害時には，身元確認や避難所での口腔ケアなど訓練を受
けた者が対応を迫られる内容だけではなく通常の業務を継続
することも重要な使命である．他の職種ができることや自分
の歯科医療業務を継続するための対策についての知識を学ぶ
ことも必要と考える．

○宇田川　信之，矢ヶ﨑　雅

松本歯科大学

Epidemiological survey of students and faculty members of Matsumoto Dental University using antibody test for COVID-19

○Nobuyuki UDAGAWA，Tadashi YAGASAKI
Matsumoto Dental University

【目的】
　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の日本国内への
感染拡大から，4 月 7 日に緊急事態宣言が発令された．長野
県県央部の塩尻市に位置する松本歯科大学において，教育・
診療などさまざまな活動が制限され，学生や患者に不自由を
強いてきた．感染状況が徐々に改善しつつある 5 月末現在，
教育・診療活動の正常化へ向けて，学生・教職員の感染状況
を調べ，本人ならびに周囲への感染リスクがないことを確認
することが肝要である．今回，新型コロナウイルス（SARS-
CoV-2）の感染歴を明らかにする目的で，松本歯科大学の学生・
教職員に，抗体検査法による疫学調査を実施した．

【方法】
　対象は，2020 年 4 月 6 日時点で松本歯科大学に所属してい
た学生・教職員 1,146 名（男性 583 名，女性 563 名）．内訳お
よび平均年齢は，医療職員（医師・歯科医師・看護師・歯科衛
生士）：283 名（41.0 歳），教職員：114 名（55.1 歳），関連企
業職員：113 名（51.4 歳），歯学部学生：530 名（24.3 歳），大
学院学生：6 名（29.7 歳），衛生学院生：100 名（19.3 歳）で
ある．歯学部学生，大学院生および衛生学院生 636 名の出身
地（春休みに帰国した人数）は，日本：451 名，台湾：114 名（74），
韓国：61 名（45），中国：9 名（1），バングラデシュ：1 名であ
る．学生・教職員 1,146 名の 2020 年 4 月 6 日時点での居住地は，
長野県内 974 名で県外は 172 名である．検査は，GenBody 社
製・新型コロナウイルス抗体迅速検出キットを用い，松本歯
科大学研究等倫理審査委員会の審査を経て実施した．

【結果および考察】
　新型コロナウイルス（COVID-19）に対する IgM 抗体およ
び IgG 抗体の反応陽性者 0 名，陰性者 1,146 名であった．今
回の結果の要因としては，①地域の市中感染がないこと，②
予防対策が徹底していたこと，が考えられる．緊急事態宣言
以後，県内外への移動が規制され，ウイルスの流入が阻止さ
れていたと考えられる．

【結論】
　松本歯科大学の施策として，病院診療の縮小や検診の中
止等により感染機会の抑制を実施し，日常生活においても
大学ならびに各個人の予防措置が徹底されていた．今回の
COVID-19 抗体保有者が認められなかったという結果は以上
の措置が功を奏していたためと考えられる．

＜会員外共同研究者＞前島　信也，中西　正人，中村　美どり，
山賀　孝之，山下　照仁，川　茂幸（松本歯科大）

O-23 研修歯科医の災害下の歯科および他の職種の役割について研修歯科医の知識

O-24 新型コロナウイルスの抗体検査を用いた松本歯科大学学生・教職員の疫学調査
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○横山　知美 1，羽村　章 2，光岡　一行 1

1 日本歯科大学附属病院，2 日本歯科大学生命歯学部

Group work for learning Medical English

○Tomomi YOKOYAMA1，Akira HAMURA2，Kazuyuki MITSUOKA1

1Nippon Dental University Hospital，2Nippon Dental University School of Life Dentistry

【目的】
　在留及び訪日外国人の増加に伴い，歯科医院を受診する患
者は増加傾向にあるため，歯科診療に際して日本語以外での
コミュニケーションの重要性は増してきている．そのため，
学生の段階から国際語である英語に触れる機会を設け，英語
で人に説明する能力を養うことは必須だと考えられる．そこ
で，本学一年次の英語科の講義において，2019 年度にグルー
プ学習を用いた学習方法を取り入れた．その概要と結果を報
告する．

【方法】
　対象は 2019 年度 4 月から 9 月に「医学英語」を履修した一
年生である．学生を 6 から 7 名ごとに分け，「日本語がわから
ない患者に大学附属病院の診療科及び施設を紹介する」とい
うテーマでグループ学習を行わせた．前学期終了時にグルー
プごとにポスターを掲示させ，その前で内容に関して 5 分程
度のプレゼンテーションを行うという形式で発表させた．発
表の準備及び発表に関して自己評価，他己評価を行わせ，個
人の感想を確認した．また，指導者による評価も行った．

【結果および考察】
　評価は，指導者によるものと比較して，学生自身の評価の
ほうが高く，自己評価の方が他己評価より高い傾向が見られ
た．評価項目の中で積極性に関する質問の値が最も低かった．
発表に関する感想はおおむね良好なものが多く，自己の学習
や参加を肯定的に捕らえていた．発表後に質疑応答の時間を
設けることで，学生自身の活発な意見の交換が出来た．

【結論】
　大学入学後短期間あっても，グループ学習をすることによ
り，協力して課題を達成した．その過程で，コミュニケーシ
ョン能力の向上が見られたと考えられる．さらに歯科の知識
が不十分な状態においても，能動的な学びの場を提供するこ
とによって，専門的な知識の獲得と学習に対する積極性を養
うことが出来た．ポスターの作成という課題を用いたグルー
プ学習の可能性が示唆された．

○光岡　一行 1，羽村　章 1，2，横山　知美 1

1 日本歯科大学附属病院，2 日本歯科大学生命歯学部

Learning effect of PBL in English medical education by first year undergraduate students

○Kazuyuki MITSUOKA1，Akira HAMURA1，2，Tomomi YOKOYAMA1

1The Nippon Dental University Hospital，2The Nippon Dental University，School of Life Dentistry at Tokyo

【目的】
　グローバル化が進展する昨今において，歯科医院を受診す
る外国人患者は増加傾向にある．そのため，歯科診療の場で
国際公用語である英語を用いて外国人とコミュニケーション
をとる機会は多くなっていると推察される．ラポールを獲得
するためにもコミュニケーションは必須であるが，十分でな
い例が多く散見される．学生の間から英語で医療に触れる機
会を設けるため，本学一年次を対象に PBL を用いた講義を設
定した．その概要と効果を報告する．

【方法】
　2019 年度 10 月から 2 月（後学期）に医学英語を受講した
一年次の学生である．学生を8から9人ごとのグループにわけ，

『歯科と関連する疾患』というテーマで個別に内容を決定し，
PBL 方式で発表させた．グループ内で，スライドの作成や内
容について検討するように指導した．発表者はグループ内で
一名の希望者若しくは評価者が指名した．評価は学期の終わ
りに，スライドを個別に評価した．また，学生自身に PBL の
フィードバックを行わせた．

【結果及び考察】
　学生が提示したテーマの中で最も多く挙げられた病名は

「Hyper Sensitivity」「Periodontal Disease」「Tongue Cancer」
だった．歯学部の一学年から歯に親しみやすいワードが多か
った結果が得られた．スライドを個別に作成させため，PC
スキルの個人差が大きいことが確認できた．また，積極的に
取り組んでいるか否かが明確化した．興味のあるテーマで学
習させたという点で，一定の効果が出たと考えられる．

【結論】
　以上の結果から，殆どの学生に関しては自発的な学習が出
来たと考えられる．今回の PBL において学生の設定した発表
項目やスライドの内容に関して，学生の知識や練度に関して
今後の課題作りに反映させることが必要だと示唆された．

P-01 グループワークを取り入れた医学英語教育について

P-02 歯学部一年次における PBL 方式を利用した英語学習の効果について



76

○片岡　宏介 1，2，小柳　圭代 2，河村　佳穂里 1，2，三宅　達郎 1，2

1 大阪歯科大学歯学部口腔衛生学講座，2 大阪歯科大学大学院歯学研究科

Practice of PBL-based research to undergraduates

○Kosuke KATAOKA1，2，Kayo KOYANAGI2，Kahori KAWAMURA1，2，Tatsuro MIYAKE1，2

1Osaka Dental University，Department of Preventive and Community Dentistry，2Osaka Dental University，Graduate School of Dentistry

【目的】
　大阪歯科大学歯学部では，3 年時において，課題を自ら発見・
抽出し，その後自己学習により知識を獲得した上で学生・教
員との討論を行い，思考の深化と問題解決を目指す，講座配
属 PBL（Problem-based learning）に基づいた授業カリキュ
ラムが設けられている．本発表では，同カリキュラムにおけ
る学部学生による日常生活における課題抽出から成果発表ま
での過程の検証を行い，来年度の同カリキュラムの向上を目
的とした．

【方法】
　口腔衛生学講座に配属された歯学部 3 年生 3 名が，日常生
活における課題を抽出し，その一つの課題に対しこれまでの
一般および基礎系科目で習得した情報と大学図書館でのイン
ターネットによる文献検索による情報を用い，課題に対する
解決手法の立案を行った．立案した手法から得られた結果を
学会で発表するため，PC を用いて準備を行うとともに，発
表後は論文作成，投稿投稿しアクセプトされるまでをファシ
リテータ（学習支援者）の指導教員と行った．

【結果および考察】
　日常生活の数多くの疑問から研究テーマを「歯木ニーム抽
出液の抗菌効果について」に決定した．そして，他の薬剤成
分の抗菌効果を検討している文献検索を行うことで問題解決
の手法立案を行った．すなわち，3 種の口腔内細菌および真
菌に対し，ペーパーディスク法，希釈法により抗菌作用を検
討した．希釈法はニーム抽出液の性状から実行不可であった
ことから，その代替法として Time killing assay 法を用いた．
以上の手法により得られたデータは，学生自らが PC により
解析を行い，学会発表のためのスライド作成と学会専門誌へ
の投稿を行った．

【結論】
　本カリキュラムは，日頃の一方向型講義からは想像できな
い学生の自主的な発言，行動，知識の吸収力，そして問題に
ぶつかった時の対応力，柔軟性に気づかされることが多々あ
った．次年度に向け，さらなる学生の自主性を尊重することで，
先進的な考えを有する，実行力に長けた若手研究者の育成を
目指したい．

○辻　要 1，西川　哲成 2，松本　秀範 2，益野　一哉 2，石川　敬彬 1，井関　富雄 1，王　宝禮 2，藤原　眞一 3，田中　昭男 4， 
川添　堯彬 5

1 大阪歯科大学口腔外科学第一講座，2 大阪歯科大学歯科医学教育開発室，3 大阪歯科大学化学教室，4 大阪歯科大学病理学室，5 大阪歯科大学学長

An Attempt of Active Learning for Understand Environmental Problems in First-year Dental Students

○Kaname TSUJI1，Tetsunari NISHIKAWA2，Hidenori MATSUMOTO2，Kazuya MASUNO2，Hiroki ISHIKAWA1，Tomio ISEKI1，
Hourei OH2，Shin-ichi FUJIWARA3，Akio TANAKA4，Takayoshi KAWAZOE5

1First Department of Oral and Maxillofacial Surgery，Osaka Dental University，2Department of Innovation in Dental Education，Osaka Dental 
University，3Department of Chemistry，Osaka Dental University，4Department of Pathology，Osaka Dental University，5President，Osaka Dental 
University

【目的】
　将来，歯科の観点だけではなく，環境破壊などを含めたグ
ローバルな視点を持てる歯科医師の養成が必要となってきて
いる．今回，われわれはこれら地球の環境問題に関しての理
解度を検討するために問題基盤型のワークショップを実施し，
検討した．

【方法】
　初年次教育における現代教養の一環として環境問題に関し
て問題基盤型のワークショップを実施した．1 グループ 6 人
とし 3 グループでそれぞれ①温暖化，②河川の水質汚濁とと
もに，③地球生命史の 1 年換算年表を作成することで，環境
問題を認識させ，今後の国あるいは地球レベルでの対策を考
えることを課題とした．授業の開始時と授業終了 1 週後にア
ンケート調査を実施し，学習前後での知識及び意識の変化を
調べた．

【結果および考察】
　ワークショップでは地球温暖化の主な原因である二酸化炭
素の発生は人類の日常の活動によることが多く，異常気象や
海面上昇に関係があることから生活様式の見直しが発表され
た．また水質汚濁も人の生活が原因で，数億年生存した魚を
一瞬にして絶滅することにもなりかねないことを認識させ，
さらに，地球生命史の換算年表から，人類の活動がごく短時
間で，特に産業革命以降短期的に大きく地球環境を変えたこ
とを学ばせた．今回の能動的な学習により学生自身が現状を
しっかりと把握することで，解決策はより独創的で実現可能
な内容であった．ワークショップで得られた内容に関するア
ンケートの結果は，授業前の得点率 48.3％から授業後は 55.8
％に上昇した．また知識を問うアンケートの結果も，授業前
の得点率 40.5％から授業後は 82％に上昇した．環境問題学習
においてもアクティブ・ラーニングは自らの課題発見，課題
解決能力の育成に有用であると考えられた．

【結論】
　今回われわれは歯学部 1 年生において環境問題を理解する
ためにアクティブ・ラーニングを実施し，それが有用であっ
たと考えられた．

P-03 歯学部学生に対する PBL 基盤型研究の実践とその考察

P-04 歯学部 1 年生における環境問題を理解するためのアクティブ・ラーニングの試み
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○大森　俊和 1，友藤　孝明 2，日下部　修介 3，駒形　香菜子 4，東　哲司 2，安尾　敏明 5，亀川　義己 1，横矢　隆二 6，服部　景太 6，永
山　元彦 7，藤原　周 1，玉置　幸道 8，向井　美惠 9

1 朝日大学歯学部歯科補綴学分野，2 朝日大学歯学部社会口腔保健学分野，3 朝日大学歯学部歯科保存学分野，4 朝日大学歯学部歯科矯正学分野，5 朝日大
学歯学部口腔生理学分野，6 朝日大学歯学部包括支援歯科医療部，7 朝日大学歯学部口腔病理学分野，8 朝日大学歯学部歯科理工学分野，9 朝日大学

Spiral Education “Community and dentistry” The roles of facilitators and their self-assessment –Vol,3–

○Toshikazu OMORI1，Takaaki TOMOFUJI2，Shusuke KUSAKABE3，Kanako KOMAGATA4，Tetsuji AZUMA1，Toshiaki YASUO5，
Yoshiki KAMEKAWA1，Ryuji YOKOYA6，Keita HATTORI 6，Motohiko NAGAYAMA7，Shu FUJIWARA1，Yukimichi TAMAKI8，
Yoshiharu MUKAI9

1Department of Prosthodontics，2Department of Community Oral Health，3Department of Conservative Dentistry，4Department of Orthodontics，
5Department of Oral Physiology，6Department of Practice for Comprehensive Support，7Department of Oral Pathology，8Department of Dental 
Material Science，Asahi University School of Dentistry，9Asahi University 

【目的】
　本校では，将来の地域医療を担当する歯科医師を養成する
目的で，1 年から 5 年までの TBL チュートリアルを基盤とし
たスパイラル教育が行われている．今回，ファシリテータの
役割と教科に対する自己評価をアンケート調査（自由記載を
含む）から，ファシリテータや教科の在り方についての振り
返りや，改善点についての検討を行った．

【方法】
　ファシリテータの目標である以下の内容について，22 名を
対象にアンケートを行い，集計，分析した．回答は “ できた ”
から “ できなかった ” の 5 段階とし，自由記載欄も設けた．
1． チームの多様な意見の中で中立的な立場を守り，チーム

の個々の学生全員が主体的に関われる．
2． 各々のチームのプロセスを管理し，チーム内のディスカ

ッションを時間内に収める．
3． 学生の心理や状況を見ながら，学生の学びやチームの成

長を促進するよう支援する．
4． 課題の内容をまとめながらチーム全員で協力し，お互い

に学び合う場作りができるよう誘導する．

5． 教科プログラムの進行に伴い，各学生のパワーを引き出し，
チームの成果が最大化するよう支援して教科目標達成への
モチベーションを高める．

【結果および考察】
　全ての設問で 6 割以上のファシリテータがその役割ができ
たと回答した．しかし，初年経験者では 3 割にとどまった．
自由記載では，事前のワークショップ（WS）に参加できな
かった者に否定的な意見が散見された．さらに，4 年にわた
るファシリテータ経験者では自己評価の結果，そのスキルア
ップが認められていた．

【結論】
　ファシリテータの標準化や質的担保のためには，WS など
による事前教育が不可欠である．また，事後アンケートを行い，
各々にフィードバックすることは，経年的なファシリテータ
の質的向上に資すると推察された．

○葛城　啓彰 1

1 日本歯科大学新潟生命歯学部　微生物学講座

Consideration of peer evaluation in team-based learning （TBL）
○Hiroaki KATSURAGI1

1Dept. of Microbiology，Nippon Dental University，School of Life Dentistry at Niigata

【目的】
　チーム基盤型学習の構成要素の 1 つである同僚評価につい
て学生の評価の動向を理解するために主成分分析を行い同僚
評価の妥当性評価と更なる改良点を探ることを目的とする．

【方法】
　2017 ～ 2019 年度，日本歯科大学新潟生命歯学部　3 年生で，
歯科症候学演習の受講者（各年 63 ～ 65 名）を対象とした．
歯科症候学演習は，IRAT，GRAT，グループ討論，プロブ
レムマップ作成・発表，同僚評価の 5P システムにより，チ
ーム基盤型学習として実行された．TBL は，1 チーム 6-8 人
編成とし歯科症候学演習コース中は月毎に学生アンケートを
実施し，その結果からチームメンバーは，一定とした．同僚
評価は，毎回の TBL 終了時に①定時出席　②予習成果　③
積極的発現　④傾聴　⑤マップ作成への貢献の 5 項目に関し，
10 点法で記載させた．同僚評価の項目毎に各回のグループ内
同僚評価の平均値を算出し各個人の評価とした．さらに，項
目毎にコース全体を通じての各個人の平均値を算出し，同僚
評価における主成分分析を Kyplot（KyensLab Inc, Tokyo）
にて行った．

【結果および考察】
　2017 ～ 2019 年度のいずれにおいても項目①～③は，有意

（p<0.001）に同僚評価に寄与していることが認められた．し
かし，3 学年 TBL の同僚評価においては，①定時出席の寄与
率は 0.32 ～ 0.53 と高値ではなく②予習成果，③積極的発現の
寄与率が高い傾向にあった．また相関行列においても①定時
出席と他の項目との間に有意な相関はなく，項目②と③の間
に相関する傾向が認められた．

【結論】
　以上の結果から，3 学年では「定時出席」のような単なる
受容の評価でなく，「予習の成果」や「積極的発言」などのよ
り反応や内面化に関わる領域を評価しているものと考えられ
る．

P-05 スパイラル教科「地域社会と歯科医療」ファシリテータの役割と教科評価　―第 3 報―

P-06 チーム基盤型学習（TBL）での同僚評価の検討
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○友藤　孝明 1，大森　俊和 2，日下部　修介 3，木方　一貴 3，駒形　香菜子 4，東　哲司 1，安尾　敏明 5，亀川　義己 2，永山　元彦 7， 
藤原　周 2，玉置　幸道 8，向井　美恵 9

1 朝日大学歯学部社会口腔保健学分野，2 朝日大学歯学部歯科補綴学分野，3 朝日大学歯学部歯科保存学分野，4 朝日大学歯学部歯科矯正学分野，5 朝日大
学歯学部口腔生理学分野，6 朝日大学歯学部歯科薬理学分野，7 朝日大学歯学部口腔病理学分野，8 朝日大学歯学部歯科理工学分野，9 朝日大学

Self-evaluation of Student’s Attitude toward “Community and Dentistry I”

○Takaaki TOMOFUJI1，Toshikazu OMORI 2，Shusuke KUSAKABE3，Kazuki KIHO3，Kanako KOMAGATA4，Tetsuji AZUMA1，
Toshiaki YASUO5，Yoshiki KAMEKAWA2，Motohiko NAGAYAMA7，Shu FUJIWARA2，Yukimichi TAMAKI8，Yoshiharu MUKAI9

1Department of Community Oral Health，2Department of Prosthodontics，3Department of Conservative Dentistry，4Department of Orthodontics，
5Department of Oral Physiology，6Department of Pharmacology，7Department of Oral Pathology，8Department of Dental Material Science，Asahi 
University School of Dentistry，9Asahi University

【目的】
　朝日大学歯学部では，1 年次の学生を対象に，地域社会に
貢献する歯科医療の在り方を学生同士で考えるチーム基盤型
教育を行っている．今回，本教科への取り組み態度に関する
学生の自己評価についてアンケート調査を行ったので報告す
る．

【方法】
　2019 年度「地域社会と歯科医療Ⅰ」実習を履修した 150 人
の学生を対象に，2 回（8 回ある実習の 2 回目と 7 回目），同
じアンケート調査を行った．「グループワークによる制作・課
題解決ができる」，「チームの一員として役割を理解し実践で
きる」，「グループ討議での発言が活発である」，「能動的に学
習している」および「情報を活用できる」の 5 つの設問につ
いて 4 段階評価の選択肢を設け，肯定的回答（「とてもそう思
う」，「そう思う」）と否定的回答（「全くそう思わない」，「そ
う思わない」）に分けて検討した．

【結果および考察】
　「グループワークによる制作・課題解決ができる」の設問に
ついて，学生の肯定的な回答の割合は，1 回目で 93.4％，2 回
目で 98.7％だった．「チームの一員として役割を理解し実践で
きる」と肯定的に回答した学生の割合は，1 回目で 93.4％，2
回目で 98.7％だった．「グループ討議での発言が活発である」
について，肯定的な回答をした学生の割合は，1 回目で 80.1％，
2 回目で 89.3％となった．「能動的に学習している」の設問に
ついて，肯定的な回答をした学生の割合は，1 回目で 90.4％，
2 回目で 98.7％であった．「情報を活用できる」の肯定的回答
の割合は，1 回目で 94.9％，2 回目で 94.0％だった．これらの
結果は，実習期間中，多くの学生がチーム学習に参加できた
と認識していることを示唆している．

【結論】
　「地域社会と歯科医療Ⅰ」実習への取り組み態度について，
80％以上の学生が 1 回目の調査時から肯定的な自己評価をし
ていた．また，「情報の活用」以外のすべての設問について，
1回目よりも2回目の方が5％以上肯定的な回答が増えていた．

○菅　悠希 1，豊下　祥史 1，川西　克弥 1，會田　英紀 2，越野　寿 1

1 北海道医療大学歯学部咬合再建補綴学分野，2 北海道医療大学歯学部有病者・高齢者歯科学分野

Pre-clinical practice of prosthetic treatment for elderly patients in Health，Sciences University of Hokkaido

○Yuki KAN1，Yoshifumi TOYOSHITA1，Katsuya KAWANISHI1，Hideli AITA2，Hisashi KOSHINO1

1Department of Oral Rehabilitation，Health Sciences University of Hokkaido，2Department of Geriatric Dentistry Health Sciences University of 
Hokkaido

【目的】
　北海道医療大学では基礎実習と診療参加型臨床実習の橋渡
しを行うため，臨床実習開始前に 2 カ月間少人数制でシミュ
レーション実習を行う．本講座では，実際の患者を想定した
治療の流れに基づき実習を行うこと，もしくは臨床実習で
は全員に体験することが困難なケースを相互実習で知識の補
完を行うことすることを学習目標として設定している．前
者として歯科教育用患者ロボットシミュレーションシステム

（SIMROID）を用いた無歯顎高齢者の概形印象採得の実習を，
後者として相互実習による摂食・嚥下のスクリーニング検査
及び訓練の体験を行っている．今回は，本講座で高齢者を診
療するために行われるシミュレーション実習における取り組
みについて報告する．

【方法】
　SIMROID を用いた無歯顎高齢者の概形印象採得では，
製作したシナリオに沿って実習が行われる．学生に対す
る SIMROID による受け答えを，学生に装着したマイクに
よる音声入力と教員の操作で行うことにより，より実際の
患者に近い形で実習を行うことができる．さらに，教員は
SIMROID に付属するビデオカメラで学生の行動を監視し，
学生が適切な位置にトレーを把持できているか，安全に印象
採得が行われているかの確認を行う．
　また，本学では摂食・嚥下の症例について診療参加するこ
とが困難なため，相互実習で嚥下のスクリーニングテストの

体験，嚥下訓練の体験，嚥下調整食に基づく嚥下食の体験を
行っている．さらに，様々な誤嚥のケースに関して嚥下造影
検査，嚥下内視鏡検査のビデオ講義を行い，スクリーニング
から検査，訓練法及び食事の選択について摂食・嚥下患者に
対する一連の治療の流れを指導している．

【結果および考察】
　学生が患者で印象採得を行うことを臨床実習における当講
座のミニマムリクワイアメントとして設定している．学生が
ミニマムリクワイアメントを達成するためには，段階的な小
目標を設定することが重要と考えられる．基礎実習から臨床
実習への橋渡しとして，SIMROID による無歯顎高齢者の概
形印象採得は有意義であると考えられる．
　また，摂食・嚥下分野は高齢者診療において一定のニーズ
が求められているにも関わらず，その専門性ゆえに臨床実習
において体験することが困難と考えられる．相互実習により
学生各々が嚥下訓練・嚥下調整食を体験することにより，知
識の整理を行うことは有意義であると考えられる．

P-07 「地域社会と歯科医療Ⅰ」実習への取り組み態度に関する学生の自己評価

P-08 北海道医療大学歯学部における高齢者を診るためのシミュレーション実習における取り組み
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○德永　隼平 1，2，池田　弘 2，永松　有紀 2，粟野　秀慈 1，清水　博史 2

1 九州歯科大学クリニカルクラークシップ開発学分野，2 九州歯科大学生体材料学分野

Development of phantom teeth with hardness compatible to human enamel

○Junpei TOKUNAGA1，2，Hiroshi IKEDA2，Yuki NAGAMATSU2，Shuji AWANO1，Hiroshi SHIMIZU2

1Division of Clinical Education，Kyushu Dental University，2Division of Biomaterials，Kyushu Dental University

【目的】
　歯学部の臨床実習教育は，できるだけ臨床を模倣している
ことが理想である．しかしながら，現状の歯の切削訓練には，
硬さなどの機械的性質が天然歯と大きく異なるプラスチック
製の模型歯が用いられており，切削感のシミュレートができ
ていない．そこで演者らは，天然歯と同じ切削感をもつ新規
模型歯の開発に取り組んでいる．今回，前段階としてエナメ
ル質と同じ硬さをもつ新規材料を作製した．

【方法】
　模型歯用の新規材料は，当研究グループが独自に考案した
合成方法 1）を用いて作製した．試料は，合成条件のひとつで
ある “ 焼成時間 ” を 1 時間，2 時間，3 時間および 4 時間と変
化させて作製した．比較対象として，市販のプラスチック模
型歯（ニッシン），長石質陶材（ブロックマーク II，ビタ）お
よび小臼歯用 CAD/CAM 冠用コンポジットレジン（松風ブ
ロック HC，松風）を用いた．各試料は，研磨紙とアルミナ
粒子を用いて鏡面研磨を行なった後，ビッカース硬さ試験機
を用いて表面硬さを測定した．

【結果および考察】
　試料のビッカース硬さは，焼成時間が長くなるにつれて大
きくなった．その結果，3 時間焼成した試料のビッカース硬
さ（307）は，エナメル質の硬さ（270 ～ 366）2）とほぼ等しく
なることがわかった．この値は，既存の材料（プラスチック
模型歯：42，長石質陶材：600，小臼歯 CAD/CAM 用コンポ
ジットレジン：83）と比べ，エナメル質に近い値であった．
また，試料の外側と内側でビッカース硬さに差があることも
わかった．これにより，エナメル質表層が最も硬く歯髄腔側
に向かって軟らかくなるという天然歯の性質を再現できる可
能性が示唆された．

【結論】
　独自の合成方法を用いてエナメル質と同じ硬さをもつ新規
模型歯の作製に成功した．今後，新規模型歯の被削性の定量
的評価と官能試験を行い，天然歯に近い切削感が得られるか
どうか検証する予定である．

【文献】
1） Ikeda H, Nagamatsu Y, Shimizu H. Dent Mater 2019; 35: 

893-899.
2） 歯科器材調査研究委員会：歯科修復物に望まれる物理的・

機械的性質の適正値について，歯材器，1997，16（6）：
555-562．

○泉川　昌宣 1，伊藤　修一 2，斎藤　隆史 1

1 北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系う蝕制御治療学分野，2 同歯学部総合教育学系歯学教育開発学分野

Introduction of a problem-thinking oriented simple scenario to clinical simulation training in SIMROID.

○Masanobu IZUMIKAWA1，Shuichi ITO2，Takashi SAITO1

1Division of Clinical Cariology and Endodontology，Department of Oral Rehabilitation，2Division of Dental Education Development，Department of 
Integrated Dental Education，School of Dentistry，Health Sciences University of Hokkaido

【目的】
　診療参加型臨床実習の充実が求められている昨今，患者の
ストレスや不快感などを再現可能な歯科教育用ロボットを使
用したシミュレーション実習の開発が今後さらに必要と思わ
れる．本学では，高齢者型ロボットを臨床実習前教育に活用
している．従来は限られた時間内でより多くの学生に実習さ
せるため，高齢者型ロボットの挙動を管理者が操作するのみ
であった．今回教育効果を高めるために問題志向型簡易シナ
リオを導入し検証を行った．

【方法】
　歯学部 5 年生の齲蝕治療実習において高齢者型ロボット

（SIMROID，モリタ製作所）を使用した．本実習は根面齲蝕
に対して Er:YAG レーザー（Erwin AdvErL Evo，モリタ製
作所）を使用して齲蝕除去を行う実習である．本実習の問題
思考型簡易シナリオは，根面齲蝕除去を開始後一定時間経過
後に左手を挙げる操作を行い，気付いた場合と気付かなかっ
た場合の SIMROID のその後の挙動に変化を持たせる様に設
定した．実習終了後にアンケート調査を行った．

【結果および考察】
　本実習の有効性および患者への対応の訓練になるかという
質問に対しては簡易シナリオ導入前の結果と比べて大きな変
化は認めなかった．簡易シナリオの導入は 81％が有益と回答
した．再度 SIMROID を使用した実習を行いたいと回答した
学生は 74％であった．実習中に SIMROID が手を挙げたこと
に気付いた学生は 57％でほとんどの学生は処置の中断・声掛
けを行った．気付かなかった理由として「処置に夢中になっ
てしまった」が挙げられた．高齢者ロボット SIMROID はよ
り日常の診療に近い状態での実習が可能である．しかし，限
られた時間内では一部の学生しか本実習を行うことができな
い．従来の実習では SIMROID を術者が操作するのみであっ
たが，今回簡易シナリオを実習に導入したことで，患者の挙
動に気を配ることの重要性を認識させ，医療安全確保に対す
る訓練として有効性であることが示唆された．

P-09 エナメル質と同じ硬さをもつ実習用模型歯の開発

P-10 高齢者型ロボット SIMROID を用いたシミュレーション実習における問題志向型簡易シナリオの導入効果
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○長谷　由紀子 1，吉田　登志子 2，今福　輪太郎 3，木尾　哲朗 4，仲井　雪絵 1

1 静岡県立大学短期大学部　歯科衛生学科，2 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科附属医療教育センター　歯学教育研究部門，3 岐阜大学　医学教育開発
研究センター，4 九州歯科大学口腔機能学口座総合診断学分野

What did dental hygiene students learn from communication training with a simulated patient?

○Yukiko NAGATANI1，Toshiko YOSHIDA2，Rintaro IMAFUKU3，Tetsuro KONOO4，Yukie NAKAI1

1Department of Dental Hygiene，University of Shizuoka，Junior College，2Center for Education in Medicine and Health Sciences，Graduate School of 
Medicine，Dentistry，and Pharmaceutical Sciences，Okayama University，3Medical Education Development Center，Gifu University，4Division of 
Comprehensive Dentistry，Department of Oral Function，Kyushu Dental University

【目的】
　模擬患者（SP：Simulated Patient）参加型シミュレーショ
ン教育は，リアリティが高く，診療実践能力，コミュニケー
ション能力だけでなく，情意領域への有効性も報告されてお
り，多くの医療者養成機関で導入されている．しかし，歯科
衛生士教育においては SP 参加型教育の実施校は少ない．そ
こで本研究では，歯科衛生士の卒前教育において SP 参加型
シミュレーション教育を実施し，その学修効果の調査・分析
を行った．

【方法】
　静岡県立大学短期大学部歯科衛生学科 2 年生 39 名を対象と
した．授業は医療コミュニケーションに関する講義の後，演
習として①学生同士の初診時医療面接のロールプレイ，② SP
と初診時の医療面接のロールプレイ（代表学生 2 名），③ SP
と動機づけ医療面接のロールプレイ（代表学生 1 名）を実施
した．②③の演習では，その他の学生は代表者のロールプレ
イの観察し，気づきをワークシートに記載した．ロールプレ
イの直後にはデブリーフィングを行い，全員で共有した．学
生の授業後の振り返り記録を用い，本授業の学びの内容をテ
ーマ分析法にて質的に分析し，カデゴリー化を行った．

【結果および考察】
　学生の学びの内容から 6 つカテゴリーと 18 つのサブカテゴ
リーが抽出された．
　SP のフィードバックによる患者の思いを聴く経験は，患者
に寄り添うコミュニケーションに必要な姿勢や学生なりのプ
ロフェッショナリズムを考察する機会となっていた．また，
SP とロールプレイを実践した学生は客観的フィードバックに
より自分のコミュニケーションの省察が促された．一方，観
察者の学生は，客観的な気づきやフィードバックの共有によ
って，多視点の理解と客観的評価を活用した自己改善に向け
て意欲を高めていた．

【結論】
　歯科衛生学生は参加型コ SP 参加型ミュニケーション教育
により，自らを省察し，医療人歯科衛生士としてのプロフェ
ッショナリズムを醸成させていたことが示唆された．

○由井　朋子 1，趙　崇貴 1，丁　明 1，2，高松　淳 1，小笠原　司 1

1 奈良先端科学技術大学院大学，2 名古屋大学

An Examination of the Availability of Quantitative Measurement Values of Hand Scaling Movements

○Tomoko YUI1，Sung-Gwi CHO1，Ming DING1，2，Jun TAKAMATSU1，Tsukasa OGASAWARA1

1Nara Institute of Science and Technology（NAIST），2Nagoya University

【目的】
　歯科衛生士学生がハンドスケーリング技術を習得する際，
誤った動作をリアルタイムで指摘できるシステムがあれば，
学生のみの自習でも効率的なトレーニングが実施できる．
　そこで以前，我々はハンドスケーリング動作を定量的に計
測するシステムを構築した．本稿ではこのシステムで計測し
たデータから読み取れる情報を学生指導に利用できるかを検
討する．

【方法】
　対象作業は，下顎右側第一大臼歯遠心のハンドスケーリン
グである．机上の平面に対し，上顎咬合平面が 90 度になるよ
うに設置した顎模型を対象とした．ハンドスケーラーの加速
度と角速度，ハンドスケーラー先端が歯面へ加える力を同時
に計測した．被験者は，対象作業の学習を終了した 3 年制歯
科衛生士養成学校の 1 年生 6 名とし，計測値に基づくアドバ
イスあり群となし群の各 3 名ずつに分けた．各被験者の動作
は，対象作業の指導経験がある歯科衛生士専任教員に主観評
価をして頂いた．
　なお，本研究は奈良先端科学技術大学院大学の倫理審査委
員会の承認（2018-I-20）を得て実施した．

【結果および考察】
　今回アドバイスあり群には，ハンドスケーラーを軸とした
回転が角速度データに現れていなかったので，学生に理解し
やすいよう歯面とハンドスケーラー先端の接触関係を意識す
る事をアドバイスした．アドバイスあり群はなし群に比べ，
ハンドスケーラー先端を舌側の中央から遠心に向けて歯牙隅
角部のカーブに添わせる動作が表れ，それが角速度データの
偏りとして現れた．また，アドバイスあり群は主観評価が高
くなっていた．これは，まだ自分なりの動作が定着していな
いが，アドバイスにより学習した手技に近くなる動作の変容
があったと考えられる．そして，学習した知識があれば，簡
易的なアドバイスでも適切な動作への変容が可能と考えられ
る．

【結論】
　今回使用したシステムのデータは，指導に活用することで
学習の一助となる可能性を示した．

P-11 歯科衛生学生は模擬患者参加型コミュニケーション教育から何を学んだのか

P-12 ハンドスケーリング動作の定量的計測値の利用可能性の検討
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○岡　謙次 1，篠原　千尋 2，安陪　晋 3，美原　智恵 1，大川　敏永 3，河野　文昭 1，3

1 徳島大学病院総合歯科診療部，2 徳島文理大学保健福祉学部口腔保健学科，3 徳島大学大学院医歯薬学研究部総合診療歯科学分野

Clinical practice examination using the patient robot （SIMROID®） at Tokushima University Hospital

○Kenji OKA1，Chihiro SHINOHA2，Susumu ABE3，Chie MIHARA1，Toshinori OHKAWA3，Fumiaki KAWANO1，3

1Department of Oral Care and Clinical Education，Tokushima University Hospital，2Department of Oral Health Sciences，Faculty of Health and 
Welfare，Tokushima Bunri University，3Department of Comprehensive Dentistry，Graduate School of Biomedical Sciences，Tokushima University

【目的】
　臨床研修においては，日常診療の観察記録，ポートフォリ
オを用いた形成的評価とともに，研修修了時の診療能力の総
括的評価が必要である．しかし，患者の協力を得て臨床実地
試験を実施することは，人的資源の確保の面からも困難であ
る．患者ロボット SIMROID® は人体に酷似した外観と反応を
備えており，臨床能力を総合的に評価することが可能である
と考え，当院では 5 年前より患者ロボット SIMROID® を用い
た臨床能力評価を行ってきた．今回，SIMROID® を用いた臨
床能力評価の概要について報告する．

【方法】
　臨床能力評価は，徳島大学病院の研修歯科医，5 年間で延
べ 144 名を対象に 2 月に実施した．課題は高頻度治療の中か
ら選び，毎年異なる課題を出題した．試験時間は課題の内容
により 25 分あるいは 30 分とした．評価項目は，患者への配慮，
安全への配慮，適切な処置と概略評定とした．評価は研修指
導医 2 ～ 5 名が行い，各評価項目が 100 点換算で 60 点以上，
かつ概略評定 6 点満点で 4 点以上を合格とした．また，試験
終了後にアンケートを行った．

【結果および考察】
　本評価の合格率は 25 ～ 66％であった．各項目の評点には
課題により若干のばらつきが認められた．受験者は，プロダ
クトの評価に重点を置き，患者や清潔・不潔への配慮等につ
いてはあまり意識していなかった．患者ロボット SIMROID®

を用いた臨床能力評価では，臨床に近い環境での受験者の態
度・技能の観察が可能であった．アンケートの結果では，フ
ァントムと比べて，「反応がある」，「実際の患者に近いところ
が良かった」との肯定的な意見がある一方，「口腔粘膜が硬い」，

「反応に時間差がある」などの否定的な意見も見受けられた．
また，「今後患者ロボット SIMROID® を利用したいと思う」
と 50 ～ 79％が答えている．

【結論】
　学習者の臨床能力評価に患者ロボット SIMROID® を使用す
ることで，診療態度を含めた総合的な評価が可能となり，患
者ロボットの臨床教育への有用性が示唆された．

○秋山　仁志，宇塚　聡，中西　生美，我妻　由梨，中原　由絵，三代　冬彦

日本歯科大学附属病院研修管理委員会

A retrospective research of SIMROID® training conducted for trainee dentists of Nippon Dental University Hospital in 2019

○Hitoshi AKIYAMA，Satoshi UZUKA，Ikumi NAKANISHI，Yuri AZUMA，Yue NAKAHARA，Fuyuhiko MISHIRO
Training Management Committee，Nippon Dental University Hospital

【目的】
　日本歯科大学附属病院では全人的医療を実現できる歯科医
師の育成に際し，患者意識と連動した患者ロボットを活用し
ている．日本歯科大学附属病院に在籍する令和元年度研修歯
科医を対象に歯科臨床実習用ヒト型患者ロボットシミュレー
ションシステム（シムロイド®）の有効性を確認するために，
シムロイド® を用いて臨床技能トレーニング研修を実施し，
その半年後にシムロイド® 研修の振り返り調査を実施した．

【方法】
　令和元年度研修歯科医81名を対象にシムロイド® を用いて，
5 月時に臨床技能トレーニング研修として下顎第 1 大臼歯カ
リエス除去・CR 充填処置を実施した．協力型臨床研修施設
出向時（シムロイド® 研修 6 カ月後）の 11 月時に WEB アン
ケート（Google フォーム®）にてシムロイド® 研修の振り返り
調査を実施した．
　振り返り調査項目は「患者への声掛け」，「患者への気遣い・
配慮」，「コントラ，タービンの扱い方」，「カリエス除去・CR
充填処置」，「治療の流れの確認」，「診療姿勢・ポジショニング」，

「診療アシスタント時の配慮」，「その他・自由回答」とした．

【結果および考察】
　「患者への声掛け」，「診療姿勢・ポジショニング」，「患者へ
の気遣い・配慮」，「治療の流れの確認」，「コントラ，タービ
ンの扱い方」，「カリエス除去・CR 充填処置」，「診療アシス
タント時の配慮」の順でシムロイド® 研修が役に立っている
と回答があり，技能領域は勿論のこと，態度・習慣領域に関
する回答が上位を占めていた．

【結論】
　シムロイド® 研修 6 カ月後に実施した振り返り調査の結果，
患者への声掛け，患者への気遣い・配慮，診療姿勢・ポジシ
ョニングなどシムロイド研修が実際の診療を行う上で有効に
活用されていたことが判明した．本システムの使用により歯
科臨床の現場に即した研修を実施でき，臨床研修における本
システムの有効性，ならびに全人的歯科医学教育の充実が図
られることが示唆された．

P-13 徳島大学病院における患者ロボット SIMROID® を用いた研修歯科医の臨床能力評価

P-14 日本歯科大学附属病院令和元年度研修歯科医を対象に実施したシムロイド® 研修の振り返り調査
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○栗本　勇輝 1，板宮　朋基 1，吉田　彩佳 1，2，小口　岳史 1，木村　幸司 1，窪田　光慶 1，2，花岡　孝治 1，2，李　正姫 1，林田　丞太 1， 
菅谷　彰 1，2，山本　龍生 1，二瓶　智太郎 1，2，櫻井　孝 1

1 神奈川歯科大学総合教育部，2 神奈川歯科大学大学院歯学研究科歯学教育学講座

Online Lecture System of Dentistry at Kanagawa Dental University （Part 1）–Overview of System Construction–

○Yuki KURIMOTO1，Tomoki ITAMIYA1，Ayaka YOSHIDA1，2，Takeshi OGUCHI1，Koji KIMURA1，Mitsuyoshi KUBOTA1，2，
Koji HANAOKA1，2，Jung-hui LEE1，Jota HAYASHIDA1，Akira SUGAYA1，2，Tatsuo YAMAMOTO1，Tomotaro NIHEI1，2，Takashi 
SAKURAI1

1Division of Curriculum Development，Kanagawa Dental University，2Department of Dental Education，Graduate School of Dentistry，Kanagawa 
Dental University

【目的】
　新型コロナウィルスの影響下で，本校も対面（面接）講義
を 3 月 30 日に中止を決定し，4 月 15 日よりオンライン講義
を開始している．今回は 2 週間という短期間でのオンライン
講義導入に際し，システム構築で検討した内容を報告する．

【方法】
　オンライン講義を実施するにあたり，現在使用している
ICT（学生ポータルサイト）を利用して，セキュリティーを
高めることを前提とし，受講する学生側もパソコン，タブレ
ット，スマートフォンなど様々な環境であるため，最低限の
アプリのダウンロードで済むような形式でシステムを設計し
た．講義のライブ配信とその録画の自己学修用オンデマンド
配信を可能にし，講義資料や時間割等のコンテンツの提示と
ダウンロードが可能となるような Moodle ベースのオンライ
ン講義用 LMS を構築した．ライブ配信には Zoom Webinar
を活用し，録画はクラウド録画機能を活用した．Zoom の画
面共有機能を活用し，PC 画面と教員の顔画面を合成した形
式で配信した．本校は昨年度までの講義をすべて録画してい
るため，時間割の変更で担当教員によるライブ講義が不可能
な場合には，昨年度の講義ビデオファイルを Zoom 経由で講
義時間中に配信することにより対応した．講義によっては

Zoom のチャットや挙手システムを活用し，教員と学生との
双方向対話を実現した．各学生のアクセスログを毎日集計し，
視聴状況を把握した．

【結果および考察】
　本校において初めてのオンライン講義システムの導入とな
ったが，歯学部，短期大学部，歯学研究科（大学院），専門学
校の計 16 のライブ配信を同時に行っても大きなトラブルもな
く運用できている．学生においても自己学修用オンデマンド
配信や講義資料オンライン提供はアクセスログのカウントか
ら有用であると考えられる．

【結論】
　今回，オンライン講義システムを構築し，新たな教育シス
テムへの展開が期待されると考えられた．

○吉田　彩佳 1，2，吉野　文彦 3，板宮　朋基 2，栗本　勇輝 2，小口　岳史 2，木村　幸司 2，窪田　光慶 1，2，花岡　孝治 1，2，李　正姫 2， 
林田　丞太 2，菅谷　彰 1，2，山本　龍生 2，二瓶　智太郎 1，2，櫻井　孝 2

1 神奈川歯科大学大学院歯学研究科歯学教育学講座，2 神奈川歯科大学歯学部総合教育部，3 神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔科学講座

Online Lecture System of Dentistry at Kanagawa Dental University （Part 2）–Hybrid system design of online and face-to-face lectures–

○Ayaka YOSHIDA1，2，Fumihiko YOSHINO3，Tomoki ITAMIYA2，Yuki KURIMOTO2，Takeshi OGUCHI2，Koji KIMURA2，Mitsuyoshi 
KUBOTA1，2，Koji HANAOKA1，2，Jung-hui LEE2，Jota HAYASHIDA2，Akira SUGAYA1，2，Tatsuo YAMAMOTO2，Tomotaro NIHEI1，2，
Takashi SAKURAI2

1Department of Dental Education，Graduate School of Dentistry，Kanagawa Dental University，2Division of Curriculum Development，Kanagawa 
Dental University，3Department of Oral Science，Graduate School of Dentistry，Kanagawa Dental University

【目的】
　新型コロナ禍，神奈川歯科大学は 4 月より全学年における
オンライン講義（以下，OE）を開始した．緊急事態宣言解除
後の対面（面接）講義再開にあたり，三密回避策に対応した
OE と面接講義併用システムおよび既存設備を応用した複数
教室同時配信システム構築を目的とした．

【方法】
　 既 存 の AV 調 整 卓 に，Zoom Video Webinars（ 以 下，
Webinars）による OE システムを応用し，次の方法で PC 音
声 / 映像を送出した．1）PC 仮想ミキサーを用いマイク音を
合成し HDMI で送出　2）講義画面は Webinars 画面共有に
より行い，教室内はプロジェクター映像を投影した．複数教
室同時配信は，Webinars 配信を受信し，HDMI 出力を用い
て教室内 AV 調整卓を介し送出した．

【結果および考察】
　仮想ミキサー応用によりマイク音声を Webinars 音声配
信と教室スピーカーへの同時配信が可能となった．また
Webinars を用いることで，教室間送受信システムが存在しな
い教室間においても同時講義配信が可能となった．本来，マ
イク音は PC 内ソフトウエアによる録音や通信に用いられる
際，同時に外部スピーカーへは送出されない．このため，通
常の面接授業においては，AV 調整卓マイクを使用し PC 環
境とは別に音声を送出する必要性がある．今回の方法は，教
室内マイクとヘッドセットマイク同時利用を必要とせず，講
義者は従来の OE と等しい方法での講義が実現された．加え
て，複数マイクを同時利用しないため，講義視聴に支障をき
たすノイズ軽減にも寄与したと考えられた．

【結論】
　本システムは，新たな改修工事を必要とせず，既存設備の
みで実行可能であり，喫緊の教育配信課題対応に対し有用で
ある可能性が示唆された．

P-15 神奈川歯科大学歯学部オンライン講義システムについて（その 1）　―システム構築の概要について―

P-16 神奈川歯科大学歯学部オンライン講義システムについて（その 2）　―面接授業併用システム構築―
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○板宮　朋基 1，吉田　彩佳 1，2，栗本　勇輝 1，小口　岳史 1，木村　幸司 1，窪田　光慶 1，2，花岡　孝治 1，2，李　正姫 1，林田　丞太 1， 
菅谷　彰 1，2，山本　龍生 1，二瓶　智太郎 1，2，櫻井　孝 1

1 神奈川歯科大学歯学部総合教育部，2 神奈川歯科大学大学院歯学研究科歯学教育学講座

Online Lecture System of Dentistry at Kanagawa Dental University （Part 3）–Network Load and Troubleshooting–

○Tomoki ITAMIYA1，Ayaka YOSHIDA1，2，Yuki KURIMOTO1，Takeshi OGUCHI1，Koji KIMURA1，Mitsuyoshi KUBOTA1，Koji 
HANAOKA1，2，Jung-hui LEE1，Jota HAYASHIDA1，Akira SUGAYA1，2，Tatsuo YAMAMOTO1，Tomotaro NIHEI1，2，Takashi 
SAKURAI1

1Division of Curriculum Development，Kanagawa Dental University，2Department of Dental Education，Graduate School of Dentistry，Kanagawa 
Dental University

【目的】
　神奈川歯科大学歯学部ではオンライン講義システム（本シ
ステム）を構築し，接続・運用マニュアル作成と周知など約
2 週間の準備期間を経て全学生 710 名を対象にした講義配信
を 4 月 20 日より開始した．本稿では本システムの実運用で得
られた知見として，ネットワーク負荷とトラブル対応につい
て述べる．

【方法】
　本システムは Moodle ベースのオンライン講義用 LMS（以
下 LMS）と Zoom ビデオウェビナー（以下 Zoom）および
ストリーミングサーバから成る．学生は本学ポータルサイト
経由で学年毎の LMS にログインし，LMS 内に配置された
Zoom 参加ボタンをクリックすることにより Zoom アプリが
別途起動し，オンライン講義（ライブ配信）を視聴できる．
ライブ配信が不可能な講義は昨年度講義のビデオファイルを
Zoom のホスト PC のデスクトップ画面上で再生し，画面共有
機能を用いて配信した．ライブ配信した講義は Zoom のクラ
ウド記録機能を用いて録画し，ストリーミングサーバ（Vimeo）
にアップロードした．アップ先 URL を LMS に貼り付け，講
義翌日にはオンデマンド配信し学生が任意の時間に視聴でき
るようにした．

【結果および考察】
　Zoom のライブ配信に必要なネットワーク帯域はフル HD
画質の画面共有と VGA サイズの顔画面表示を行っても 1 ホ
ストあたり送信 600Kbps ～ 1.2Mbps であり，6 学年同時に配
信を行ってもネットワーク的なトラブルは生じなかった．学
生が受信する際は 250Kbps ～ 600Kbps 程度であり，携帯電
話回線でも問題なく視聴できた．オンデマンド視聴（HD 画質）
の際は 1Mbps ～ 2Mbps が必要であり，10 名の学生が視聴中
に映像や音声が途切れる症状を訴えたため，画質を下げて視
聴するように伝えて解決した．オンデマンド配信用動画は 6
月 15 日現在 750 本アップされ，1 カ月間の再生回数は約 1 万
回である．

【結論】
　Zoom による講義配信は高画質・低ネットワーク負荷であ
り，大人数向け講義の一斉配信に適している．動画配信はス
トリーミングサーバのオンデマンド配信より Zoom を用いた
方が視聴トラブルは少なかった．

○木村　幸司 1，2，栗本　勇輝 1，板宮　朋基 1，吉田　彩佳 2，小口　岳史 1，窪田　光慶 1，2，花岡　孝治 1，2，李　正姫 1，林田　丞太 1，2，
菅谷　彰 1，2，山本　龍生 1，二瓶　智太郎 1，2，櫻井　孝 1

1 神奈川歯科大学歯学部総合教育部，2 神奈川歯科大学大学院歯学研究科歯学教育学講座

Effects of Online Lectures in First Year Education

○Koji KIMURA1，2，Yuki KURIMOTO1，Tomoki ITAMIYA1，Ayaka YOSHIDA2，Takeshi OGUCHI1，Mitsuyoshi KUBOTA1，2，Koji 
HANAOKA1，2，Jung-hui LEE1，Jota HAYASHIDA1，2，Akira SUGAYA1，2，Tatsuo YAMAMOTO1，Tomotaro NIHEI1，2，Takashi 
SAKURAI1

1Division of Curriculum Development，Kanagawa Dental University，2Department of Dental Education，Graduate School of Dentistry，Kanagawa 
Dental University

【目的】
　新型コロナウィルス（COVID-19）の影響により，本学で
は対面講義の中止を 3 月 30 日に決定し，2 年次生以上は 4 月
15 日よりオンライン講義を開始した．2020 年度新入生は 4
月 6 日のガイダンス時に通学したのみで，4 月 20 日よりオン
ライン講義を履修してもらい，講義に必要な資料などの配布
は最小限として note taking を義務付けた．6 月 8 日からはオ
ンライン授業と併用して対面授業希望者に対して，新型コロ
ナウィルス対策を施し，通学を許可している．私たちが経験
したことのない講義形態での初年次教育をスタートさせたこ
とによる効果を検証した．

【方法】
　対象は 2020 年度の新入生で 6 月 8 日より対面講義を希望し
た 31 名とした．効果の検証には，2018 年度以降，毎年 4 月
上旬に実施していた本学オリジナルの正誤問題 50 問を使用し
た．正誤問題の回答方法は，調査時の知識で正誤判定可能な
問題のみ回答させ，初見や正誤判定がつかないと感じた問題
は「△」（判定不能）として回答欄に記入させた．正答率は
50 から判定不能の数を減じたものを分母として算出した．比
較の対象は 2018 年度（96 名）と 2019 年度（104 名）の正答
率と判定不能数とした．

【結果および考察】
　平均正答率は，2020 年度 56.7 ± 1.6％，2019 年度 51.5 ±
1.0％，2018 年度 51.3 ± 1.0％であり，2020 年度生は，2018
年度生と 2019 年度生に比べて有意（p<0.05）に高い結果とな
った．判定不能と回答した問題数は，2020 年度 11.9 ± 1.5 問，
2019 年度 11.8 ± 0.9 問，2018 年度 14.3 ± 1.0 問であり，2020
年度生は，2018 年度生と 2019 年度生と比べて統計学的な差
を認められなかった．2020 年度生は，オンライン講義が 1 ク
ール終わった時点で，判定不能数が減ずるといった統計学的
に差は認められなかったものの，正答率において有意に高い
結果を示しており，知識の定着が認められたものと考えられ
る．以上のことからオンライン講義期間の知識領域において，
通学しなかったことによる学生の不利益はある程度抑えられ
たものと示唆された．

【結論】
　現時点において，オンライン講義における知識領域への減
弱は低いことが示唆された．

P-17 神奈川歯科大学歯学部オンライン講義システムについて（その 3）―ネットワーク負荷とトラブル対応―

P-18 初年次教育におけるオンライン講義の効果
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○林田　丞太 1，栗本　勇輝 1，板宮　朋基 1，吉田　彩佳 1，小口　岳史 1，木村　幸司 1，窪田　光慶 1，2，花岡　孝治 1，2，李　正姫 1， 
菅谷　彰 1，2，山本　龍生 1，二瓶　智太郎 1，2，櫻井　孝 1

1 神奈川歯科大学歯学部総合教育部，2 神奈川歯科大学大学院歯学研究科歯科教育学講座

The Students’ Experiences of Online Lecture at Kanagawa Dental University

○Jota HAYASHIDA1，Yuki KURIMOTO1，Tomoki ITAMIYA1，Ayaka YOSHIDA1，Takeshi OGUCHI1，Koji KIMURA1，Mitsuyoshi 
KUBOTA1，2，Koji HANAOKA1，2，Jung-Hui LEE1，Akira SUGAYA1，2，Tatsuo YAMAMOTO1，Tomotaro NIHEI1，2，Takashi SAKURAI1

1Division of Curriculum Development，Kanagawa Dental University，2Department of Dental Education，Graduate School of Dentistry，Kanagawa 
Dental University

【目的】
　新型コロナウィルス感染拡大に伴い，本学は 4 月 15 日より
オンライン講義を開始した．開始後 3 週間は，昨年の録画講
義を配信し，その後は大学からのライブ講義の配信を行った．
さらに，6 月 8 日からは，面接講義とオンライン講義のハイ
ブリットで対応し，学生は希望する方法で受講している．こ
の長期間にわたるオンライン講義期間中に学生がどのような
環境，状態で学修を続け，約 2 ヶ月間のオンライン講義をど
のように受け止めているか，忌憚のない意見を収集し，今後
のオンライン講義の充実に反映させたい．
　今回は，大学での面接講義の経験のない 1 年生を対象とす
る事で，面接講義との比較ではなく，各自が体験しているオ
ンライン講義そのものに対する評価を求めた．

【方法】
　歯学部 1 年生 123 名（男性 73 名，女性 50 名）を対象に，
オンライン講義開始から 2 ヶ月弱経過した 6 月に実施した．
アンケートは Google Form を利用し，匿名性を担保したうえ
でオンラインにて回答を求めた．設問は，「受講環境」，「学修」，

「講義内容」，「生活」，「その他」に分け，計 20 問で行った．「講
義内容」については，学生が意見を記述により回答する問い
を設け，具体的な問題点の抽出を試みた．

【結果および考察】
　アンケート結果を総括すると，オンライン講義について，
学生は肯定的に評価している．また，学生各自が工夫しなが
ら学修環境を整え，直接的な管理が及ばない状況下でも大き
く生活を乱すことなく学修を継続している様子が窺えた．学
修効果については定かではないが，学修に対する姿勢も前向
きであった．講義内容に関しては，一部，工夫が必要と学生
が感じている科目が認められた．

【結論】
　今回のアンケートの結果より，学生の意見や要望をオンラ
イン講義の準備や講義に活かすことで，今後も予想される他
の感染症や災害による登校困難な状況下においても学修対応
は可能と示唆された．

○菅野　亜紀 1，杉戸　博記 1，2，江口　貴子 1，多田　美穂子 1，永井　由美子 1，中田　悠 1，高倉　枝里子 1，白鳥　たかみ 1，佐藤　亨 1，
鳥山　佳則 1

1 東京歯科大学短期大学　歯科衛生学科，2 東京歯科大学　保存修復学講座

 The state of circumstance for taking the online courses by dental hygienist students

○Aki SUGANO1，Hiroki SUGITO1，2，Takako EGUCHI1，Mihoko TADA1，Yumiko NAGAI1，Haruka NAKATA1，Eriko TAKAKURA1，
Takami SHIRATORI1，Toru SATO1，Yoshinori TORIYAMA1

1Department of Dental Hygiene，Tokyo Dental Junior College，2Department of Operative Dentistry，Cariology and Pulp Biology，Tokyo Dental 
College

【目的】
　新型コロナウイルス感染症の拡大により緊急事態宣言が発
令された結果，東京歯科大学短期大学（以下，本学）では
2020 年 5 月 7 日より Google Meet® を利用したオンライン講
義を開始した．そこで，本学歯科衛生学科学生の受講環境を
把握し，講義を効果的かつ効率的に行うための基礎データを
得ることを目的として本調査を実施した．

【方法】
　1 学年 54 名，2 学年 50 名，3 学年 49 名の本学学生，合計
153 名を対象として，オンライン講義開始から約 1 か月経過
時点で Web アンケート調査を実施した．調査項目は，受講
環境，対面授業との比較，オンライン講義での問題点や懸念
とした．本研究は，東京歯科大学倫理審査委員会の承認を得
ている（承認番号：1010）．

【結果および考察】
　受講場所は，85％が実家，15％が東京近郊の下宿先であった．
使用機器は，大多数がカメラ付きコンピュータを使用してい
るが，3 学年では約半数がスマートフォンを併用していた．
ネット環境は，約 85％が Wi-Fi であり，一部の学生は LAN
ケーブルおよびモバイルルータを併用していた．オンライン
授業は，対面授業と比較して分かりやすい，質問しやすいと
いう意見が各学年ともに 50％以上あった．自由記載欄で最も
多かったのは配布資料に関するもので，印刷する費用等を考
慮して従来よりも軽量化して配信した結果として，学修の質
を懸念するとの意見があり，今後の対応の必要性が認められ
た．講義の受信状態の不具合については，同居家族の同時間
でのネット利用が影響している可能性が考えられた．その他，
オンライン講義による疲労感を訴える記載もあったため，画
面注視時間や受講姿勢の指導の必要性が示唆された．

【結論】
　オンライン講義では，配信側である本学と受講者である学
生には対面授業にはない数々の準備が必要であり，実施後も
さまざまな問題があることが分かった．今後，オンライン講
義においても学生が十分学修できる環境整備をしていきたい
と考える．

P-19 オンライン講義に対する学生の意見―神奈川歯科大学歯学部 1 年生アンケート結果から―

P-20 短期大学歯科衛生士学生のオンライン講義の受講環境に関する現状
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○大久保　真衣 1，中田　悠 2，江口　貴子 2，杉戸　博記 2

1 東京歯科大学　口腔健康科学講座　摂食嚥下リハビリテーション研究室，2 東京歯科大学短期大学歯科衛生学科

Development of a clinical training nutrition using ICT

○Mai OHKUBO1，Haruka NAKATA2，Takako EGUCHI2，Hiroki SUGITO2

1Department of Oral Health and Clinical Science，Division of Dysphagia Rehabilitation，Tokyo Dental College，2Department of Dental Hygiene，
Tokyo Dental Junior College

【目的】
　歯科医療において栄養や食育についての知識は必要不可欠
であり，臨床では食形態の指導を行うこともある．我々は，
歯科衛生士教育において栄養必要量の計算や，摂食嚥下障害
を想定した患者体験等の実習をとりこんできたが，歯科教育
施設内において多人数で一斉に食事調理を含む実習を行うの
は設備や衛生上の問題から制約を伴うことが多い．今回我々
は，ICT を利用して食事調理や食形態についての栄養学実習
を試みたので報告する．

【方法】
　対象は東京歯科大学短期大学歯科衛生学科 2 年生 50 名とし
た．実習前に実習内容，課題の全粥の調理方法及び栄養素の
音声解説付動画を作成し，Google Classroom にて配信した．
手元の様子が見えるようにカメラを頭上に設置して Microsoft 
PowerPoint 2016 の録画機能を使用して撮影し，動画編集に
は Adobe Premiere Elements 15 を 用 い た． 実 習 は Google 
Meet を利用した同時双方向型対話形式を取った．摂食嚥下障
害患者を想定した栄養摂取の模擬等行い，患者を想起させた．
実習後，各個人の自宅で全粥を調理させ，レポートを Google 
Classroom にて提出させた．

【結果および考察】
　対象者全員からレポートが提出され，そのうち 49 名が写真
等を添付していた．今回の実習内容である全粥は，食べた記
憶がない，作ったことがない等の意見から，学生には馴染み
の少ない食形態であることがわかった．実際に調理し食べる
ことにより摂食嚥下について関心が向上したようであった．
また事前の音声解説付動画との比較からは，理解しやすかっ
たという意見もあった．しかし調理をすると軟飯ができあが
った等の意見もあり，臨床においては，調理する者の技能等
も考慮した栄養指導を行う必要があることが示唆された．

【結論】
　ICT を利用することで，施設的な制約がなく，食事調理や
食形態についての栄養学実習を行うことが可能であった．

○河相　安彦，伊藤　誠康，三枝　禎，小方　賴昌

日本大学松戸歯学部

Implementing the Knowledge-Constructed Jigsaw Method Using the Videoconferencing Software Zoom

○Yasuhiko KAWAI，Masayasu ITO，Tadashi SAIGUSA，Yorimasa OGATA
Nihon University School of Dentistry at Matsudo

【目的】
　自らの言葉で説明し，他者の説明に傾聴する力を身につけ
る協調学習は研究生活を展開していく上で重要である．この
目的達成のために，従来のポスターツアー 1）を用いた双方向
型協調学習に変わり，Web-video 会議ソフトウエア Zoom の

「ブレイクルーム」を活用し，円滑な授業の進行と改善点を見
出したので報告する．

【方法】
　大学院共通科目の 1 ユニット：臨床疫学（2 時間，受講者
15 名研究科課程 1 年）を 2020 年 5 月 28 日，知識構成型ジグ
ソー法 2）で実施した．実施 20 日前に課題の提示（STEP. 0）
と予習ビデオ（14 分）による自己学習（STEP. 1）を行なっ
た上で，のエキスパート活動（STEP. 2）をメール等で行う
よう指示した．当日は Web-video 会議ソフトウエア Zoom

（Zoom Video Communications, Inc.）を用いて，エキスパー
ト活動（STEP. 2）とジグソー活動（STEP. 3）を「Zoom ブ
レイクルーム機能」で 2 回繰り返した後，クロスストローク

（STEP. 4）で終了した．終了後，研究への適用などを検討す
るよう指導した（STEP. 5）．

【結果および考察】
　「仮説の設定に至るプロセスを行う力」の自己評価は 10 段
階で 1 から 2 ポイント程度の伸びであった．一方，情報収集
や協調学習力は 2 から 3 ポイントの伸びであった．人的資源
が 1 名で契約料以外のコストがなく，一定の教育効果を上げ
ていることから，低コストで効果的な教育ができたものと考
察する．

【結論】
　Web-video 会議ソフトウエア Zoom を用いた知識構成型ジ
グソー法は，ポスターツアー型より教員の負担が少なく，受
講者の資料共有など協調学習も円滑であった．今後も課題を
抽出し，より効果的な授業設計を行なっていく．

1） 河相安彦，大久保昌和，五十嵐健太郎，木本統，近藤信太郎．
反転授業とポスターツアーを用いて能動学修を促進する
大学院授業の取り組み．第 35 回日本歯科医学教育学会学
術大会抄録集　2016：111．

2） 東京大学 CoREF．知識構成型ジグソー法．https://coref.
u-tokyo.ac.jp/archives/5515（2020.5.31 アクセス）

P-21 ICT を活用した栄養学実習の取り組み

P-22 Web-video 会議ソフトウエア Zoom を用いた知識構成型ジグソー法の実施
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○谷内　秀寿 1，髙谷　達夫 2，北沢　富美 3，音琴　淳一 2，岡藤　範正 4，金銅　英二 5

1 松本歯科大学　入門歯科医学，2 松本歯科大学病院　初診室（総合診断科・総合診療科），3 松本歯科大学病院　歯科技工士室，4 松本歯科大学　歯科矯
正学講座，5 松本歯科大学　口腔解剖学講座

The visibilities of 12 times, 4 times, 1 times models as large as Japanese natural teeth

○Hidetoshi TANIUCHI1，Tatsuo TAKAYA2，Fumi KITAZAWA3，Junichi OTOGOTO2，Norimasa OKAFUJI4，Eiji KONDO5

1Dental Science and Practice，Matsumoto Dental University，2Department of Diagnostic and Comprehensive Dentistry，Matsumoto Dental 
University Hospital，3Dental Technician Laboratory，Matsumoto Dental University Hospital，4Orthodontics，Matsumoto Dental University，
5Anatomy，Matsumoto Dental University

【目的】
　我々は教室単位の集団教育に用いる歯模型が必要と考えた．
それで，ABS 樹脂を用い日本人の天然歯の大きさの 12 倍大
の歯模型を制作した．また，12 倍大歯模型の教育現場におけ
る視認性を知るためにこの検証を行った．

【方法】
　模型は天然歯の大きさの 1 倍大，4 倍大，12 倍大歯を用いた．
被験者は松本歯科大学歯学部 1 年生 81 人，歯科衛生士科 2 年
生 36 人とした．歯学部生は CI101 教室，歯科衛生士科生は
衛生士科実習室で検証を行った．教員が歯模型を掲げ，学生
が任意の席で歯模型の形がどの程度認識できるかを課題とし
た．歯模型の視認性の評価は 5 段階分け，アンケート用紙に
記入する方式を採った．そして，それぞれの集団の 12 倍大歯，
4 倍大歯，1 倍大歯模型の視認性の違いを精査した．

【結果および考察】
　視認性には個人差がみられ，歯模型によっても結果は違っ
た．12 倍歯の右上 6 では，歯科衛生士科生は殆どの者が教卓
から 6 ｍまでは「外形も溝や窩なども良く分る」認識度で，
それ以降は「外形は判別でき，溝や窩などはおおよそ分る」
認識度であった．歯学部生は，教卓から 12.7 ｍまでは「外形
は判別でき，溝や窩などはおおよそ分る」以上の認識度であ
った．
　集団の構成員で認識度は変わり，視認性は教室環境によっ
て変化する．加えて，教卓上で歯模型を掲示する際に対象集
団の認識度の許容範囲をどこに置くかは授業目的で異なって
くる．そのため，本検証では集団の多くの者が「外形は判別
でき，溝や窩などはおおよそ分る」認識度である所を教育に
応用可能範囲と判断した．

【結論】
　12 倍大歯模型は教卓から 10 ｍほどの距離であれば，対象
の集団の殆どの者が「外形は判別でき，溝や窩などはおおよ
そ分る」か「外形も溝や窩なども良く分る」視認牲を示した．

○守下　昌輝，徳永　隼平，貴舩　亮太，村岡　宏祐，粟野　秀慈

九州歯科大学　口腔機能学講座　クリニカルクラークシップ開発学分野

Setting evaluation standards about SimEX DDS-100 system and evaluating differences between the system and dentists

○Masaki MORISHITA，Junpei TOKUNAGA，Ryota KIFUNE，Kousuke MURAOKA，Shuji AWANO
Division of Clinical Education Development and Research，Department of Oral Function，Kyushu Dental University

【目的】
　2018 年 4 月から日本初の SimEX DDS-100（以下，SimEX）
を，九州歯科大学に 4 台導入した．SimEX は，3D バーチャ
ルリアリティ技術を用いたリアルタイム評価システムで，こ
れを用いた学部学生の支台歯形成について，点数評価の定量
化を目指す必要がある．そこで，支台歯形成を点数評価する
基準設定の検討と，評価システムによる点数評価と評価者に
よる点数評価の差異を検討した．

【方法】
　本学の 5 年次生及び 6 年次生に下顎左側第一大臼歯に失活
歯の全部鋳造冠を 1 本形成させ，SimEX の評価システムを用
いて点数評価した．また，支台歯形成の評価基準を設定し，
形成後の同一歯を用いて評価者が点数評価を行った．

【結果および考察】
　SimEX の評価システムによる点数評価について，基準面が
4 面の場合，平均点数が 80 点台と非常に高いことから，基準
面を 8 面に増加させたところ，平均点数が 60 点台となった．
また，4 面と 8 面での点数評価は，有意に相関した．
　さらに，評価システムの点数評価に対する評価者の点数評
価について，8 面の点数評価を目的変数，評価者の点数評価
を説明変数とした重回帰分析を行い，マージン形態のみが有
意な説明変数であることが明らかになった．

【結論】
　評価システムによる点数評価は，今後も基準面が多い 8 面
による評価を行う．また，評価システムによる点数評価に対
する評価者の点数評価の重回帰モデルは有意であった．さら
なる評価基準の見直しをすることで，学部学生のスキルアッ
プに寄与したい．

P-23 12 倍大歯模型と 4 倍大歯模型，1 倍大歯模型の視認性について

P-24 SimEX DDS-100 の評価基準の定量化と評価者との差異について



87

ポ
ス
タ
ー
発
表

○鈴石　雅子，金井　美保，國井　知余，満足　愛，長澤　治子

日本大学歯学部附属歯科衛生専門学校

Effects of group learning of dental hygienist students by using video images –Practice in wheelchair assistance class–

○Masako SUZUISHI，Miho KANAI，Chiyo KUNII，Ai MANZOKU，Haruko NAGASAWA
NihonUniversity Dental hygiene School attached to School of Dentistry

【目的】
　本校の車椅子介助の授業は教員による講義後に実習を行っ
ていた．しかし一方向的な講義だけでは，実習に必要な知識
を十分修得できず，受け身の姿勢で実習に臨む学生も見受け
られた．そこで本研究は，講義と比較して能動的な参加が必
要となるビデオ映像を用いたグループ学習を行い，学習効果
や実習への関心に及ぼす影響を検討し，今後の授業展開に役
立てることを目的とした．

【対象と方法】
　対象者は歯科衛生専門学校生第 2 学年 34 名とした．グルー
プ学習は，車椅子操作の映像を視聴しながら，車椅子介助手
順および留意点について各グループでレポートを作成する形
式で行った．学習効果の評価は，グループ学習前後の車椅子
介助に関するプレテストとポストテストの正答率およびレポ
ートの評価点にて検討した．また，授業終了後に授業に対す
る満足度，実習への関心などについて質問紙調査を行った．

【結果および考察】
　プレテストに比べポストテストの正答率が高くなった

（p<0.001）．これはビデオ映像という視覚に訴える学習ツール
を使用したことが学生自身の気付きを促したと思われる．正
答率に変化がみられない設問は，学生が理解しにくい内容で
あり，教員が補うことで知識を修得できると考えられる．レ
ポートの評価点はグループ間でばらつきが見られた．これは
学生個人のレディネスの違いが要因の一つと考えられ，グル
ープ学習時の教員の介入や，グループ編成の工夫により改善
可能であると思われる．授業に対する満足度，理解度など学
生の主観的評価は高いことから，実習への関心も向上できた
ものと推察される．

【結論】
　グループ学習において，ビデオ映像を用いて車椅子介助技
術を捉えることで，学習効果および主観的評価を得られ，実
習への能動的な取り組みが促されたと思われる．今後，グル
ープ学習時に教員が効果的に介入するなど，学生が一律に効
果を得られる授業展開が必要である．

○野中　直子 1，馬谷原　光織 1，中島　功 1，2，槇　宏太郎 1

1 昭和大学歯学部，2 目白大学短期大学部　歯科衛生学科

Learning with technology in dental education: Design and Implementation of a flipped classroom teaching approach in teeth carving training practice

○Naoko NONAKA1，Mitsuori MAYAHARA1，Koh NAKAJIMA1，2，Kotaro MAKI1

1Showa University School of Dentistry，2Mejiro University College Department of Dental Hygiene

【目的】
　反転学習では，学生が事前に学び，その後の対面授業で学
びを活用する “ 認知プロセスの外化 ” が期待できる．本歯学
部・歯科理工学実習では，実験手順やその理解のため，反転
学習の取り組みを行っている．今回は反転学習を “ 歯の彫刻 ”
という従来に比べ抽象的となる技術指導に取り入れ，学生や
教員がどのように受けとめたかについて報告する．

【方法】
　本研究は歯科理工学実習（2 年生・約 100 名）における，
歯冠の特徴再現・習得を目標とする 90 分・12 コマの歯の彫
刻実習実習が対象である．実習は 3 組（約 30 名）のローテー
ションで行われた．2018 年（前年）は実習冒頭の口頭説明と
実習中のステップ毎に一律の口頭指示があった．2019 年（当
年）は事前学習としてｅラーニングシステム（EL）動画によ
る事前学習受講を義務づけた．EL は歯種 4 種それぞれを学
習単位とし彫刻手順動画と要点確認テストで 1 組とした．当
年は実習冒頭の口頭説明および一律の口頭指示がなく，教員
3 名は実習室で学生間をまわり個別指導を行なった．本授業
後の学生質問紙は多肢選択肢式 13 項目，A）EL 取り組みの
様子，B）教材内容や量などとした．文章記述 3 項目で，C）
教材について，D）今後の活用，など意見を問うた．成績の
比較は前年と当年の集計値を用いた．教員の聞き取り調査は
3 名におこなった．

【結果および考察】
　質問紙より，A）EL 利用は夜間 6 割，朝 2 割で，場所は自
宅 6 割，学内 2 割，移動中 1 割であった．学習時間は 5 割が
約 30 分，3 割が約 10 分であった．B）内容や量について 7 割
が適量と回答し，3 割が動画教材を「やや難しい」と回答した．
意見 C）から「何度も見直しできる」「事前にわかり安心」な
ど利点の一方，「彫刻のコツがもっとほしい」などの指摘があ
った．意見 D）は多岐にわたり「他の教科でも利用したい」「実
習中に利用したい」などがあがった．手技および知識確認試
験の総合点は前年 59.7 ± 13.7，当年 65.8 ± 20.4 であった．教
員聞き取り調査から「学生がイメージを掴んでいた」「実技指
導に集中できる」という利点と「指示待ちの学生がいる」と
いう欠点が指摘された．

【結論】
　本事前学習は一定の役割を果たした．今後，教材の質向上
にさらなる改良の余地があり，新しい議論として教員間にお
ける学生個別指導の質の担保について議論があり，今後これ
を進化させる必要が示唆された．

P-25 歯科衛生専門学生のビデオ映像を用いたグループ学習の効果 ―車椅子介助の授業における実践―

P-26 歯の彫刻実習における反転学習の試み
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○荒木田　俊夫 1，金澤　学 1，鈴木　啓之 1，岩城　麻衣子 2，駒ヶ嶺　友梨子 1，浜　洋平 1，水口　俊介 1

1 東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　高齢者歯科学分野，2 総合診療歯科学分野

The effect of online practice for the digital teeth arrangement of complete dentures using web application.

○Toshio ARAKIDA1，Manabu KANAZAWA1，Hiroyuki SUZUKI1，Maiko IWAKI2，Yuriko KOMAGAMINE1，Yohei HAMA1，
Shunsuke MINAKUCHI1

1Department of Gerontology and Oral Rehabilitation Graduate School of Medical and Dental Science，Tokyo Medical and Dental University，2General 
Dentistry，Tokyo Medical and Dental University

【目的】
　新型コロナウイルスの感染拡大に伴う大学での登校制限に
より，本学の 2020 年度全部床義歯模型実習が中止となる中，
当分野では Web アプリケーションを用いたオンラインによ
る全部床義歯排列実習を行った．その結果と課題について報
告する．

【方法】
　オンライン実習は Web 会議システム（Zoom ミーティン
グ，Zoom）を用い，2020 年度東京医科歯科大学歯学部歯学
科 4 年生 59 名を対象に行った．排列実習には Web アプリケ
ーション（DENTCA Academy，DENTCA）を用いた（図 1）．
このソフトウェアは，通常のネイティブ CAD ソフトウェア
の様なハイスペックな PC や，学生毎に CAD ソフトウェア

をダウンロードする必
要がないため，学生は，
インターネット環境と
インターネットブラウ
ザさえあれば自宅で実
習を行うことが可能で
ある．実習は 3 回に分
けて行い，第 1 回はソ
フトウェア使用説明と
上顎前歯部排列，第 2

回は途中経過の確認と質疑応答，第 3 回は質疑応答，希望者
向け追加実習および提出，とした．Web 会議システムを用い
た実習では画面共有機能を用いて，排列のデモンストレーシ
ョンや，必要に応じて指導医が Zoom 上で個々の学生に指導
を行い，全学生に共有できるようにした．実習中，学生から
指導医（8 名）に途中経過を提出させることによりフィード
バックと採点を行った．実習終了後，学生を対象に Web 上
にアップロードした自記式質問票を用いて学習効果の検証を
行った．

【結果および考察】
　オンライン実習は全学生が問題なく終了できた．しかし，
一部の学生はソフトウェアのトラブルにより進行が遅れてし
まうトラブルが発生した．自記式質問票の結果，約 9 割の学
生が本実習は有益であったと回答し，オンライン実習による
教育効果は十分に得られたと考えられる．しかし，PC やイ
ンターネットなど実習環境が不十分であったことによる否定
的な意見も得られた．今後このようなオンライン実習を継続
する上で，ICT 環境の整備は急務であると考えられる．

【結論】
　Web アプリケーションを利用したオンライン全部床義歯デ
ジタル排列実習は，全部床義歯補綴教育において有効である
事が示唆された．

○吉田　礼子 1，松本　祐子 1，大戸　敬之 1，作田　哲也 1，鎌田　ユミ子 1，岩下　洋一朗 2，田口　則宏 1，2

1 鹿児島大学　学術研究院　医歯学域　鹿児島大学病院　歯科総合診療部，2 鹿児島大学　学術研究院　医歯学域　歯学系　医歯学総合研究科　健康科
学専攻　歯科医学教育実践学分野

Recognition of Terms Related to inter-professional work in Dental Students 

○Reiko YOSHIDA1，Yuko MATSUMOTO1，Takayuki OTO1，Tetsuya SAKUTA1，Yumiko KAMADA1，Yoichiro IWASHITA2，
Norihiro TAGUCHI1，2

1Kagoshima University，Research and Education Assembly，Medical and Dental Sciences Area，Kagoshima University Hospital，General Dentistry，
2Kagoshima University，Research and Education Assembly，Medical and Dental Sciences Area，Graduate School of Medical and Dental Sciences，
Health Research Course，Dental Education

【目的】
　超高齢社会において，全人的で良質な医療を実践していく
ために，さまざま専門職の連携が求められている．連携・協
働を推進するにあたってコミュニケーションは重要であり，
歯科医療従事者にも医療や介護の現場で使用される用語を理
解し，適切に使用できる能力が必要不可欠である．連携医療
の現場では，専門用語や情報ツールに関連したコミュニケー
ションギャップが存在し，それらへの対応不足が，職種間連
携を難しくしている要因の一つと考えられる．コミュニケー
ションは体験的に習熟していくことが望ましく，用語につい
ても認知，理解，行動といったレベルを経て定着していくと
されているが，歯学教育過程における多職種連携に関する用
語の学習については報告がない．そこで，今回，臨床を経験
する前の歯学生が多職種連携に関する用語をどのくらい認知
しているかについて明らかにすることを目的として，研究を
行った．

【方法】
　歯学科 4 年生を対象に，日本歯科医学会がまとめた「医科
歯科連携に必要なキーワード・リスト」を用いて，その認知
状況を 4 段階で調査した．全ての用語ならびに 10 のカテゴリ
ー別に認知状況を分析した．

【結果および考察】
　臨床実習前の歯学生における多職種連携に関する用語の認
知状況は，ほとんどが「知らない」「聞いたことがある」のレ
ベルであった．他のカテゴリーに比べて，「資格・職種関連」，「疾
患名関連」では「聞いたことがある」の割合が高く，医療に
直接かかわる「病棟関連」「器具関連」「処置関連」で「説明
できる」のレベルはほとんど見られなかった．臨床科目で学
習はしているが，十分に理解されていないことが推察された．

【結論】
　多職種連携に関する用語について，臨床実習前の歯学生で
はほとんど認知されていないことが明らかになった．多職種
連携教育の一つとして，臨床用語の学習機会の提供やその理
解について検証し，学習方略を検討していく必要性が示唆さ
れた．

P-27 Web アプリケーションを用いたオンライン全部床義歯デジタル排列実習の効果

P-28 歯学生の多職種連携に関する用語の認知

図 1　DENTCA Academy 操作画面
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○五十嵐　憲太郎，伊藤　誠康，大久保　昌和，木本　統，飯島　守雄，河相　安彦

日本大学松戸歯学部　有床義歯補綴学講座

Bibliography of the Terms “Reline” and “Rebase” –Relationship between the National Examination of Dentists and Textbooks–

○Kentaro IGARASHI，Masayasu ITO，Masakazu OKUBO，Suguru KIMOTO，Morio IIJIMA，Yasuhiko KAWAI
Nihon University School of Dentistry at Matsudo，Department of Removable Prosthodontics

【目的】
　日本補綴歯科学会は義歯床下粘膜の不適合への対応として

「リライン」「リベース」を定義し，両者は明確に区別されて
いる．しかし，実際の臨床において「リベース」をリライン
の意味で用いる，診療報酬点数表や通知でリラインを「義歯
床裏装」と記載するなど，その使用に混乱が見られる．この
混乱の原因には，卒前教育で用いられた用語と卒後用いられ
る用語の違いが影響している可能性が考えられる．本研究は
歯科医師国家試験（国試）におけるリライン・リベースの用
語と，教科書等の記載との関連を書誌学的に検討し，用語の
使用の変遷を明らかにすることを目的とした．

【方法】
　厚生労働省が公開している 95 回（2002 年）以降の国試の
リライン・リベースに関する，もしくは用語を含む問題を検
討の対象とした．また，2002 年以降の有床義歯補綴学および
歯科理工学の教科書の各版の記載内容について書誌学的に検
討を行った．

【結果および考察】
　国試で両用語に関する問題は 39 問，関連用語は 38 回登場
した．101 回までは「リライニング」，「裏装」の記載があったが，
102 回以降は「リライン」に統一された．しかし，110 回で「裏
装」が再度使用され，特に 113 回では「リライン」と「裏装」
が別な問題で使用されるなど，用語の混用が見られた．
　教科書の記載では「歯学生のパーシャルデンチャー」の 4
版（2004 年）は「リライニング」の記載があったが 5 版（2009 年）
以降は「リライン」に統一され，他の教科書は「リライン」「リ
ベース」で表記が統一されていた．一方，「スタンダード歯科
理工学」の 6 版（2016 年）までは「義歯床用裏装材」の項目
で「裏装」「改床」の記載がみられたが，7 版（2019 年）では「リ
ライン」「リベース」の記載となり，科目間で材料と手技につ
いて用語が統一されていない可能性が考えられた．

【結論】
　国試での「リライン」「リベース」の用語の混用は，科目間
での用語の使用法が影響している可能性が示唆された．

○梶　貢三子 1，小滝　真也 2，前岨　亜優子 1，寺島　雅子 1，大西　愛 1，尾形　祐己 1，秋山　広徳 2，大草　亘孝 3，山中　武志 1， 
頭山　高子 1，和唐　雅博 1

1 大阪歯科大学医療保健学部口腔保健学科，2 大阪歯科大学歯学部歯科放射線学講座，3 大阪歯科大学歯学部歯科法医学室

The effectiveness of oral radiology practice for dental hygiene students: Comparison of lecture and practice in imaging technique and imaging anatomy

○Kumiko KAJI1，Shinya KOTAKI2，Ayuko MAESOMA1，Masako TERASHIMA1，Ai OHNISHI1，Yuki OGATA1，Hironori 
AKIYAMA2，Nobutaka OKUSA3，Takeshi YAMANAKA1，Takako TOYAMA1，Masahiro WATO1

1Department of Oral Health Sciences，Faculty of Health Sciences，Osaka Dental University，2Department of Oral Radiology，Osaka Dental 
University，3Department of Forensic Dentistry，Osaka Dental University

【目的】
　歯科衛生士学生に対する歯科撮影と画像解剖の学習におい
て，講義と実習のいずれの知識定着度や学習意欲が良好であ
ったかを明らかにすることを目的とし，実習を取り入れるこ
とによる教育効果について検討した．

【方法】
　本学医療保健学部口腔保健学科第 2 学年 65 名に対し，歯科
撮影および画像解剖の講義と実習を実施し，知識定着度や学
習態度などのパフォーマンスを評価するために，講義と実習
の最後に 5 ポイント式のアンケート調査を各 1 回，合計 2 回
実施した．実施したアンケート内容は，①使用した教材は学
習の助けになったか，②画像解剖に興味を持てたか，③解剖
学的名称の記憶の助けになったか，④画像解剖の理解の助け
となったか，⑤従来の教科書のみよりよいと感じたか，⑥さ
らに学習したいと思ったか，⑦エックス線撮影装置と検出器
との位置関係把握の助けとなったか，⑧二等分法撮影理解の
助けとなったか，⑨咬合法撮影理解の助けとなったか，⑩平
行法撮影理解の助けとなったか，の 10 項目である．また，ア
ンケート内容を「学習効率」，「学習態度」，「学習しやすさ」
の 3 つに分類した．10 項目の講義と実習のアンケート評価点
数と「学習効率」，「学習態度」，「学習しやすさ」の 3 区分に
おいてもそれぞれ統計学的検定を行った．有意水準は p<0.05

とした．本研究は大阪歯科大学医の倫理委員会（承認番号大
歯医倫第 111056 号）の承認後に実施した．

【結果および考察】
　アンケート 10 項目のうち「画像解剖の理解の助けとなった
か」を除いて実習が講義よりも優れ，さらに「学習効率」，「学
習態度」，「学習しやすさ」の 3 区分においても，それぞれの
項目で実習が講義に対して統計学的に有意差があった．

【結論】
　歯科衛生士学生に対する歯科撮影と画像解剖の学習におい
て，実習を取り入れることによる教育効果があることが示唆
された．

P-29 「リライン」「リベース」の用語の使用の変遷 ―歯科医師国家試験と教科書との関連―

P-30 歯科衛生士学生に対する歯科放射線学実習の有用性：歯科撮影および画像解剖における講義と実習の比較
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○中島　功 1，2

1 目白大学　短期大学部　歯科衛生学科，2 昭和大学歯学部口腔解剖学講座

A creation of the mandible bone papercraft for an dentistry educate.

○Koh NAKAJIMA1，2

1Mejiro University College，Department of Dental Hygines，2Showa University，School of Dentistry，Department of Oral Anatomy and 
Developmental Biology

　解剖学は医療系の学生が最初に学ぶ専門科目だが，解剖学
を苦手と思う学生は多い．その理由の一つとして形態を立体
的に理解することが難しいことが挙げられ，解剖学が医療系
の学生にとって最初にぶつかる壁になってしまう場合が多い．
解剖学に用いられる名称の多くは形や場所に由来しており，
形態を理解することは同時に用語の理解にもつながる．さら
に低学年のうちに解剖学的な構造を理解しておくことはその
後に学ぶ臨床科目の理解を容易にする．形態を三次元的に理
解するためには標本や模型を用いて学習することが望ましい
が，学生は個人で標本や模型を所有していることが少ないた
めに，教科書の図やアトラスなどの二次元的な資料を参考に
してその立体構造を推察して学ばなくてはならない．
　また，歯学部においては人体解剖学実習が行われているが，
人体解剖学実習は低学年の基礎学力の不足している時点で行
われ，また時間数や指導者の数に限りがあるために学生実習
だけで十分な立体構造を理解することは難しい．特に，骨学
は解剖学を学ぶ上で多くの器官の位置的な基準となるばかり
でなく，筋の付着部や神経，血管の経路を理解するために大
変重要である．

　歯学部において詳細な理解が必要とされる頭部の骨には，
多くの神経，血管の通路となる管，孔，溝，くぼみや筋や靭
帯の付着部となる突起などがありその構造は大変複雑である．
特に，上顎骨，下顎骨，蝶形骨，側頭骨は歯学を学ぶ上にお
いて欠くことのできない重要な骨である．しかしこれらの骨
の形態は特に複雑で，その形態の理解は，学生にとって至難
の業である．そこで，今回は歯学を学ぶ学生にとって重要な
蝶形骨と側頭骨の三次元的構造を理解することを目的として，
下顎骨のペーパークラフト模型を考案した．ペーパークラフ
トは作成する手間はかかるが安価に作ることができる利点が
ある．

○細木　眞紀 1，大倉　一夫 1，井上　美穂 1，鈴木　善貴 1，安陪　晋 2，河野　文昭 2，松香　芳三 1

1 徳島大学大学院医歯薬学研究部　顎機能咬合再建学分野，2 総合診療歯科学分野

Fixed prosthodontic practice study based on COVID-19 infection control 

○Maki HOSOKI1，Kazuo OKURA1，Miho INOUE1，Yoshitaka SUZUKI1，Susumu ABE2，Fumiaki KAWANO2，Yoshizo MATSUKA1

1Department of Stomatognathic Function and Occlusal Reconstruction，2Department of Comprehensive Dentistry，Institute of Biomedical Sciences，
Tokushima University Graduate School

【目的】
　我々は 2017 年度に歯科補綴学（冠橋義歯学）の実習書を改
変し，実習書のわかりやすさやオンライン化に対する評価な
どを行ってきた．今年度は新型コロナウイルス感染症への対
応のため，感染症対策を徹底した上で，3 つの密を避ける必
要が生じている．そのため，我々はデモンストレーション（以
下デモ）の方法を変更して実習を行った．本研究では，感染
症対策を踏まえた実習方法の効果と問題点を抽出するために，
Google Forms を利用したアンケート調査ならびに実習態度の
観察を行い，効果的な指導方法を検討した．

【方法】
　対象とした実習課題は診断用模型作成である．実習開始前
に実習書の印刷および準備物の把握を学生にさせた．また，
マスク・グローブ・フェイスシールド（あるいはゴーグル）
を着用させ，Physical distance にも十分注意を払うように指
示した．例年は各班（学生 10 ～ 15 名）において教員が個別
にデモを行っていたが，学生の密集を避けるために，実習室
前方で教員 1 名がデモを実施し，その様子をビデオカメラで
各机のモニターに映した．実習終了後には Web によるアン
ケートを学生に依頼した．（倫理委員会 No.2892）

【結果および考察】
　2020 年度の学生 35 名中 33 名（94.3％）の回答を得た．実
習書のオンライン化に対する評価では半数以上が使いやすい
と回答した．本項目に関しては，昨年度までは評価が低かっ
たが，今年度はオンライン授業が増加し，システムに慣れた
ため評価が上がったと考えられた．また，ビデオデモは手元
が見えるという点からも高評価であった．
　石膏重合室においては学生の密集が度々起こり，フェイス
シールドやゴーグルも外してしまう学生も多く，注意喚起が
必要であった．

【結論】
　アンケート調査から，ビデオデモは歯科学実習に効果的で
あることが示唆された．

P-31 歯学教育のための下顎骨ペーパークラフトの作成

P-32 新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた冠橋義歯学実習の検討
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○羽村　章 1，影山　幾男 2

1 日本歯科大学生命歯学部高齢者歯科学，2 日本歯科大学新潟生命歯学部解剖学第一講座

Creating a New Dental English Textbook for Dental Students Compliant with Medical English Education Guidelines 

○Akira HAMURA1，Ikuo KAGEYAMA2

1Department of Geriatric Dentistry，The Nippon Dental University School of Dentistry at Tokyo，2Department of Anatomy，The Nippon Dental 
University School of Dentistry at Niigata 

【目的】
　日本人の英語力は，他のアジア諸国に比較して英語力が低
いことが知られている．2019 年におけるアジアでの TOEFL
スコア比較では，日本は 29 国中 26 位，先進国での TOEFL
スコア比較では，36 か国中 36 位（最下位）であった．グロ
ーバル化が叫ばれるなか，歯科医療者にも英語力が要求され
ていることから，歯科学生の英語教育も，より向上させる必
要に迫られている．
　そこで，歯科医学を学ぶ学生が習得しておきたい医学用語
の知識を深め，英語 4 技能（Reading，Writing，Listening，
Speaking）を向上させるために，歯科医学に特化したテキス
トを作成した．

【方法】
　日本医学英語教育学会（JASMEE）が制定した医学英語教
育ガイドラインに準拠し，本事業に賛同した 9 歯科大学・歯
学部の英語教育担当者を執筆者とし，そして英語を母国語と
して歯科医学教育に従事している英国の歯学部教員を歯科医
学英語の監修者として，歯科医学英語テキストを作成した．
執筆内容は，一般的な歯科疾患の徴候を中心として構成した．

【結果および考察】
　完成した歯科医療英語のテキストは，医学英語教育ガイド
ラインに準拠し，英語運用に重要な 4 技能を網羅しており，
13 回の講義で完結するように作られている．ただし，今回利
用したガイドラインは，WFME のグローバルスタンダード
に基づくように作られた医学英語教育用であるために，歯科
英語教育に全て適合するとは限らない．
　国家試験出題基準にある英語の項目では，医師，歯科医師
ともに同じ文章で書かれているにも関わらず，試験に出題さ
れる英語は両者では大きな開きがある．本テキストが完成し
たことにより，両者に差が無い英語教育ができることが望ま
れる．

【結論】
　今回作成した歯科医療を学ぶ学生向けの歯科英語テキスト
はが，多くの歯科大学・歯学部の講義で用いられ，歯科医療
者の英語力向上に貢献することを期待している．

○岡　隼人 1，藤田　淳一 2

1 大阪歯科大学　英語教室　助教，2 大阪歯科大学　英語教室　准教授

Introduction of QR Code System to Online Classes

○Hayato OKA1，Junichi FUJITA2

1Osaka Dental University The Department of English Research Associate，2Osaka Dental University The Department of English Associate Professor

【目的】
　猛威を振るったコロナウィルスによって，多くの大学は
Web 授業を余儀なくされた．この危機的状況に合った授業方
法が模索される中で，歯科英語教育も決して例外ではない．
Web 授業といえども，昨今の多くの学生は自分の PC を持っ
ておらず，その機能のほとんどをスマートフォンで代用して
いる．こういった現状を考慮し，教育者側も新たな時代に沿
った対策を立てることが必要と思われる．

【方法】
　動画サイトを利用し，見本となる動画を教員側が一元管理
している．動画は実際の診療所で撮影され，実際の歯科医師
が出演・監修している．この動画を学生に各自のスマートフ
ォンで読み込んで見てもらう．スマートフォンで学習が可能
なため，PC を持っていない学生はスマートフォンと専用テ
キストだけで Web 授業を完結することができる．提出課題
は学生たち自身のパフォーマンスを彼らがスマートフォンで
撮影した動画となる．その動画を，Dropbox 等を駆使して提
出してもらい，教員はその動画を評価してフィードバック等
のメールを送る．

【結果および考察】
　上記の方法で学生はより手軽に Web 授業を各自のスマート
フォンと専用テキストだけで，彼らの都合のよい時間に，自
宅で受講することができる．コミュニケーションの面で言う
と，各動画にはコメントを投稿できる欄があるので，教員と
学生の双方向対話型学習も可能である．この試みは Web 授
業に適した教育方法であるだけでない．新しい技術を用いた
アクティブな学びを可能とするこの勉強法に学生たちは大変
興味を示した．

【結論】
　歯科英語教育の現場においても，Web 授業を余儀なくされ
る環境下，そしてスマートフォンがすべてのコミュニケーシ
ョンツールにとって代わる新時代に合った教育方法が求めら
れており，QR コードやスマートフォンを用いた今回の我が
大学の英語教育における Web 授業は，今後の改良の余地が
あるのはもちろんだが，結論として成功を収めたと言っても
いいだろう．

P-33 医学英語教育ガイドラインに準拠した歯科学生を対象とした歯科医学英語教育テキストの作成

P-34 WEB 授業環境下における QR コードシステムの導入
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○大倉　一夫 1，井上　美穂 1，鈴木　善貴 1，細木　眞紀 1，河野　文昭 2，松香　芳三 1

1 徳島大学大学院医歯薬学研究部顎機能咬合再建学分野，2 徳島大学大学院医歯薬学研究部総合診療歯科学

Effects of active learning in fixed prosthodontic education　–Comparison among flipped classroom, team-based learning and traditional classroom–

○Kazuo OKURA1，Miho INOUE1，Yoshitaka SUZUKI1，Maki HOSOKI1，Fumiaki KAWANO2，Yoshizo MATSUKA1

1Department of Stomatognathic Function and Occlusal Reconstruction，Institute of Biomedical Sciences，Tokushima University Graduate School，
2Department of Comprehensive Dentistry，Institute of Biomedical Sciences，Tokushima University Graduate School

【目的】
　我々は 2013 年度前期より歯科補綴学 2 の授業においてアク
ティブラーニングを導入している．授業の半数に TBL（Team 
based learning）授業を，残りの半分にｅ-ラーニングを応用
した反転授業あるいは通常授業を実施している．本研究の目
的は，実施した 2 種類のアクティブラーニングと通常授業の
学修効果を，期末試験の正答率を用いて比較検討することで
ある．

【方法】
　解析対象は 2014 年度より 2018 年度までの徳島大学歯学部
歯学科 3 年次学生（歯科補綴学 2A：受講者数のべ 212 名）の
歯科補綴学授業である．授業において，前半は反転授業ある
いは通常授業を，後半は TBL 授業を行った．
　授業形式の学修効果を評価する目的で，多肢選択問題形式
の期末試験の成績を反転授業と通常授業，TBL 授業の範囲に
分けて比較した．授業受講者には，前後半の授業が終了した
時期点で，アンケートを依頼した．期末試験の難易度を検討
するために，当該年度の期末試験問題作成に関与していない
教員・研修歯科医を対象に期末試験と同じ問題の試験を実施
した．期末試験における設問の平均正答率は，授業形式，受
験者，試験実施時期について 3 元配置分散分析を行った．統
計解析には統計ソフト EZR を使用した．なお，本研究は徳
島大学病院臨床研究倫理委員会による承認を受けて実施した

（No.1893）．

【結果と考察】
　本研究は，4 年 4 期にわたる反転授業と 5 年 5 期にわたる
TBL 授業に加えて，1 年 1 期の通常授業による解析結果であ
る．
　正答率は，教員・研修歯科医が有意に高い値であった

（P<0.01）．授業形式による差は認めなかった（P=0.09）もの
の正答率は通常授業＜反転授業＜ TBL 授業の順であり，ア
クティブラーニングの有効性が示唆された．受験者と授業形
式による交互作用が認められなかった（P=0.817）ことから，
各授業形式における試験問題の難易度は適切であったと考え
られる．
　授業アンケートでは，アクティブラーニングによる予習・
復習時間の延長などの生活習慣の改善効果が示された．

○勝又　桂子，山田　理，伊佐津　克彦，長谷川　篤司

昭和大学歯学部　歯科保存学講座　総合診療歯科学部門

Efficacy of ICT systems （Google Classroom® and Zoom®）on coaching in Dentist clinical training

○Keiko KATSUMATA，Michi YAMADA，Katsuhiko ISATSU，Tokuji HASEGAWA
Department of Conservative Dentistry，Division of Comprehensive Dentistry，Showa University School of Dentistry

【目的】
　2020 年度歯科医師臨床研修は，コロナウイルス感染拡大に
伴う外来歯科診療の縮小のために研修開始時から外来での研
修医の診療参加が中断されただけでなく，政府の非常事態宣
言などに呼応した自宅勤務など，登院日程さえ週単位で変更
になる約 2 か月半を経験した．
　この期間，研修医が臨床参加するモチベーションを損なわ
ずに日々の知識を積み重ね，技能を修練できるように支援す
ることを目的として，院内での自己学修，シミュレーション
実習（対面指導および自己練習），自宅学修などを組み合わせ
た研修指導プログラムを試みた．

【方法】
　 指 導 実 施 に お い て， 授 業 管 理 シ ス テ ム（Google 
Classroom®）を用いて日程変更などを共有するとともに，毎
日学習成果を提出させて指導医がタイムリーにフィードバッ
クした．またビデオ会議システム（Zoom®）を用いて朝礼，
終礼および学修成果発表会も実施した．
　この ICT を併用した研修プログラムの有効性を参加した研
修医 4 人と指導医 4 名を対象にアンケートを実施して調査し
た．

【結果および考察】
　研修医は Google Classroom® で「毎日の学修成果進捗状況
が確認でき，学修意欲が維持できた」，「クラウド利用により
院内と自宅で境目なく学修ができた」などと感じており，一
方，指導医は「研修管理が能率よく行えた」などと感じていた．
Zoom® 応用について研修医は「毎日の朝礼，終礼で自宅での
生活習慣が乱れずに研修できた」，指導医は，「自宅研修日に
も研修医の元気な姿が確認できた」と感じていた．

【結論】
　Google Classroom® での研修医と指導医の情報共有や，学
修成果物管理によるタイムリーな指導介入などにより，研修
医のモチベーションアップ，指導医の研修指導管理の能率向
上とそれに伴う時間短縮に寄与できる可能性が示唆された．
また，自宅勤務において Zoom® を利用したミーティングは良
好なコミュニケーションの継続に有用であった．

P-35 歯科補綴学授業におけるアクティブラーニングの導入とその学習効果 ―通常授業，TBL，反転授業の比較―

P-36 歯科医師臨床研修指導における ICT（Google Classroom® と Zoom®）の有効性
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○星　憲幸 1，井上　絵理香 2，清宮　一秀 2，木本　克彦 1

1 神奈川歯科大学大学院　歯学研究科　口腔統合医療学講座　補綴・インプラント学，2 神奈川歯科大学　総合歯科学講座

Educational Status of Digital Dental Treatment at Kanagawa Dental University

○Noriyuki HOSHI1，Erika INOUE2，Kazuhide SEIMIYA2，Katsuhiko KIMOTO1

1Department of Oral Interdisciplinary Medicine，Graduate School of Dentistry，Kanagawa Dental University，2Division of the General Dentistry，
Kanagawa Dental University

【目的】
　現在，歯科治療は CAD/CAM を中心にデジタル技術を取
り入れた治療を行う機会が増えてきており，歯科医師国家試
験にも出題されるようになってきている．歯科教育において
今後は専門的に教育する必要性があり，その確立が急務であ
る．しかし現時点では，確立されておらず各大学で手探りの
状態である．
　そこで本発表では，神奈川歯科大学で取り組んでいるデジ
タル治療の教育について学生からのアンケートを含め，どの
ように行っているかを報告する．

【方法】
　神奈川歯科大学の 1，3，5，6 年生を対象に講義，実習を
行った．1 年生では，Ⅴステージでデジタル治療の導入とし
て概要を講義し，IOS による相互実習を行った．3 年生では，
更に進んだデジタル治療に関する知識と CAD/CAM を実際
に体験する実習を行った．5 年生においては，自ら形成した
歯牙模型を用いてのデジタルデータ採得とデジタルデザイン
の実習や実際の技工について歯科医師だけでなく，歯科技工
士も協力し専門的な教育を行った．6 年生では，これらの知
識をまとめるために講義を中心に教育を行った．
　知識習得評価と共に，学年別に学生アンケートも行った．

【結果および考察】
　学生は，どの学年でもデジタル治療に関する興味が高く，
学習意欲が高い傾向であった．しかし，1 年生は，歯科治療
の基礎知識がほとんど無く興味に限定したものが多かった．3
年生では，直前に歯冠補綴装置の講義と実習を行っているた
め，デジタル治療の特徴を捉え理解することが出来ていた．5
年生においては，デジタル技工をデジタルデータ採得から一
連の流れとして習得し，歯科技工士による専門的な説明によ
り，理解度が深まったようである．6 年生は，総括と国家試
験に対しての再度知識整理を行うことで知識の整理が出来た
ようである．
　今回の低学年からのデジタル治療の学習は 2 年前より開始
しており，実際に 6 年生になった際の学習効果などは不明な
点はあるものの，早期に触れる機会があることで，興味を抱
き学習につながる可能性があるため，経過を見ていきたい．

【結論】
　デジタル治療の教育は，始まったばかりであり確立された
ものではないが，早期に知識と治療に触れることは学生教育
に有効であると思われた．今後も，改良しながら教育方法を
検討していく予定である．

○清宮　一秀 1，2，井上　絵理香 1，2，星　憲幸 3，木本　克彦 2，3

1 神奈川歯科大学総合歯科学講座，2 神奈川歯科大学附属病院技工科，3 神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔統合医療学講座補綴・インプラント学分野

Digital training of Dental technicians at Kanagawa Dental University Hospital

○Kazuhide SEIMIYA1，2，Erika INOUE1，2，Noriyuki HOSHI3，Katsuhiko KIMOTO2，3

1Department of the General Dentistry，Graduate School of Dentistry，Kanagawa Dental University，2Department of Dental Laboratory，Kanagawa 
Dental University Hospital，3Division of Prosthodontics and Oral Implantology，Department of Oral Interdisciplinary Medicine，Graduate School of 
Dentistry，Kanagawa Dental University

【目的】
　近年歯科界において，デジタル歯科技術の進歩は著しくデ
ジタルデンティストリーという学問が確立しつつある．歯科
医師は口腔内スキャナー，歯科技工士は CAD/CAM システ
ムを日常臨床で使用する頻度が急激に増加し，その裾野は今
も尚広がり続けている．
　本大学附属病院では，歯学部臨床実習生に対して歯科技工
士が主体となったデジタルラボ教育を行い，歯科技工士の目
線からデジタル歯科を理解できる歯科医師育成の新たなプロ
グラムを 2019 年度より開始している．今回は，本プログラム
の紹介とアンケート調査を報告する．

【方法】
　本プログラム技工科実習は，
一般目標： デジタル技術を応用して先進歯科技工への理解を

高める．
到達目標： CAD/CAM を用いてデジタルワークフローについ

て理解を深める事とした．
　具体的には，一連のデジタルワークフローを体験させるた
め，座学による説明及び製作現場の見学を行った．続いてマ
ネキンに装着した模型を用いて，口腔内スキャナーによるデ
ジタル光学印象採得を行い，その後 CAD/CAM システムを
用いて，設計及び加工の体験実習を行った．
　また，プログラムを受けた学生 43 名に対してデジタルワー

クフローを理解しているか，4 項目チェックアンケート調査
を，実習前と実習後に行なった．

【結果および考察】
（実習前・理解度アンケート結果）
　理解している 1 名・ある程度理解している 6 名・少し理解
している 28 名・全く理解していない 8 名

（実習後・理解度アンケート結果）
　理解できた 26 名・ある程度理解できた 16 名・少し理解で
きた 1 名・理解できなかった 0 名
　以上の結果から，デジタル歯科技工士が歯学部臨床実習生
にデジタル実習を行うことにより，デジタルワークフローを
理解し，デジタルテクノロジー向上に繋がると考えられる．

【結論】
　歯学部臨床実習生に対しては，口腔内スキャナーのデータ
から補綴装置が完成するまでの一連のデジタルワークフロー
を体験させることにより，一定の評価が得られた．

P-37 神奈川歯科大学におけるデジタル治療の教育現状

P-38 神奈川歯科大学附属病院における歯科技工士によるデジタル実習
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○勝又　桂子，山田　理，伊佐津　克彦，長谷川　篤司

昭和大学歯学部　歯科保存学講座　総合診療歯科学部門

Efficacy of learning “Guidelines for dental treatment” in Dentist clinical training

○Keiko KATSUMATA，Michi YAMADA，Katsuhiko ISATSU，Tokuji HASEGAWA
Department of Conservative Dentistry，Division of Comprehensive Dentistry，Showa University School of Dentistry

【目的】
　卒前教育では，「教科書に記載されている疾患の病態や生理
的変化」に対応する治療法を学ぶ．しかしながら，それらの
すべてが必ずしも「臨床的に推奨される治療法」でないこと
を卒後数年間を経てから学ぶこともめずらしくない．
　卒直後研修において「診療のガイドライン」を学修するこ
とで，今後多くの学修課題と臨床体験とに直面するであろう
研修医には，その治療法の有効性やその予後をふまえてイン
フォームドコンセントできることが期待される．
　今回，研修医の学修プログラムとして，“ う蝕治療 ” と “ 歯
周病治療における薬剤療法 ” に関して「標準治療」について
学修させた後に「診療のガイドライン」を学修させた．

【方法】
　まず，4 名の研修医は “ う蝕治療 ” と “ 歯周病治療における
薬剤療法 ” の「標準治療」について個人で学修し，作成した
ＰＰＴ資料を発表して同僚研修医と 4 名の指導医からフィー
ドバックを受けた．次に，研修医は2名1組で“う蝕治療”と“歯
周病治療における薬剤療法 ” に関する「診療のガイドライン」
を学修してＰＰＴ資料を作成した．発表は 2 名で行い，同僚
研修医と 4 名の指導医からフィードバックを受けた．
　一連の学修プログラム終了後に参加した研修医 4 人と指導
医 4 名を対象に，いくつかのアンケート調査および面接によ
る聞き取りを実施した．

【結果および考察】
　研修医，指導医ともに，標準診療の学修は「卒前学修のま
とめ」，「具体的な治療手技の確認」に役立ったと考えていた．
一方，診療のガイドラインの学修から得られた「根拠の質と
レベル（推奨の強さ）の実際」は「教科書等に基づく標準治療」
と異なることも多いことへの気づきがあったと感じていた．

【結論】
　生涯学修の入り口である研修医時代に「標準治療」だけで
なく，「診療ガイドライン」を学修することは，治療法の有効
性を根拠に基づいて正しく評価する習慣づけとして有効であ
ると考えられた．

○中塚　美智子，神　光一郎，頭山　高子，米澤　美保子，藤田　暁，寺島　雅子，尾形　祐己，和唐　雅博，柿本　和俊，今井　弘一

大阪歯科大学医療保健学部

Consciousness of the career development of students at Osaka Dental University Faculty of Health Sciences

○Michiko NAKATSUKA，Koichiro JIN，Takako TOYAMA，Mihoko YONEZAWA，Satoshi FUJITA，Masako TERASHIMA，Yuki 
OGATA，Masahiro WATO，Kazutoshi KAKIMOTO，Koichi IMAI
Faculty of Health Sciences，Osaka Dental University 

【目的】
　大阪歯科大学医療保健学部は開設から 4 年目を迎え，初め
て 4 学年が揃った．キャリアセンターでは学生のキャリア開
発支援のため，開設以降毎年キャリアデザインに関するアン
ケートを実施して学生のキャリア開発に対する意識を把握し，
学生個々人に応じたキャリア支援を行っている．今回はキャ
リアデザインに関するアンケート調査結果等を用い，各学年
におけるキャリア開発に対する意識について検討を行った．

【方法】
　2017 年度から 2019 年度に本学医療保健学部に入学し，か
つ本研究に対して同意が得られた学生 222 名を対象とした．
2020 年 4 月に学生が回答したキャリア形成に関するアンケー
トを集計し，解析を行った．また半年ごとに実施する振り返
りおよび「将来の夢・目標」を整理し，キャリア意識の変化
について分析した．

【結果および考察】
　アンケート結果より，医療人として社会に出るために必要
な能力として，2017 年度（4 年）から 2019 年度入学（2 年）
の学年全てにおいて専門知識，一般常識や社会常識，専門的
な手技を挙げた．2018 年度（3 年）および 2019 年度入学生（2
年）は 70％以上の学生が専門知識が必要と答え，コミュニケ
ーションスキルは 40％未満の学生しか必要だと答えなかった
が，2017 年度入学生（4 年）では専門知識が必要と答えた学
生は 61％に下がり，逆にコミュニケーション能力を挙げる学
生が半数に及んだ．臨床実習を経験した 4 年生は，専門知識
以上にコミュニケーションが能力と感じていることが明らか
になった．コミュニケーション能力の向上に重点をおいたキ
ャリア支援の重要性が示唆された．

【結論】
　本学部キャリアセンターが学生支援に果たす役割として，
対人関係構築といったソーシャルスキル獲得に関する支援を
中心に進めることが重要である．

P-39 歯科医師臨床研修において「診療のガイドライン」を学修する有効性

P-40 大阪歯科大学医療保健学部生のキャリア開発に対する意識
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○益野　一哉 1，松本　秀範 1，西川　哲成 1，王　宝禮 1，柏木　宏介 2，合田　征司 3，田中　昭男 4，川添　堯彬 5

1 大阪歯科大学歯学部　歯科医学教育開発室，2 有歯補綴咬合学講座，3 生理学講座，4 病理学室，5 学長

About training camp as a place for learning environment

○Kazuya MASUNO1，Hidenori MATSUMOTO1，Tetsunari NISHIKAWA1，Hourei OH1，Kousuke KASHIWAGI2，Seiji GOUDA3，Akio 
TANAKA4，Takayoshi KAWAZOE5

1Department of Innovation in Dental Education，2Department of Fixed Prothodontics，3Department of Physiology，4Department of Pathology，
5President，Osaka Dental University

【背景】
　学習時間の不足，学習方法がわからない等々で成績不振の
学生であっても根底では学力の向上を願っている．しかしな
がら多くは学習の切っ掛けすら掴めず無為に学生生活を過ご
している．やる気を失い悩んでいる学生に，学習に目を向け
させ，本来の学習へのモチベーションを高め，やる気を起こ
させる場として学力強化合宿を活用することを試みた．

【方法】
　夏休みと冬休み期間中，4 年生の希望者と成績不振の学生
を対象に 3 泊 4 日の合宿と 2 日間の大学での補講を行った．1
コマ 60 分の学習時間と 10 分の休憩を基本に，朝食後 8 時か
ら 18 時まで 7 コマは補講（講義形式）を中心に，合宿ではグ
ループ学習を中心に行い，8 と 9 コマ目は自習とした．合宿
では学力の向上はもちろんであるが，それ以前に学習への意
欲喚起，学習姿勢の変革の必要が求められた．そのためまず
は強制的に机の前に座らせるとともに，教員がマンツーマン
に近い状況で対応する体制を取った．その上で学力，指導力
そして気遣いの出来る学生をグループの中に配置するように
して約 8 人の学習グループを作り合宿を行った．学内試験で
合宿前後の偏差値について，統計的に有意か確かめるため，
有意水準 5％で t 検定を行った．

【結果および考察】
　合宿前の学内試験と比較し合宿後では参加者の偏差値の上
昇が統計的に認められた．今回の合宿や今までの学習状況か
ら，大学生においても自分のすぐそばに頑張っている友人が
いることが学習意欲を高めるのではないかと考えられる．合
宿開始時は必要であった教員の強制的な指導も二日目以降か
らは必要なくなり，日頃は授業中でもすぐに居眠りをするよ
うな学生が友人とともに夕食後も 23 時過ぎまで学習し，朝も
早朝から学習している姿をよく目にした．引っ張ってくれる
学生，頑張る学生に合宿に参加してもらい，その学習姿勢を
間近に感じさせることが合宿の効果をより高めるものと考え
られる．

○田口　洋一郎，梅田　誠

大阪歯科大学　歯周病学講座

New York State Laboratory Safety Education System experienced in my research at New York University for 1 year

○Yoichiro TAGUCHI，Makoto UMEDA
Osaka Dental University，Department of Periodotology

【目的】
　2019 年 5 月 1 日より 1 年間，本学国際交流助成金の支援を
得 て New York University College of Dentistry（NYUCD）
へ長期海外研修を行なった．おもに遺伝子導入技術を用い
た癌性疼痛についての研究留学であったが，その 1 年間で
様々なことを経験した．研修初期に行なった準備プログラ
ムの一環として学習したニューヨーク州（NY 州）の研究室
安全教育プログラムと CBT（Computer Based Testing）を
用 い た Certificate of Fitness for Supervision of Chemical 
Laboratories（C-14）の資格について紹介する．

【概要】
　NY 州の規則では，実験室が稼働しているときは週末など
の休日や就労時間外の時間帯も含め C-14 資格を有する研究者
が 1 人以上在室すると規定されている．NYUCD では研究を
行う Postdoctoral fellow や Research fellow は例外なく C-14
の資格を得なければならない．NYUCD 在学中に Research 
student として研究中の歯学部生は基本的に Supervisor であ
る PI の指示のもと PI や所属する Postdoctoral fellow の監督
のもと実験を行わなければならない．
　NY 州では，ニューヨーク市消防署（FDNY）が管轄し，
Brooklyn にある FDNY 本部で 4 者択一の CBT 試験を実施し，
70％以上を合格として C-14 の免許証を発行し更新制をとっ
ている．

【結果および考察】
　現在日本においても，各大学で安全講習会などを通じ諸知
識の習得が図られているが，講義形式で一方通行的な伝達方
法である．しかし NY 州では，消防署といった公的機関が運
転免許証のような資格試験を実施することで知識が確実に習
得でき，今後日本もそのような方向が求められる．

P-41 学習環境の場としての学力強化合宿は有効か

P-42 1 年間のニューヨーク大学海外研修を通じて経験したニューヨーク州の研究室安全教育システムについて
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○田口　則宏，岩下　洋一朗，田松　裕一，西村　正宏

鹿児島大学　学術研究院　医歯学域　歯学系

Development of competency evaluation system on outcome-based education

○Norihiro TAGUCHI，Yoichiro IWASHITA，Yuichi TAMATSU，Masahiro NISHIMURA
Graduate School of Medical and Dental Sciences，Kagoshima University

　医療者教育への説明責任や透明性が求められる昨今，医療
系学士課程教育では我が国のみにとどまらず世界的にも「ア
ウトカム基盤型教育（outcome-based education，以下 OBE
と略す）」の理論に基づくカリキュラム改革が広がりつつある．
OBE は学習者の能力発達をカリキュラム内で保証するとと
もに，その成長を客観的に確認できるという利点がある．本
学では，この理論を用いて全面的にカリキュラム改革を実施
した．6 年間の学士課程教育を通じて修得を目指す 5 つの学
習アウトカム（コンピテンス）を予め設置し，すべての授業
科目をこれらに配置し，教育内容，教育の順次性や時間（単
位）数などを抜本的に見直した．その結果，授業内容の重複
や時代に合わない科目など見直すとともに，昨今新たに求め
られている教育内容を加え，10 科目以上の入れ替えを行った．
2015 年に実施したカリキュラム改革は現在 5 年が経過し，学
年進行で進むカリキュラム改革はほぼ完了が近づいていると
考えられる．

　一方で，現時点で最大の未解決課題は，学習成果の可視化，
すなわち 6 年を一貫した共通の「物差し」で測定可能な能力
評価システムが十分整備できていない点である．OBE では，
従来の科目中心の成績評価に加えて，修得すべきコンピテン
シーが身についたかの総合的な評価が求められる．しかしな
がら現時点では，コンピテンシーの修得状況を可視化した上
で，6 年間の連続したスキームで評価できる総合的な評価シ
ステムは世界的にも存在しない．演者らは学内の医歯学教育
開発センター（田川まさみセンター長）と共同で，現有の e
ポートフォリオ・システムに改良を加え，このような OBE
評価システムとしての応用を目指して作業を行っている．本
報告ではこのような本学の取組について紹介する．

○内田　竜司

福岡歯科大学教育支援・教学 IR 室

A trial of achievement evaluation for competence and competency items

○Ryuji UCHIDA
Educational Support and Institutional Research Office，Fukuoka Dental College

【目的】
　福岡歯科大学では従来のプロセス基盤型教育にアウトカム
基盤型教育の考え方を導入するため，平成 27 年度から卒業時
アウトカムの策定を開始し，平成 29 年度から策定した 6 コン
ピテンス 65 コンピテンシーを行動目標に紐付けするよう追加
した新シラバスの運用を開始した．この新シラバスに基づき，
行動目標の達成度を数値化することで，学修成果として 6 コ
ンピテンス 65 コンピテンシーの達成度の可視化を図ってい
る．今回，獲得能力として数値化する方法の妥当性を評価す
る目的で本検討を行った．

【方法】
　各授業の最終日に，シラバスに明記された当該授業の受講
により獲得されるコンピテンシー（DP の要素となる具体的
な能力）の修得について，当該授業が役立ったかどうかを確
認する目的で，学生に対し獲得能力自己評価アンケートを実
施した．このアンケート結果と数値化された獲得能力値の相
関について検討を行った．

【結果および考察】
　本学の科目群は教養教育科目群，基礎医学・基礎口腔医学
教育科目群，臨床口腔医学教育科目群，一般医学教育科目群，
総合臨床教育科目群に大別されるが，教養教育科目群と臨床
口腔医学教育科目群の相関が低い傾向であった．

【結論】
　この結果を踏まえ，今後，相関の低い科目については，科
目の受講により獲得されるコンピテンシーの見直し，授業内
容や評価方法の適正化等を再考する．

P-43 アウトカム基盤型教育に基づくコンピテンシー評価システムの開発

P-44 学修成果としてのコンピテンス・コンピテンシー項目の達成度評価の試み
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○大山　篤 1，2，青木　伸一郎 2，多田　充裕 2，大沢　聖子 2，伊藤　孝訓 2

1（株）神戸製鋼所東京本社健康管理センター，2 日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座

Characteristics and Background of Behavioral Science Education in Japanese Dental School

○Atsushi OHYAMA1，2，Shinichiro AOKI2，Mitsuhiro OHTA2，Seiko OSAWA2，Takanori ITO2

1Health Administration Center，Tokyo Head Office，Kobe Steel，Ltd.，2Department of Oral Diagnostics，Nihon University School of Dentistry at 
Matsudo

【目的】
　わが国の歯学部における行動科学教育は，学問的体系化の
途上にある．そのため，それぞれの歯学部のカリキュラムの
中で行動科学として扱われている内容には違いがあり，その
ような教育内容に収束した背景も異なっている．そこで本研
究では，行動科学を先進的にカリキュラムに取り入れている
5 つの歯学部の 5 名の教員を対象にフォーカスグループイン
タビュー（以下，FG）を行い，各歯学部における行動科学教
育の特徴やその背景を明らかにすることを目的とした．

【方法】
　都内のインタビュールームにおいて，歯学部の行動科学教
育に関する FG を実施した．行動科学教育で中心的な役割を
担っている 5 つの歯学部の 5 名の教員を対象者とし，FG 実
施前に研究参加への同意を得た．FG の進行は専門の司会者
が行い，文字起こしのデータから討論内容を分析した．なお，
本研究は日本大学松戸歯学部倫理審査委員会の承認を得てい
る．

【結果および考察】
　FG の結果，5 つの歯学部の行動科学教育は以下のように類
型化できると考えられた．1）「患者との向き合い方・関わり
方を身につける学問」として，科学的知識と対患者コミュニ
ケーションの両方を教育している（2 大学），2）「患者との向
き合い方・関わり方を身につける学問」として，対患者コミ
ュニケーションを主に教育している（1 大学），3）「歯科医師・
社会人としての意識・行動を身につける学問」として，医療
者としてのコミュニケーション能力開発を中心に教育してい
る（2 大学）．
　1）の 2 つの歯学部はいずれも行動科学を臨床に活かす目的
で統合的にカリキュラムに組み込んでおり，3）の歯学部のひ
とつは基礎と臨床の間をつなぐために行動科学を整理して教
育していた．ほかの 2 つの歯学部は，行動科学教育を社会か
らの要請と捉えて教育を行っていた．

【結論】
　行動科学教育は歯学部ごとに導入する目的があり，FG に
よりその背景との関連性がより詳細に理解できた．

○楠本　哲次 1，藤田　暁 1，首藤　崇裕 1，柿本　和俊 1，西崎　宏 1，樋口　鎮央 1，錦織　良 1，三宅　晃子 1，元根　正晴 2，糸田　昌隆 2，
橋本　正則 2，山中　武志 2，頭山　高子 2，梶　貢三子 2

1 大阪歯科大学医療保健学部口腔工学科，2 大阪歯科大学医療保健学部口腔保健学科

Approach on objective structured clinical examination before clinical practical training in crown and bridge practice of dental technology

○Tetsuji KUSUMOTO1，Satoshi FUJITA1，Takahiro SHUTO1，Kazutoshi KAKIMOTO1，Hiroshi NISHIZAKI1，Shizuo HIGUCHI1，Ryo 
NISHIKIORI1，Akiko MIYAKE1，Masaharu MOTONE2，Masataka ITODA2，Masanori HASHIMOTO2，Takeshi YAMANAKA2，Takako 
TOYAMA2，Kumiko KAJI2

1Department of Oral Health Engineering，Faculty of Health Sciences，Osaka Dental University，2Department of Oral Health Sciences，Faculty of 
Health Sciences，Osaka Dental University

【目的】
　大阪歯科大学医療保健学部口腔工学科の学生は 3 年次から
病院実習に入る．病院実習生として，知識や技能を有し，判
断力，説明力，コミュニケーション力を有していることが望
ましく，それらを客観的に評価することが必要である．そこ
で，クラウンブリッジ技工学において病院実習前試験を実施
し，客観的評価に取り組んだので報告する．なお，本発表に
際して，大阪歯科大学医の倫理委員会（大歯医倫　第 111052
号）にて承認を得ている．

【方法】
　2019 年度口腔工学科 3 年生でクラウンブリッジ技工学を履
修した学生 8 名を対象とした．歯学系 OSCE に準じて，課題
は基本的技能，判断力・説明力，基本的臨床技能から，5 つ
取り上げた．課題ごとの試験時間は，移動 1 分，問題提示 1 分，
試験 5 分の計 7 分とし，ストレートワンウェイで，5 つの試
験会場（ステーション）を移動する形式とした．試験担当は，
学部の教員 15 名に依頼し，評価者，補助者，誘導，救護，設
営の役割分担を決めた．学生，教員には事前に実施要領を配
布し，説明を行った．

【結果および考察】
　当日は，タイムテーブルに基づき，トラブルもなく，順調
に試験を終えることができた．担当教員は歯科医師，歯科技
工士，歯科衛生士，医師，その他の有資格者から構成され，
歯学系 OSCE 未経験者は 2/3 であった．今回，基本的臨床技
能課題として，各種補綴装置の患者説明，技工指示書の可視化，
手指消毒を取り上げたが，歯科技工士を目指す学生が病院実
習に入るのに必要な知識，技能，態度を評価する課題は明確
ではない．教員からも課題と課題に対する評価の項目や基準
について検討が必要であるという意見があり，病院実習内容
と評価すべき課題の整合性が浮き彫りとなった．

【結論】
　歯学系 OSCE の手順，環境，運営方法などを取り入れ，ク
ラウンブリッジ技工学の病院実習前試験を実施することがで
きた．

P-45 わが国の歯学部における行動科学教育の特徴とその背景

P-46 クラウンブリッジ技工学における病院実習前試験の取り組み
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○滑川　初枝，中西　生美，横澤　茂，大津　光寛，仲谷　寛，石垣　佳希，石田　鉄光，田谷　雄二，青木　春美，田中　とも子，沼部　幸博，
松野　智宣，千葉　忠成，石黒　一美，堀江　哲郎

日本歯科大学生命歯学部　教育開発委員会　PBL テュートリアル部会

A Trial of TBL in 5th grade clinical training –Evaluation from students–

○Hatsue NAMEKAWA，Ikumi NAKANISHI，Shigeru YOKOZAWA，Mitsuhiro OHTSU，Hiroshi NAKAYA，Yoshiki ISHIGAKI，
Kanemitsu ISHIDA，Yuji TAYA，Harumi AOKI，Tomoko TANAKA，Yukihiro NUMABE，Tomonori MATSUNO，Tadashige CHIBA，
Hitomi ISHIGURO，Tetsuro HORIE
Division of PBL Tutorials，Education Development Committee，The Nippon Dental University，School of Life Dentistry at Tokyo

【目的】
　日本歯科大学附属病院では，令和元年度第 5 学年臨床実習
において，臨床実習後期に Team-Based Learning（TBL）を
取り入れグループ学習を行った．今後，臨床実習教育に TBL
をより効果的に導入するために，学生に対しアンケート調査
を行い検討した．

【対象と方法】
　学生 123 名に対して，TBL 終了時に下記 8 項目についてア
ンケートを行った．また，今後 TBL での学習を望むテーマ
を自由記載とし，その内容を検討した．
1）TBL は楽しかった，2）積極的に予習できた，3）学生の
発言機会が増えるのは良かった，4）コミュニケーション能力
が増した，5）項目への興味が深まった，6）学習意欲が高まった，
7）講義より負担が多かった，8）今後の学習方法に活かせる
と思う

（a：そう思う　b：どちらかといえばそう思う　c：どちらか
といえばそう思わない　d：そう思わない，％）

【結果および考察】
　集計結果は以下のとおりとなった．
1）a：38.2　b：43.9　c：13.0　d：4.9，2）a：39.8　b：53.7　c：
5.7　d：0.8，3）a：39.8　b：49.7　c：8.1　d：1.6　無回答：
0.8，4）a：38.2　b：38.2　c：20.3　d：3.3，5）a：35.8　b：
55.3　c：8.1　d：0.8，6）a：35.0　b：51.2　c：13.8　d：0，7）
a：23.6　b：30.1　c：36.5　d：9.8，8）a：33.3　b：48.0　c：
13.8　d：4.9
　また，今後学習を望むテーマは，ほぼ全ての分野が記載さ
れていた．
　学生は，臨床実習で多くの症例を経験しており，興味を持
って TBL に取り組んでいたと考えられる．その中で自分の
知識を再確認，整理し，さらに経験していない症例に対する
学習意欲が現れたと推察される．

【結論】
　これらの結果は，今後の TBL 導入に大きく寄与すること
が示唆された．さらなる検討を重ね，高い学習効果の得られ
る TBL にしたい．

○永松　有紀，永松　浩，清水　博史

九州歯科大学

Effectiveness of a series of supplementary lectures for the National Examination conducted by request of the 6th grade students of Kyushu Dental University

○Yuki NAGAMATSU，Hiroshi NAGAMATSU，Hiroshi SHIMIZU
Kyushu Dental University

【目的】
　演者らは学生の要望に応え，歯科医師国家試験対策を目的
とした補習講義「生体材料学演習」（以下，補講）を行っており，
平成 28 年度より年間 8 回実施している．本研究では，本補講
の改善を目指し，受講学生に対する補講後のアンケート調査
の結果から，受講の理由，学修効果および受講態度等を分析し，
受講学生が望む講義内容について検討した．

【方法】
　全 8 回の補講は平成 29 年度九州歯科大学歯学科 6 年生を対
象とし，受講は自由意志とした．事前に演習問題を解答して
自身の課題点を認識するように促した．演習問題の解説を中
心に補講を実施した．演習問題の事前解答の有無，補講に対
する満足度・真剣度等についてアンケート調査を各回行った．
全 8 回終了後に受講理由等の項目も調査した．なお，本研究
は本学の平成 29 年度学長重点枠研究の一環として実施した．
また，本学研究倫理委員会の承認（承認番号 17-5）を得て行
った．

【結果および考察】
　総括すると，対象学生の 97.8％が 1 回以上，22.0％が全 8
回を受講し，平均受講率は 67.2％（± 8.6）であった．第 4
回は研修歯科医選考試験と重なったため，受講率は最低値の
50.5％となった．演習問題の事前解答率は回答者の 65.3％（±
15.8）であり変動が大きかった．補講の気づきとして 95.9％（±
4.1）が「見落としていた点に気づいた」，「間違いやすい箇所
がわかった」，「解答の仕方がわかった」等をあげた．受講の
理由として半数以上が「集中的に学修する時間を作るため」，

「自己学修ではまとめにくいため」等をあげた．補講に対する
学生の捉え方を考察すると，個々の国家試験の準備状況に応
じた自己対処を目的に，不安の軽減のために受講しているこ
とが認識された．

【結論】
　本補講をさらに有効にするために，国家試験合格を目指す
学生の心理状態および受講態度を十分に理解した上で，補講
の開催日時と詳細な学習目標の設定，ならびに学習プログラ
ムの組み立ての必要性が示唆された．

P-47 第 5 学年臨床実習における TBL の試みについて ―学生の評価から―

P-48 九州歯科大学 6 年次生の要望により実施した国家試験対策補講の有用性
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○金森　ゆうな 1，則武　加奈子 1，梅森　幸 1，岩城　麻衣子 1，城戸　大輔 1，秀島　雅之 2，木村　康之 1，服部　旭威 3，礪波　健一 1，
海老原　新 4，荒木　孝二 3，新田　浩 1

1 東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科総合診療部，2 快眠歯科（いびき・無呼吸）外来，3 同大学大学院医歯学総合研究科歯学教育システム評価学分野，
4 歯髄生物学分野

TMDU trainee residents’ feedback on the trial of objective clinical skills examinations

○Yuna KANAMORI1，Kanako NORITAKE1，Sachi UMEMORI1，Maiko IWAKI1，Daisuke KIDO1，Masayuki HIDESHIMA2，Yasuyuki 
KIMURA1，Akitaka HATTORI3，Ken-ichi TONAMI1，Arata EBIHARA4，Kouji ARAKI3，Hiroshi NITTA1

1Oral Diagnosis and General Dentistry，2Dental Clinic for Sleep Disorders，Dental Hospital，Tokyo Medical and Dental University （TMDU），3Depts. 
Educational System in Dentistry，4Pulp Biology and Endodontics，Graduate School of Medical and Dental Sciences，TMDU 

【目的】
　本研究の目的は，東京医科歯科大学歯学部附属病院（本院）
に所属する研修歯科医（研修医）に対して実施した試行的臨
床技能試験に関する研修医の評価を調べることであった．

【方法】
　2019 年 6 月及び 9 月に行ったコンポジットレジン充填（CR）
及び支台歯形成（形成）の試行的臨床技能試験を受験した 47
名中，2020 年 3 月に在院していた 25 名に対し質問票調査を
行った．質問票は，CR，形成のそれぞれの課題については適
切性（3 問）・試験による行動変容（3 問）・有用性（1 問）・
自己評価の難易度（1 問）を問い，また試験全般については
モチベーションの変化（1 問）・実施継続の要望（1 問）を問
う構成とした（合計 18 問）．回答は「全くそう思わない」，「そ
う思わない」，「どちらかといえば，そう思わない」，「どちら
かといえば，そう思う」，「そう思う」，「とてもそう思う」の
6 段階評価の選択式とした．さらに自由記載欄も設けた．

【結果および考察】
　以下，「どちらかといえば，そう思う」，「そう思う」，「と
てもそう思う」と回答した研修医の割合の合計を記す．課題
CR と形成のそれぞれについて，質問項目「試験のレベルは
簡単」では 64％と 28％，「内容が適切」では 80％，100％，

「時間が適切」では 92％，64％，「試験のためにスキルスラボ
に通った」では 28％，52％，「教科書・書籍を読んだ」は 32
％，64％，「指導医に指導を仰いだ」では 32％，48％，「技能
把握に有用であった」では 84％，100％，「自己評価が難しか
った」では 32％，48％であった．試験全般に関する項目では，

「モチベーションが上がった」は 88％，「実施を継続するべき」
は 80％であった．自由記載欄からは，「試験の評価を知りた
かったです．」という記載等が得られた．
　今後も技能試験を継続し，適切なフィードバックにつなが
る多角的な分析が必要と考えられた．

【結論】
　研修医に対する臨床技能試験の実施は，研修医の技能の把
握やモチベーションの向上等に有益である可能性が示唆され
た．

○森　淳秀 1，藤田　淳一 2，岡　隼人 2

1 大阪歯科大学数学教室，2 大阪歯科大学英語教室

How thinking in English effects academic progress of Mathematics

○Atsuhide MORI1，Junichi FUJITA2，Hayato OKA2

1Department of Mathematics Osaka Dental University，2Department of English Osaka Dental University

【目的】
　入学時プレースメントテストにおける英語の成績は，1 年
生の数学の成績と相関があるなど，英語力だけでない汎用性
能力を反映する．そこで英語の学力を適切に伸ばすことによ
って数学など他科目の学力を同時に伸ばすことを考える．

【方法】
　本学では平成 17 年度から，数学の試験の 5％に，予め配布
した深い数学的内容の英文を出題して，数学の理解を深める
試みを行っている．この部分の成績は入学時プレースメント
テストの英語の成績と同程度に数学全体の成績と相関するが

（r=0.3），入学時の能力だけを反映するとは限らない．前回の
大会で中間報告をした通り，本学英語教室では平成 19 年度か
ら，欧米の一般的思考形式である演繹法を意識した英語教育
を実践し，習熟度の評価を行っている．その結果の数学の成
績との相関はプレースメントの場合より有意に強い（r=0.5）．
そこで演繹法の習熟度からプレースメントの成績を引いた差

（偏差値および順位の差）によって英語の思考力の「伸び」を
測定することにした．また英文から数学的内容の全体像を読
み取ることができたかを測るために，数学英語の成績を満点
か否かの 2 値として「本質的理解度」を定義した．これらの
尺度と諸成績の相関について調べた．

【結果および考察】
　英語の「伸び」は，数学英語の成績とほぼ相関しないが，「本
質的理解度」との間には弱い相関が見られた（r=0.15）．理解
度を数学の成績が平均点以上の場合に限れば相関は若干強く
なる（r=0.2）．学力の伸びを基礎学力から切り離して考える
ことは一般に困難であり，この結果は注目すべきものである．
英語の思考力に着目した指導が，数学の思考力を深めたこと
が示唆される．

【結論】
　読み書きや会話だけでなく，英語を通して思考をすること
が，汎用性能力を高め，他科目の成績向上につながることが
示唆された．英語の専門家が教育を行うことの意義が明確に
された．

P-49 東京医科歯科大学研修歯科医に対する試行的臨床技能試験の研修歯科医による評価

P-50 英語による思考が数学の学力向上に与える影響
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○岡村　英幸，平井　悠哉

大阪歯科大学　歯学部　生物学教室

Development of Bioinformatics Education for 1st-year students in the Faculty of Dentistry

○Hideyuki OKAMURA，Yuya HIRAI
Osaka Dental Univ. Dept. of Biol.

【目的】
　ゲノム診療・mRNA 検査など，生命情報科学を基盤とし
た臨床技術の開発・普及により，これからの歯科医師養成に
とって生命情報科学教育の重要性が高まっている．そこで
我々は，卒後に携わる臨床現場での応用を視野に，学部学生
に幅広く生命情報科学の基礎知識習得を図り，データベース
などのツールになじみを持ってもらうことを目標に，第一学
年の生物学実験において，ゲノムデータベースを利用した in 
silico の実習メニューの開発を行っている．

【方法】
　昨年度実施した実習の概略は，1）ヒトゲノムデータベース
から指定した歯・骨関連タンパク質のヒト配列データを文字
検索などで取得，2）そのアミノ酸配列をクエリーとしてヒト
以外の動物種の相同配列を BLAST 検索によって収集，3）集
まったアミノ酸配列データを配列比較し，WEB 上の解析サ
ービスを利用して進化系統樹を作成，までを一日分の実習課
題とし，併せてアンケート（無記名であるが実習課題と合わ
せて提出されているため記名に準ずる）を実施した．

【結果および考察】
　受講者 123 名，うち 34 名からアンケートの回答を得た．回
答内容は全体的に簡潔で，実習内容に深く踏み込んだような
ものは余り見られなかった．回答率がそれほど高くない事と
合わせると，受講生にとっては「やらされている感」の方が
大きいのかもしれない．
　実習テーマ外の意見として，PC 操作の技術面やデータベ
ース上の標準言語である英語の難しさをハードルの高さとし
て指摘している意見が散見された．これは実施初年度の受講
生からも聞こえた意見で，それを踏まえ昨年度は作業量を見
直したが，更に踏み込んで “ とっつきにくさ ” を払拭する手
立てを講じる必要があると思われた．今年度は三回目の実施
を予定しているが，扱う遺伝子に SARS-CoV-2 や COVID-19
関連のタンパク質を加える等，より一層学生の関心・学習意
欲を喚起できそうな改良案を検討中である．

○嘉藤　弘仁，田口　洋一郎，梅田　誠

大阪歯科大学　歯学部　歯周病学講座

Evaluation of structured clinical examination for periodontal treatment after clinical training in the faculty of dentistry of Osaka Dental University

○Hirohito KATO，Yoichiro TAGUCHI，Makoto UMEDA 
Department of Periodontology，Osaka Dental University

【目的】
　大阪歯科大学附属病院・歯周治療科では，卒前教育として
の臨床実習を終えるにあたり，臨床実習終了時試験として，
臨床能力を評価してきた．今回，臨床技能教育の改善の一助
を目的として臨床能力試験の結果を検証することとした．

【方法】
　対象は，2019 年度に臨床実習修了見込みの本学歯学部 69
期生（138 名：男性 77 名，女性 61 名）の学生とし，実習試
験用の歯列模型を用いて 5 年次 12 月に実施した．試験内容は，
下顎前歯部（32-42）に付着した歯肉縁上歯石をグレーシータ
イプのキュレットスケーラーで除去することを課題とした．
評価項目として，①歯石除去ができているか，②歯質の損傷
があるか，③歯肉の損傷があるか，3 項目を設定した．さら
に，これらの評価項目を 3 段階（2 点：臨床実習修了時の技
能レベルとして十分，1 点：許容されるレベル，0 点：臨床実
習終了時の技能レベルとして不十分）に分類して評価を行っ
た．評価は歯周病学講座所属の教員 3 名で実施した．

【結果および考察】
　臨床能力試験には 138 名全員が参加した．歯石の除去につ
いては，0 点は 20％，1 点は 66％，2 点は 14％であった．4
歯すべての歯石を除去できた学生は少なかったが，多くの学
生は概ね歯石の除去を行うことができた．歯質の損傷につい
ては，0 点は 7％，1 点は 82％，2 点は 11％であった．歯肉の
損傷については，0 点は 2％，1 点は 47％，2 点は 51％であった．
また 3 つの課題すべてにおいて，男子学生のほうが女子学生
よりも得点が高い傾向にあった．評価者間の比較においては，
歯質の損傷ではほぼ評価が一致していたが，歯石の除去と歯
肉の損傷では評価の一致が低い傾向にあった．

【結論】
　歯石除去の得点が低い傾向にあったことから，手用スケー
ラーでのスケーリング操作について繰り返し教育する必要性
があることが示唆された．また評価者間でのばらつきが認め
られた評価項目があったことから，評価シートやマニュアル
などを改良し，評価者間の一致率を高めることが必要である
と考えられる．

P-51 歯学部第一学年を対象とした生命情報科学実習の展開

P-52 大阪歯科大学歯学部における歯周治療に関する臨床能力試験の評価
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○井口　麻美 1，二宮　一智 2，田中　聖至 3，両角　祐子 4，長谷川　優 5，大橋　誠 6，藤井　一維 1

1 日本歯科大学新潟生命歯学部　歯科麻酔学講座，2 日本歯科大学新潟生命歯学部　薬理学講座，3 日本歯科大学新潟生命歯学部　小児歯科学講座，4 日
本歯科大学新潟生命歯学部　歯周病学講座，5 日本歯科大学新潟短期大学，6 日本歯科大学新潟病院　歯科麻酔・全身管理科

Study on the current state of medical interview on clinical apprentices of the Nippon Dental University School of Life Dentistry at Niigata.

○Asami IGUCHI1，Kazunori NINOMIYA2，Satoshi TANAKA3，Yuko MOROZUMI4，Yuh HASEGAWA5，Makoto OOHASHI6，
Kazuyuki FUJII1

1Department of Dental Anesthesiology，The Nippon Dental University School of Life Dentistry at Niigata，2Department of Pharmacology，The 
Nippon Dental University School of Life Dentistry at Niigata，3Department of Pediatric Dentistry，School of Life Dentistry at Niigata，Nippon Dental 
University，4Department of Periodontology，The Nippon Dental University School of Life Dentistry at Niigata，5The Nippon Dental University 
College  at Niigata，6Department of Dental Anesthesiology The Nippon Dental University Niigata Hospital

【目的】
　本研究の目的は，歯科麻酔全身管理科の実習を行った臨床
実習生の医療面接の現状を把握し検討することにより，学生
指導を行うための一助とすることである．

【方法】
　対象は，令和元年度に日本歯科大学新潟病院で臨床実習を
行なった第 5 学年 68 名のうち，自由記載が空欄のものを除外
し，同意の得られた 66 名である．臨床実修修了時に，以下の
アンケート調査（10 項目）を行った．
　1 医療面接という言葉を聞いたことがあるか．2 医療面接と
はどうゆうことであるか．3 病院を受診して先生と話をして
いて不快な印象を受けたことはあるか，およびその理由．4
病院を受診して自分の伝えたいことは話せているか，および
その理由．5 臨床で実際に医療面接は何分くらい行なったか．
6 全身疾患について医療面接は行ったかおよびその内容．7
全身状態について毎回，医療面接は行ったか，およびその理由．
8 内服薬について毎回，医療面接は行ったか，およびその理由．
9 臨床に出て医療面接を行い感じとこと．10 医療面接で大切
なことは何か．の 10 項目である．

【結果および考察】
　質問 1 では全て「はい」と選択していた．質問 5 では，全
て「はい」を選択しており，質問 5 の多くは 5 分から 10 分で
あった．しかし，短いいものでは 2 分であった．質問 6 では
60 名が「はい」と回答していたが，確認していない者も存在
した．また，質問 8 では「はい」を選択した者は 38 名で「い
いえ」を選択したものよりも多いが 22 名は確認をしていない
結果となった．初診時には内服薬の確認を行っていても，そ
れに続く細かい内容の確認が不足していた．今後はこの点を
指導していく必要があると考える．

【結論】
　本研究の結果から，初診の医療面接では全身的なことにつ
いて確認をしていたが，その後の確認が不足していたことか
ら，全身的な内容に関する医療面接の目的，重要性について
改めて指導することの必要性が示唆された．

○川西　克弥 1，村田　幸枝 1，河野　舞 2，越野　寿 1，川上　智史 1，長澤　敏行 1

1 北海道医療大学歯学部，2 千葉県立保健医療大学

Consideration on the rate of agreement of Inter-Evaluators for Post Clinical Clerkship OSCE 

○Katsuya KAWANISHI1，Yukie MURATA1，Mai KONO2，Hisashi KOSHINO1，Tomofumi KAWAKAMI1，Toshiyuki NAGASAWA1

1School of Dentistry，Health Sciences University of Hokkaido，2Chiba Prefectural University of Health Sciences

【目的】
　2020 年の歯学系臨床実習後 OSCE の本格導入に向けて，医
療系大学間共用試験実施評価機構が主体となり各大学におい
てトライアルが行われてきた．本学では 2017 年から 2019 年
までの 3 年間，臨床能力試験において態度・技能評価を実施
してきた．臨床実習前の OSCE では評価者は 2 名で実施して
いるが，臨床実習後 OSCE では評価者の人数に規定は設けら
れておらず各大学の実施状況に委ねられている．今回，評価
者間の評価結果の一致率について分析し，評価者数の選定に
ついて考察したので報告する．

【方法】
　168 名（2017 年：46 名，2018 年：59 名，2019 年：63 名 ）
の臨床実習生を対象に，義歯調整に関する臨床実地試験トラ
イアルを行った．一人の受験者に対し 2 名の評価者が担当し，
医療系大学間共用試験実施評価機構が作成した評価シートを
用いて評価した．評価者は指導医の資格ならびに補綴系の教
員で構成され，事前に評価マニュアルによるすり合わせを実
施した．
　2 評価者間の評価得点の一致度を評価項目ごとにκ係数を
算 出 し，0.00 以 下 を No agreement，0.00 ～ 0.20 を Slight，
0.21 ～ 0.40 を Fair，0.41 ～ 0.60 を Moderate，0.61 ～ 0.80 を
Substantial，0.81 ～ 1.00 を Almost perfect とした．

【結果および考察】
　全年度において不合格者の割合は 10％以下であり，多くの
学生が 1 回で合格していた．評価者間の一致率は全体的に低
い傾向（Slight ～ Moderate）にあった．医療安全に対する配
慮（医療廃棄物の処理）に関しては 2018 年度と 2019 年度で
No agreement となった．一方，指導教員への報告・確認（治
療開始時の報告）は，2017 年度と 2018 年度で Substantial と
なった．各年度間での一致率はばらつきが多く，評価の難し
さが浮き彫りとなった．
　不合格者の割合が低く，合否に関わる一致率は高かった．
しかし項目別の点数に関しては一致率が低かったことから，
評価に関するすり合わせの不足や評価者の一人に見落としが
あったことが示唆された．試験の公平性と信頼性を向上させ
るためには十分なすり合わせを行うとともに複数の評価者で
評価する必要があることが示唆された．

P-53 日本歯科大学新潟生命歯学部臨床実習生の医療面接に関する検討

P-54 臨床実地試験トライアルにおける評価者間一致率に関する考察
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○酒巻　裕之，麻賀　多美代，麻生　智子，鈴鹿　祐子，山中　紗都，河野　舞，荒川　真，金子　潤，大川　由一

千葉県立保健医療大学健康科学部歯科衛生学科

A Study on the Usefulness of CC Snapshot Evaluation Sheet for Clinical Practice in Dental Clinic

○Hiroyuki SAKAMAKI，Tamiyo ASAGA，Tomoko ASO，Yuko SUZUKA，Sato YAMANAKA，Mai KONO，Makoto ARAKAWA，
Jun KANEKO，Yoshikazu OKAWA
Department of Dental Hygiene，Faculty of Health Care Sciences，Chiba Prefectural University of Health Sciences

【目的】
　歯科診療室の参加型臨床実習（CC）において，「診療
現場における学習評価」として歯科診療室臨床実習用 CC 
Snapshot 評価票（CC Snapshot）を活用している．本研究で
は CC Snapshot 評価の有用性について，CC Snapshot におけ
る学生の自己評価，教員評価の結果から検討した．

【方法】
　2017 年度歯科衛生学科 3 年生のうち，研究協力の同意を得
られた者の CC Snapshot 評価結果を検討対象とした．「歯科
診療室総合実習」の実習期間を 4 期に分け，第 1 期と第 4 期
の CC Snapshot 評価について比較検討した．学生が担当した
症例について CC Snapshot にて自己評価を行い，次いで教員
が同じ CC Snapshot に評価を記載し，フィードバックを行っ
た．各評価は 5 段階評価で，集計では各評価項目の評価を 5
～ 1 にスコア化（合計 8 ～ 40）し，JMP® pro 14（SAS）を
用いて，評価の分散分析を行った．有意水準を p<0.05 とし
た．本研究は千葉県立保健医療大学研究等倫理委員会の承認

（2017-30）を得て行われた．

【結果および考察】
　対象者 19 名（100％）から研究協力の同意を得た．検討対
象症例数は，第 1 期 48 例，第 4 期 62 例，計 110 例であっ
た．第 1 期の学生自己評価は 22.0 ± 0.28，教員評価は 22.9 ±
0.28，第 4 期の学生自己評価は 24.0 ± 0.24，教員評価は 25.8
± 0.24 であった．学生自己評価と教員評価ともに第 1 期と第
4 期の評価との間に有意差を認めた．さらに第 4 期の全評価
項目の教員平均評価は「学生相当」で，ディプロマポリシー
に到達していることが確認された．

【結論】
　歯科診療室総合実習では，CC Snapshot のルーブリックの
設定は適切で客観的に評価でき，有用であることが示唆され
た．

○米田　雅裕 1，山田　和彦 1，畠山　純子 1，松﨑　英津子 2，阿南　壽 2，内藤　徹 3，森田　浩光 4，廣藤　卓雄 1

1 福岡歯科大学　総合歯科学講座総合歯科学分野，2 口腔治療学講座歯科保存学分野，3 総合歯科学講座高齢者歯科学分野，4 総合歯科学講座訪問歯科セ
ンター

Preparation of tips for oral examination at the clinical dental training

○Masahiro YONEDA1，Kazuhiko YAMADA1，Junko HATAKEYAMA1，Etsuko MATSUZAKI2，Hisashi ANAN2，Toru NAITO3，
Hiromitsu MORITA4，Takao HIROFUJI1

1Section of General Dentistry，Department of General Dentistry，2Section of Operative Dentistry and Endodontology，Department of Odontology，
3Section of Geriatric Dentistry，Department of General Dentistry，4The Center for Visiting Dental Service，Department of General Dentistry，
Fukuoka Dental College

【緒　言】
　診療参加型臨床実習の際に教員が行う口頭試問は学生が知
識不足に気付いたり，知識の整理を行う上で役立つと考えら
れ，口頭試問の充実は教育効果の向上につながると思われる．
一方，総合歯科系臨床実習では，さまざまな職階の教員や医員，
大学院生が指導しており，口頭試問の内容，難易度等にばら
つきがある可能性がある．そこで今回，保存修復領域の「口
頭試問のヒント」（以下ヒント集）を作成し，令和元年度後期
から 5 年生臨床実習時の指導に応用した．

【材料および方法】
　齲蝕除去，コンポジットレジン修復など 8 つのケースおよ
びバー・ポイント編に分類した．各項目の口頭試問の例と解
答例を A4 1 枚に記載し，ラミネート加工したのち 1 冊に綴
じて各診療ユニットに配置した．令和元年度後期臨床実習終
了後，学生（85 名），指導医（教員・医員，大学院生計 11 名）
に無記名のアンケートを依頼し，記載に漏れがなく公表に同
意が得られたものについて集計をおこなった．

【結果および考察】
　①学生アンケート：前期に比べて保存修復領域の試問が増
加しており，92.3％の学生が口頭試問によって知識不足に気
付いたと回答した．64.6％の学生が口頭試問をさらに増やし
てほしいと回答した．
　②指導医アンケート：90.9％の指導医がヒント集は使いや
すく，学生に対するレベルとして適正だと回答した．一部の
指導医からは自身の知識の整理に役立ったという感想も得ら
れた．
　以上の結果から，ヒント集は指導医が口頭試問を行う際の
助けとして役立っており，学生も口頭試問によって知識の整
理がしやすくなったと考えられる．一方，保存修復全領域の
内容を提示することにより，指導医の知識の整理，指導の標
準化にも役立った可能性がある．現在は感染対策のため十分
な臨床実習が行えていないが，将来的には試問の内容やヒン
ト集の仕様を再検討する予定である．

＊会員外協力者：瀬野恵衣，伊﨑佳那子

P-55 歯科診療室臨床実習用 CC Snapshot 評価票の有用性に関する検討

P-56 診療参加型臨床実習用「口頭試問のヒント」の作成
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○秋山　仁志，宇塚　聡，町田　麗子，三代　冬彦

日本歯科大学附属病院研修管理委員会

Efforts to prevent the spread of Covid-19 infection of clinical trainee dentists in Nippon Dental University Hospital in 2020

○Hitoshi AKIYAMA，Satoshi UZUKA，Reiko MACHIDA，Fuyuhiko MISHIRO
Training Management Committee，Nippon Dental University Hospital

【目的】
　2019 年 12 月に武漢市で報告された肺炎は，新型コロナウ
イルス感染症（COVID-19）と命名され，1 月 30 日に WHO
から国際的な緊急事態宣言がなされた．日本では 2 月 27 日に
全国の小中高校に臨時休校要請がなされ，3 月 24 日には東京
オリンピック・パラリンピックの延期が発表された．日本歯
科大学附属病院では COVID-19 対策本部を設置し，感染拡大
防止に様々な対策が講じられた．今回，国家試験合格発表後
の令和 2 年度研修歯科医予定者への対応，歯科医師臨床研修
の実施状況について報告する．

【方法】
　3 月 16 日の第 113 回歯科医師国家試験合格発表により管理
型長期プログラム 32 名，協力型長期プログラム 26 名，協力
型複数プログラム 27 名の研修歯科医 85 名が確定した．臨床
研修ホームページから 2 月 15 日～ 3 月 31 日の海外渡航歴・
国内移動歴（行動トレース），健康状況の情報収集を行った．
研修プログラムの運営に関して関東信越厚生局健康福祉部医
事課に相談のもと実施し，日本歯科大学 moodle 上に『令和 2
年度研修歯科医』のコースを設立した．

【結果および考察】
　COVID-19 の拡大防止に伴う対応として始業式は中止とし，
4 月 1 日からテレワークにて研修を開始した．研修歯科医が
総合的な診療能力（態度・技能・知識）を身につけることが
できるように研修管理委員会で課題を作成し，Moodle にて毎
日課題を出題し 18 時までに提出を求めた．協力型臨床研修施
設研修プログラム説明会は開催せず，WEB 上に 2020 年度研
修プログラム紹介ページ（122 施設）を作成し，パスワード
付 PDF にて施設情報・研修プログラムを掲載し，群内マッ
チングシステムで配属先決定を行った．緊急事態宣言解除後，
プログラムごとに交代で附属病院研修，実技トレーニング研
修，テレワーク研修を実施した．

【結論】
　COVID-19 感染拡大防止による日本歯科大学附属病院の診
療縮小体制下，情報通信機器を活用した研修を行い，研修歯
科医が総合的な診療能力を身につけることができるように対
応することができた．

○竹内　義真 1，2，紙本　篤 1，2，古地　美佳 1，2，関　啓介 1，2，高見澤　俊樹 3，宮崎　真至 3

1 日本大学歯学部総合歯科学分野，2 日本大学歯学部総合歯学研究所歯学教育研究部門，3 日本大学歯学部保存学教室修復学講座

A survey report of the general practice residency program of Nihon University School of Dentistry in remote islands

○Yoshimasa TAKEUCHI1，2，Atsushi KAMIMOTO1，2，Mika FURUCHI1，2，Keisuke SEKI1，2，Toshiki TAKAMIZAWA3，Masashi 
MIYAZAKI3

1Department of Comprehensive Dentistry and Clinical Education，Nihon University School of Dentistry，2Division of Dental Education，Dental 
Research Center，Nihon University School of Dentistry，3Department of Operative Dentistry，Nihon University School of Dentistry 

【目的】
　日本大学歯学部付属歯科病院は，島しょ地区の各診療所を
研修協力施設に設定し，離島歯科研修を地域歯科医療分野の
歯科医師臨床研修プログラムに導入している．今回は，離島
歯科診療における診療の特徴ならびに離島歯科研修プログラ
ムの研修歯科医への影響について既存データ（研修体験シー
ト，総括的自己評価シート，研修歯科医診療・介補記録，離
島歯科診療における自己評価チェックリスト）を基に分析し
報告する．

【方法】
　2009 年～ 2018 年の離島歯科研修 1 週間を体験した研修歯
科医 138 名の既存データを基に，離島歯科診療における診療
内容と研修歯科医の実施した処置数および技工物製作数の調
査と研修歯科医の自己評価と指導歯科医の評価の比較，自由
記載項目の中で研修体験シートの「重要と思われるもの」お
よび総括的自己評価シートの「自己評価」についてテキスト
マイニングツールを用いてテキストマイニングを行った．な
お，本研究は日本大学歯学部付属歯科病院倫理委員会の承認
を受けて実施した（承認番号：EP19D0016）．

【結果および考察】
　対象とした研修歯科医 138 名のなかで 65 名が学校や保健セ
ンター等の歯科検診および歯科授業を体験した．研修体験シ
ートと総括的自己評価シートの分析結果は，診療についての
記載が主であった．離島歯科診療は補綴および歯周分野が主
であり，特に有床義歯が最も多かった．研修歯科医の実施処
置数では，予防処置に含まれる機械的歯面研磨が多く，また，
研修歯科医の技工実施数は石膏注入，トリミングによる石膏
模型製作が最も多かった．

【結論】
　離島歯科研修は研修歯科医が地域社会における歯科の役割
を理解し，医療人としての人格を育てる機会となり生涯研修
の第一歩となることが示唆された．また，研修歯科医の経験
症例数の増加にも貢献するプログラムである．

P-57 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う日本歯科大学附属病院　令和 2 年度歯科医師臨床研修の取り組み

P-58 日本大学歯学部付属歯科病院歯科医師臨床研修における離島歯科診療プログラム調査報告
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○田中　佐織 1，飯田　俊二 1，高師　則行 1，根岸　淳 2，井上　哲 3

1 北海道大学病院口腔総合治療部，2 北海道大学病院高次口腔医療センター，3 北海道大学大学院歯学研究院臨床教育部

Questionnaire survey on clinical training for dental residents at the time of training completion （6th report）
○Saori TANAKA1，Shunji IIDA1，Noriyuki TAKASHI1，Jun NEGISHI2，Satoshi INOUE3

1Division of General Dentistry，Hokkaido University Hospital，2Center for Advanced Oral Medicine，Hokkaido University Hospital，3Section for 
Clinical Education，Faculty of Dental Medicine，Hokkaido University

【目的】
　歯科医師卒後臨床研修制度の必修化後 14 年経過し，北海道
大学病院で受け入れる歯科研修医の教育環境や個人の資質も
年々変化しているものと思われる．過去 5 回同様の報告を行
ってきたが，今回平成 31 年度研修医に対しても研修修了時に
アンケート調査を行い，その結果を分析し平成 30 年度の研修
医対象のアンケート結果（第 38 回本学会にて報告済み）と比
較検討したので報告する．

【方法】
　平成 31 年度北海道大学病院歯科研修医 47 名（単独型 24 名，
複合型 19 名，総合型 4 名）に対して，令和 2 年 3 月の研修修
了直前にアンケートを行った．アンケートの内容は，修了後
の進路，研修プログラム，施設・設備，研修を終えての感想
等に関する質問を 18 問設定し回答を得た．

【結果】
　回収率は 100％であった．回答の集計結果より，研修内容
の詳細を記載してある研修プログラム冊子を読んだことがな
いものは，平成 30 度 14.8％から平成 31 年度は 23.4％と増加
していた．また 1 年間の研修が，「適性である」が 73％から
66％，「やや短い」あるいは「短い」が 9％から 28％と変化した．

「もう一度研修を受けるとしたら，単独型と複合型と総合型の
どれを選ぶか」という設問に対しては，単独型研修医が「単
独型」回答したのは 79％から 83％に，複合型研修医が「複合
型」と回答したのは 87％から 95％に，総合型研修医が「総合

型」と回答したのは 75％から 50％と変化した．「研修の成果
について，十分な評価や指導を受けたか」に対しては，「どち
らかといえば不十分」との否定的な回答は，47 名中 2 名であ
った．研修に対する感想として，単独型では専門的研修が行
えた，複合型では訪問診療を学べて良かった，などが挙げら
れた．意見として，臨床では出来るだけ多くの症例を経験し
たい，施設については図書館の使用時間と控室の備品の充実
が挙げられた．

【考察】
　平成 30 年度と同様に，研修期間や選択したプログラムの満
足度，自身が受けた指導の評価など，多くの研修医から良好
な評価を得られた．一方で，改善を希望する意見もあること
から，研修プログラム内容の充実や研修医への指導法など，
今後もさらなる検討の必要性があることが示唆された．

○諸冨　孝彦，鷲尾　絢子，吉居　慎二，藤元　政考，北村　知昭

九州歯科大学口腔機能学講座口腔保存治療学分野

Reliability of onymous/anonymous questionnaire survey for dental education by dental student

○Takahiko MOROTOMI，Ayako WASHIO，Shinji YOSHII，Masataka FUJIMOTO，Chiaki KITAMURA
Division of Endodontics and Restorative Dentistry，Department of Oral Functions，Kyusyu Dental University

【目的】
　教育効果や履修者の満足度を評価する際，自己記入式アン
ケートによる調査は広く用いられている．記名式アンケート
では回答者が特定可能で否定的意見を表明しづらいため調査
結果に偏りが生じることが懸念されることから，多くの調査
では無記名式アンケートが多用されている．一方，記名式ア
ンケートでは試験の評点や出席率等と回答を紐付けすること
で詳細な分析が可能となり，真剣味に欠ける回答の減少も期
待される利点がある．これまでに我々は，本学歯学科 3 年生
の履修科目「歯の治療学」で実施している体験先導型教育（①
予習課題の自己学習レポート提出→②シナリオベース臨床基
礎体験実習→③実習内容に即した講義→④技術習熟のため定
着実習）に関する履修者への記名式アンケート結果を報告し
てきた（諸冨ら，日歯教誌 35，49-57，2019）．今回，アンケ
ート結果の信頼性を検証するため，記名 / 無記名が回答に与
える影響について分析した．

【対象と方法】
　本研究は九州歯科大学研究倫理審査委員会の承認のもと実
施した．調査対象の学生を無作為に 2 群に分け，別室で同時
に一方は記名式，他方には無記名式アンケートに回答しても
らった．アンケート内容は記名欄の有無以外は同一で，回答
法も統一した．質問項目は本教科の特徴である予習，講義前
の体験実習，自宅学習時間，シナリオベース実習および本教
育法の他教科への導入希望についてである．

【結果および考察】
　教育内容に対する肯定的・否定的な質問事項のすべておい
て，記名および無記名群間の回答内容に有意差を認めなかっ
た．回答未記入や指示に従わない不適切な回答は，無記名群
が有為に多かった．以上の結果は，教育評価アンケート結果
は記名の有無による差異は生じず，一方で不備な回答が減少
するため，より正確な評価を可能とすることを示唆する．

【結論】
　歯科医学教育内容に関する調査において記名式アンケート
は有用な調査方法である．

P-59 歯科医師卒後臨床研修修了時のアンケート結果の分析（第 6 報）

P-60 歯科学生への教育内容評価アンケートにおける記名の有無による信頼性について
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○大草　亘孝 1，益野　一哉 2，川島　渉 3，戸田　伊紀 3，上村　守 3，本田　義知 4，王　宝禮 2，田中　昭男 5

1 大阪歯科大学　歯科法医学室，2 歯科医学教育開発室，3 解剖学講座，4 中央歯学研究所，5 病理学室

Associations of smoking status with lifestyle for 5th-year undergraduate student

○Nobutaka OKUSA1，Kazuya MASUNO2，Wataru KAWASHIMA3，Isumi TODA3，Mamoru UEMURA3，Yoshitomo HONDA4，Pao-Li 
WANG2，Akio TANAKA5

1Department of Forensic Dentistry，Osaka Dental University，2Department of Innovation in Dental Education，Osaka Dental University，
3Department of Anatomy，Osaka Dental University，4Institute of Dental Research，Osaka Dental University，5Department of Pathology，Osaka 
Dental University

【目的】
　大学生の喫煙率は，入学後に進級毎に上昇することが知ら
れており，大学では入学後に非喫煙を維持させるための対策
をとる必要性がある．本研究では喫煙防止教育及び禁煙支援
対策や生活習慣の改善に必要な情報を取得するため，歯学部
生を対象として喫煙に関するアンケート調査を行うことによ
り，タバコフリー社会を確立すると共に，生活習慣病の予防
につなげる事とともに，学業成績向上に対する学生支援を目
的とし，アンケートを実施した．

【方法】
　2019 年度附属病院で臨床実習を行っている本学 5 年に在籍
する 148 名を対象とし，煙防止教育及び禁煙支援対策や生活
習慣の改善に必要な情報を取得するため，記名自記式質問紙
調査を実施した．

【結果】
　本学 5 年生 148 名をアンケートの対象とし，欠席等を除外
した 85 名から回答が得られた．喫煙状況に関して，喫煙者は
13 名（15.3％），吸っていたがやめた学生は 7 名（8.2％）で
65 名（76.5％）が非喫煙者であった．禁煙教育を受講したこ
とがある喫煙者は 13 名中 2 名という結果であった．生活習慣
からはストレスを感じている，飲酒，外食が多い学生が過半
数を占めていた．

【結論】
　喫煙者は非喫煙者と比較するとアルバイト，クラブ活動を
行っている人数も多く，普段の勉強量が非常に少ない点が挙
げられる．さらに禁煙教育の受講がない者が多いことから喫
煙と生活習慣の関連性は少なからずあると考えられる．喫煙
者ではタバコをやめたいかの問いに対して約 77％の学生が

「やめる気がない」「関心はあるが半年以内ではやめる気がな
い」という意見が多く，学生が入学後に喫煙を開始しないよ
うにするためにはタバコを含めた依存性薬物についての正し
い知識を提供するための禁煙教育の必要性が強く示唆された．
併せて，課外活動での禁煙化も進める必要がある．
　今後，さらに詳細な統計調査を行い，喫煙と生活習慣につ
いて比較検討していく予定である．

○竹内　麗理，平塚　浩一

日本大学松戸歯学部生化学・分子生物学講座

Examination in a self-analysis check table based on test outcome using WebClass

○Reiri TAKEUCHI，Koichi HIRATSUKA
Biochemistry and Molecular Biology，Nihon University School of Dentistry at Matsudo

【目的】
　学生が自ら学力向上のために自己の問題点を見出すこと，
一方で，教員が学生の問題点を見出し個別指導にあたること
は非常に重要であるものの，容易なことではない．我々は長
らく，自己分析診断表を独自に作成し学生の学力向上のサポ
ートに利用してきた．2015 年度までは紙ベースであったが，
現在は WebClass を用いネット上で実施することで膨大なデ
ータを管理することが出来るようになった．本研究の目的は
2016 年度から 2018 年度の 3 年間に蓄積したデータから，試
験における全体の得点率で分類したグループ間でデータ分析
を行い，その特徴を見いだすことにある．

【方法】
　学部 2 年次の学科目「生化学」講義で実施される 5 択
MCQ 式の平常試験（3 回，合計 200 問）終了直後に行う試験
解説の際に，各設問に対する正解・不正解の理由（択一式ア
ンケート）を WebClass の自己分析診断表に記載してもらっ
ている．得られたデータをエクセルへ移行し，全試験問題（200
問）の得点率により，高得点率群（100-80％），中得点率群

（79-60％），および低得点率群（59-0％）に区分し，グループ
間での分析を行い比較し，その特徴を検討した．

【結果および考察】
　過去 3 年間，1 年間に 3 回行われる平常試験全 9 回におけ
る試験受験者は延べ 1，190 名であり，得点率による内訳は，
高得点率群 452 名（38.0％），中得点率群 526 名（44.2％），低
得点率群 212 名（17.8％）であった．分析におけるアンケー
ト上での学生の総選択数は 79，660 箇所であり，正解，不正
解それぞれの理由で選択された数，および無回答の合計数は，
それぞれ 53，081 箇所，20，755 箇所，5，824 箇所であった．
　正解であった理由の分析では，低得点率群ほど「自信をも
って正解」した割合が有意に低くなり，一方で，「消去法で正
解」，「2 つに絞り正解を選択」，「偶然正解」の割合は他の群
と比較し有意に高い．不正解であった理由の分析では「試験
勉強が不十分な範囲で不正解」の回答が他の群と比較し最も
高い割合を示すとともに，低得点率群の不正解であった理由
のおよそ半分を占めていた．WebClass での自己分析診断表
の活用は膨大なデータの短時間での処理を可能とする．そし
て学生の傾向を分析することで，より適切なアドバイスを行
えるようになると考えられる．

P-61 歯科大学 5 年生の喫煙と生活習慣との関連性

P-62 WebClass で実施した試験結果に基づく自己分析診断表の分析
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○鵜飼　孝 1，2，鎌田　幸治 1，野上　朋幸 1，林田　秀明 1，木村　泰男 3，多田　浩晃 3，角　忠輝 2，3

1 長崎大学病院口腔管理センター，2 長崎大学病院医療教育開発センター，3 長崎大学生命医科学域総合歯科臨床教育学分野

Does “Reflection” using individual rubrics contribute to improve motivation of the training dentist in achieving the goals?

○Takashi UKAI1，2，Kohji KAMADA1，Tomoyuki NOGAMI1，Hideaki HAYASHIDA1，Yasuo KIMURA3，Hiroaki TADA3，Tadateru 
SUMI2，3

1Oral Care Center，Nagasaki University Hospital，2Medical Education Development Center，Nagasaki University Hospital，3Department of Clinical 
Education in General Dentistry，Nagasaki University School of Dentistry

【目的】
　研修歯科医が歯科医師として自立していくための研修の一
つとして，目標設定とその達成度の振り返り評価は重要であ
ると考えられる．我々は昨年度の本学会学術大会において，
目標設定やその振り返りをすることは研修医が繰り返し評価
の重要性を理解するのに役立つものの，モチベーションの向
上や維持には繋がりにくいことを報告した．そこで，振り返
り評価で用いるルーブリックを研修医各自に作成させ，それ
を用いて評価することがモチベーション向上やその維持に関
係するかを検討した．

【方法】
　長崎大学病院にて歯科臨床研修を行う 25 名の研修歯科医
を，5 人のグループに分け研修後の理想像に関する意見交換
を行わせた後に，各自に 1 年後の目標を設定させた．7 月，
12 月，3 月に共通ルーブリックと研修歯科医自身が作成した
個人ルーブリックを用いて，目標の達成度合いを自己評価さ
せた．この時，経時的に比較しやすいようにルーブリック評
価を点数化した．また，振り返りの際にはグループワークを
行い，研修歯科医同士で意見交換をしながら改善点を検討し
た．臨床研修修了時に一連の目標設定に関するアンケートを
行い，目標立案や繰り返し評価の重要性の理解度や本研修が
モチベーションとその維持に与える影響等を評価した．

【結果および考察】
　研修後，目標立案ならびに繰り返し評価することの重要性
を理解する研修歯科医が増えた．また，共通ルーブリックよ
りも個人ルーブリックで評価点が高い傾向が見られた．しか
し，個人ルーブリックによる振り返りが十分なモチベーショ
ンの向上，特にその維持には繋がらなかった．モチベーショ
ンを評価する指標も含め，さらなる工夫が必要である．

【結論】
　本研修の個人ルーブリックを用いた目標の振り返りは，自
己評価をより明解かつパーソナルな観点から行う上で有効で
あると考えられたが，モチベーションの向上や維持への影響
は小さかった．

○佐藤　衆一，辻林　徹

大阪歯科大学　物理学教室

Effects of Remote Class on the Education of Fundamental Physics in the 1st Year

○Shuichi SATO，Toru TSUJIBAYASHI
Department of Physics，Osaka Dental University

　発表者の所属する大阪歯科大学歯学部では，入学者の高校
での「物理基礎」「物理」の履修率は，それぞれ 80％程度，
20％程度である．物理学は医歯薬系の基礎知識として本学部
初年次の必須履修科目であり，正課外のフォローアップ教育

（補習）も行っているが，高校での「物理」非履修者の苦手意
識を克服させ，物理学への理解度を向上させることに腐心し
ている．
　本学部では入学直後の英語・数学・物理・化学・生物の 5
科目の基礎学力試験（第 1 回テスト）を行い，成績が下位約
1/3 の学生に対して，科目ごとに補習への参加を義務づけて
いる．約 2 ヶ月後にそれまでの講義内容に基づいて，数学・
物理・化学・生物の 4 科目の試験（第 2 回テスト）を行い，
大学での学修の進み具合を確認している．
　物理学教室では，第 2 回テストの結果が下位約 1/3 である
学生をそれ以後の補習対象者としている．2019 年度では初期
対象者の約 40％の受講者が，それ以降の補習参加義務者から
除外された．前期末試験以後は，例年どおり，全体の学修成
果の底上げはあるが，成績順位の大幅な変化は少数であった．
　今年度は新型コロナウィルスの感染拡大防止のために，数
学や理科といった基礎科学科目の講義をオンラインで行った．
オンライン講義（遠隔授業）はアーカイブ方式で，学生は指
定された時間内で講義動画を視聴することができる．この方
式では，途中で再生を止めたり，繰り返し見たり，できるため，
学生の理解が深まることが期待できる一方，「孤立した」学生
のより自主的な学修が求められるため，成績上位者と下位者

の差が広がることが懸念される．
　今年度，第 1 回テストを 6 月初めに行った．7 月からは対
面講義を，フォローアップ教育も含めて，全面的に始めると
ともに，第 2 回テストを 7 月下旬に行って，それまでの学修
の進み具合を確認する予定である．昨年度と比較しながら，
遠隔授業の効果について検証する．

P-63 個人ルーブリックを用いた“振り返り”は目標達成における研修歯科医のモチベーション向上に寄与するか

P-64 遠隔授業が大学初年次の基礎物理学の理解度に与える影響
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○窪田　光慶 1，2，栗本　勇輝 1，板宮　朋基 1，吉田　彩佳 1，2，小口　岳史 1，木村　幸司 1，花岡　孝治 1，2，李　正姫 1，林田　丞太 1， 
菅谷　彰 1，2，山本　龍生 1，二瓶　智太郎 1，2，櫻井　孝 1

1 神奈川歯科大学歯学部総合教育部，2 神奈川歯科大学大学院歯学研究科歯科教育学講座

A Study on Grit and Evaluation of Dental Students

○Mitsuyoshi KUBOTA1，2，Yuki KURIMOTO1，Tomoki ITAMIYA1，Ayaka YOSHIDA1，2，Takeshi OGUCHI1，Koji KIMURA1，
Koji HANAOKA1，2，Jung-hui LEE1，Jota HAYASHIDA1，Akira SUGAYA1，2，Tatsuo YAMAMOTO1，Tomotaro NIHEI1，2，Takashi 
SAKURAI1

1Division of Curriculum Development，Kanagawa Dental University，2Department of Dental Education，Graduate School of Dentistry，Kanagawa 
Dental University

【目的】
　近年，歯科医師国家試験の難易度の高まり，それに伴い歯
学部学生のストレートでの国家試験合格率の低迷，退学者の
増加などの背景から，学生生活は学生にとって長く，困難な
道なりとなっている．Grit とは長期目標に対して示す「情熱」
と「粘り強さ」を評価する 12 個項目の尺度のことである．今
回は歯学部 1 年生を対象に 1 年終了時の包括的評価である学
年 GPA との関係について検討を行った．

【方法】
　2018 年度の神奈川歯科大学歯学部 1 年生を対象に 10 月中
旬に講義アンケートともに行った．Grit 評価は Duckworth et 
al.（2007）が作成したものを翻訳した 12 項目を用いた．また，
成績評価として入学時のプレスメントテストの成績と 1 年時
終了時の F-GPA を用いた．F-GPA はアクティビティー評価，
ユニット評価，モジュール試験，および欠席点などを包括し
た点数として，本校では進級評価に用いている．学生 99 名（日
本人 77 名，留学生 23 名）を対象に，相関関係を MS excel 
2013 にて R-2 乗値を算出し，評価に用いた．

【結果および考察】
　学生全体の Grit は，2.98 ± 0.47（日本人学生：2.93 ± 0.47，
留学生：3.32 ± 0.36）であった．竹橋ら（2019）研究において，
日本人 Grit の値は 20 と 30 歳台において 3.0 ～ 3.1 であるこ
とが報告されており，今回の日本人学生の Grit 値もほぼ同様
であった．一方，留学生において Grit は高い値であった．日
本人学生と留学生ともに Grit とプレスメントテストの間には
相関関係は認められなかった．また，F-GPA と Grit との相
関も，学年全体と日本人学生間においては認められなかった．
一方，留学生の Grit は，R-2 乗値が 0.207 と F-GPA との間に
正の相関関係が示された．今後，長期的に包括的な成績との
関連，進級率，国試合格率などとの相関を検討するとともに，
学生指導の 1 つの指標として検討する予定である．

【結論】
　長期目標に対して示す「情熱」と「粘り強さ」を評価する
Grit は，日本人学生では包括的評価である F-GPA に相関性
は示されなかったが，留学生では相関が認められた．留学生
の指導に有効と考えられた．

○松﨑　英津子 1，二階堂　美咲 1，廣瀬　陽菜 1，松本　典祥 1，畠山　純子 2，阿南　壽 1

1 福岡歯科大学口腔治療学講座歯科保存学分野，2 福岡歯科大学総合歯科学講座総合歯科学分野

Survey of safety measures for intracanal medication with calcium hydroxide preparation

○Etsuko MATSUZAKI1，Misaki NIKAIDOU1，Haruna HIROSE1，Noriyoshi MATSUMOTO1，Junko HATAKEYAMA2，Hisashi 
ANAN1

1Section of Operative Dentistry and Endodontology，Department of Odontology，Fukuoka Dental College，2Section of General Dentistry，Department 
of General Dentistry，Fukuoka Dental College

【目的】
　水酸化カルシウムは，歯内療法における根管貼薬剤として
頻用されており，わが国 29 歯科大学すべてにおいて，根管貼
薬剤として用いる教育を行っている．一方，水酸化カルシウ
ム製剤は根尖孔外へ溢出すると，強アルカリにより組織を傷
害し，有害事象が散見されている．これらを踏まえて，カル
シペックスⅡ® では，2015 年に注意喚起のラベル表示，2018
年には一定量以上取り出せない安全ストッパーが付与され，
術者の安全意識向上につながることが考えられる．今回，カ
ルシペックスⅡ® の根管内填入に関する現状，安全ストッパ
ーと注意喚起ラベルに対する効果についてアンケート調査を
実施した．

【方法】
　福岡歯科大学医科歯科総合病院保存（むし歯）・歯周病科で
歯内治療を行う歯科医師 26 名（臨床経験年数 5 年未満 10 名，
5 年以上 16 名）を対象とした．アンケート調査内容は，根管
貼薬に用いるシリンジタイプの水酸化カルシウム製剤（カル
シペックスⅡ®）の使用実態ならびに安全ストッパーと注意喚
起ラベルの効果に関する項目とした．

【結果および考察】
　水酸化カルシウム製剤の根管内に限局した貼薬，根尖孔外
への溢出による医療事故に対する知識は 100％であった．一
方，根尖孔外への溢出は 30％が経験しており，特に臨床経験
5 年未満では 40％であった．安全ストッパー付与と注意喚起
ラベル表示は，根尖孔外溢出防止の意識付けになると答えた
者が 92％，96％であった．視覚に訴えることにより注意喚起
が強調され，術者の安全意識向上に有用であった可能性が考
えられた．今回，保存治療従事者を対象に調査したが，今後
一般歯科治療従事者も対象とし，偶発症に対する安全意識と
教育効果について比較検討を行う予定である．

P-65 Grit と歯学部学生評価についての検討

P-66 水酸化カルシウム製剤の根管内填入における安全対策に関するアンケート調査報告
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○赤堀　裕樹，田中　雅士，木方　一貴，長谷川　智哉，瀧谷　佳晃，河野　哲

朝日大学口腔機能修復学講座歯科保存学分野

A report on fundamental training for using microscope to the clinical trainees –Educational effects in group work–

○Hiroki AKAHORI，Masashi TANAKA，Kazuki KIHO，Tomoya HASEGAWA，Yoshiaki TAKITANI，Satoshi KAWANO
Department of Endodontics，Division of Oral Functional Science and Rehabilitation，Asahi University School of Dentistry

【目的】
　朝日大学歯学部では 2018 年度より保存科臨床実習生の希望
者に対しマイクロスコープを使用した体験実習を開催してい
る．これまでの実習においてデモンストレーションおよびト
レーニングの実践により，効率的なマイクロスコープの操作
が可能となったと報告した．今回，同実習にグループワーク
を追加したことにより，どのような教育効果が得られたかの
検証を行った．

【方法】
　実習は 27 名の希望者に対し，5 ～ 9 名のグループ単位で開
催した．実習に先立ち，マイクロスコープの構造および使用
方法を記載した資料を配布し，事前学修を促した．実習開始
直後に，模型歯の口蓋側根管口に最大倍率で焦点を合わせる
までの時間計測を行った．そしてグループワーク（相談を含
む学生同士のフリーディスカッションおよび自在にマイクロ
スコープを操作する時間を約 20 分間設定）後に 2 回目の時間
計測を行った．その後インストラクターがデモンストレーシ
ョンを行いながら焦点距離，倍率の調整方法，ミラーとレス
トの位置およびポジショニングなどを指導し，実習生自身が
操作の確認をした後，3 回目の時間計測を行った．この 3 回
の計測値を用いて統計学的処理を実施した．なお比較のため
インストラクターの時間計測を行った．

【結果および考察】
　実習開始時と比較してグループワーク後では計測時間が有
意に減少したものの，インストラクターの結果とは差異があ
った．その後，インストラクターによる指導を行なった結果，
インストラクターと同等の計測時間となった．グループワー
ク導入以前の実習では，指導後でもインストラクターの結果
とは差異が認められているため，グループワークの有用性が
示唆された．

【結論】
　マイクロスコープの体験実習にグループワークを追加導入
することにより，的確かつ短時間での操作が可能となり，良
好な教育効果を得られることが明らかとなった．

○納富　拓也，野﨑　中成

大阪歯科大学　薬理学講座

Developing replacements for animal experimentation by computer simulation and iPS cells

○Takuya NOTOMI，Tadashige NOZAKI
Department of Pharmacology，Osaka Dental University

【目的】
　歯学部 2 回生の薬理学実習で，心筋収縮機構に影響する薬
物の作用機序について理解するために，マウス由来の心臓お
よび心筋初代培養細胞を用いて実験を実施してきた．実習に
おいても，使用動物数の削減が求められているため，動物臓・
組織を用いての実験と同様の薬理作用を観察できる，他の実
習法の開発が望まれている．そこで本研究では，コンピュー
タ・シミュレーションおよび iPS 細胞由来の心筋細胞を用い
て，動物臓・組織を用いた学部生薬理学実習について代替法
の確立を試みた．

【方法】
　実習時のグループごとに以下の実験を行った．また，実習
終了後に，過去の動物を用いた実習と比較して，アンケート
調査を行った．
1：心臓組織を用いた実験の代替法；コンピュータ・シミュ
レーション（CardioLab）を用いて，交感神経・副交感神経
に作用する薬物を適用することで，心拍数と血圧変化の記録・
解析を行った
2：マウス由来心筋初代培養細胞を用いた実験の代替法；iPS
細胞を心筋細胞に分化させた後，アドレナリン受容体に作用
する薬物を培養液中に添加して，細胞反応（拍動周期，細胞
形態）を記録・解析した．

【結果および考察】
　コンピュータ・シミュレーションでは，薬物による心拍数・
血圧変化を繰り返えし観察できるメリットは大きく，アンケ
ート調査による学生の満足度は高かった．iPS 由来心筋細胞
を用いた実験では，マウス由来心筋初代培養細胞と同様の実
験結果を得ることができ，iPS 細胞を用いたことで学生の関
心度が高まった．一方，過去の動物を用いた実習と比較して，
心筋細胞の準備期間は2-3倍，実験費用は3-4倍となったため，
コストダウンなど今後の改善が必要である．

【結論】
　コンピュータ・シミュレーションおよび iPS 細胞を用いた
実習は，薬物の作用機序について学修効果が高まり，動物を
用いた学部生薬理学実習の代替法として，有用性が認められ
た．

P-67 臨床実習生に対するマイクロスコープ実習の教育実践報告 ―グループワークにおける教育効果―

P-68 コンピュータ・シミュレーション/iPS 細胞を用いて動物に代替する薬理学実習の試み
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○清浦　有祐，　玉井　利代子

奥羽大学大学院歯学研究科

Professionalism Education as a Researcher in Graduate School and Future Challenges

○Yusuke KIYOURA，Riyoko TAMAI
Ohu University，Graduate School of Dentistry

【目的】
　歯学教育における「プロフェッショナルナリズム」に関し
ては，医療人としての歯科医師の立場から論じられることが
多い．奥羽大学大学院歯学研究科では，「歯学の進歩と社会の
福祉ならびに文化の発展に貢献しうる有意な研究者を養成す
ることを目的」とし，ディプロマポリシーにも「歯学研究者
としての教養，社会性，倫理感を身につけている」と明記し
ている．本大学院で行っている研究者としてのプロフェッシ
ョナルナリズムを身につけさせるための教育と今後の課題に
ついて報告する．　

【方法】
1 ．倫理観を身につけるための教育

① 学位研究の開始前に「健全な科学の発展のために」をテ
キストとしたｅ-ラーニングによる研究倫理に関する教育
を行っている．

② 専門カリキュラムの中の「研究の進め方」では研究倫理
に基づく正しい研究の進め方を学ぶ機会を与えている．

③ 大学院特別研修セミナーでは毎年 2 回から 4 回の研究倫
理・研究不正防止に関する外部講師による講演が行われ
ている．

2 ．社会性を身につけるための教育
① 著作権法に関する講義を大学院講義の一つとして昨年度

から実施している．
② 大学院特別セミナーは主に海外の歯学部教員を招聘し，

海外の私学教育機関・研究機関を知ることで，海外に目

を向けた広い視野を持つ歯学研究者の育成に貢献してい
る．

3 ．教養を身につけるための教育
① 大学院生のメンタルヘルスに関する講義を心理学者が行

っている．
② 大学院特別研修セミナーの講師は教育学分野などからも

招聘しているが，今後はさらに広い分野から求めて教養
性を高める．

【結果および考察】
　研究者のプロフェッショナルナリズムを身につけさせるた
めに教養，社会性，倫理感の育成を目指した教育を行ってい
る．現在まで倫理面を最重要課題として教育を行ってきたが，
今後は教養面でさらに広い分野からの教育を実施したく考え
ているので，その方策を提示する．

○礪波　健一 1，梅森　幸 1，則武　加奈子 1，岩城　麻衣子 1，木村　康之 1，荒木　孝二 2，新田　浩 1

1 東京医科歯科大学　歯学部附属病院歯科総合診療部，2 大学院医歯学総合研究科歯学教育システム評価学

Association between unprofessional behavior and exam score of medical ethics class

○Ken-ichi TONAMI1，Sachi UMEMORI1，Kanako NORITAKE1，Maiko IWAKI1，Yasuyuki KIMURA1，Kouji ARAKI2，Hiroshi NITTA1

1Oral Diagnosis and General Dentistry，TMDU，2Dept. of Educational System in Dentistry，Graduate School of TMDU 

【目的】
　東京医科歯科大学では，歯学部歯学科 2 年次学生に対し，
プロフェッショナリズム教育の一環として行動科学基礎演習
を行っている．本演習で学生は夏休み期間中の福祉施設にお
ける体験学習とその振返りを行う．本研究の目的は，本演習
期間に観察された学生のアンプロフェッショナルな行動と関
連授業，特に医の倫理の筆記試験の得点との関連を明らかに
することである．

【方法】
　2019 年度歯学科 2 年次に在籍した歯学科学生計 52 名を，
行動科学基礎体験学習（2019 年 8 月）におけるアンプロフェ
ッショナルな行動（体験学習前の施設オリエンテーションの
不参加，体験学習中のポートフォリオの提出遅滞・未提出，
体験学習後のレポートの提出遅滞・未提出のいずれか）が観
察された学生（22 名，以下 U 群）と観察されなかった学生

（32 名，以下 C 群）に分割した．そして同年 12 月に行われた，
医の倫理，インフォームドコンセント，医療面接の筆記試験
の点数の差を，一元配置分散分析，もしくは Welch の分析で
検定した（P<0.05）．なお試験はいずれも 100 点満点とし，全
得点中Ⅰ型の問題が全体のおよそ 8 割を占めるものとした．

【結果および考察】
　U 群と C 群の医の倫理の筆記試験の点数の平均（SD）は
73.8（14.4）と 80.7（10.4），インフォームドコンセントは
80.0（11.2）と 80.5（10.9），医療面接は 80.7（7.8）と 81.5（8.3）
となった．統計的な有意差は認めなかったものの，医の倫理
の筆記試験の点数は U 群が C 群より低くなる傾向を認めた

（P=.061，Welch の分析）．インフォームドコンセント，医療
面接の試験点数はほぼ同じであったことから，両群の本質的
な学力差はないと考えられる．

【結論】
　アンプロフェッショナルな行動を示す学生は倫理的なトピ
ックに関心が少ない可能性がある．

P-69 大学院における研究者としてのプロフェッショナリズム教育と今後の課題

P-70 アンプロフェッショナルな行動と医の倫理筆記試験の得点との関係
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○前岨　亜優子 1，和唐　雅博 1，神　光一郎 1，頭山　高子 1，梶　貢三子 1，大西　愛 1，寺島　雅子 1，尾形　祐己 1，小正　裕 1，田中　昭男 2，
今井　弘一 1

1 大阪歯科大学医療保健学部，2 大阪歯科大学歯学部病理学室

A comparative study on aspiration to become a dental hygienist between university and college students at Osaka Dental University: Second report 

○Ayuko MAESOMA1，Masahiro WATO1，Koichiro JIN1，Takako TOYAMA1，Kumiko KAJI1，Ai ONISHI1，Masako TERASHIMA1，
Yuki OGATA1，Yutaka KOMASA1，Akio TANAKA2，Koichi IMAI1

1Department of Oral Health Sciences，Osaka Dental University，2Department of Pathology，Osaka Dental University

【目的】
　本学医療保健学部は 2017 年 4 月に 4 年制大学に改組された．
学部と従来の専門学校では入試科目も変更され，入学志望動
機や学習意欲，歯科衛生士志向性に違いがあると考えた．第
1 報では歯科衛生士志向性が専門学校生に比較し学部生が低
いことを報告した．本報では歯科衛生士志向性・学習意欲の
進級による変化を比較し，より学生に寄り添った教育を再考
するため実施した調査結果を報告する．

【方法】
　口腔保健学科の 1・2・3 回生と専門学校生の 2 年生および
3 年生を対象として 2017 年よりアンケート調査を実施した．
質問内容は，歯科衛生士になりたいと思っているか，歯科衛
生士になりたい（なりたくない）と考えた契機，青年期のア
イデンティティ評価項目，歯科衛生士学生としての職業アイ
デンティティ評価項目，学習意欲度評価項目とした．

【結果および考察】
　2019 年の 1・2 回生において，前期から後期にかけて歯科
衛生士志向性が低下する学生の割合が 10％以上増加したこと
が共通して確認できた．また，前期よりも後期がほぼすべて
の質問項目において値が低下したことが特徴的であった．そ
の原因として，専門科目の学習が予想より困難，技術の習得
が困難といったことが契機となっている可能性が自由記載文
より確認された．

【結論】
　1・2 回生の歯科衛生士志向性が前期から後期にかけて低下
した者の割合が増加した原因を学生の自由記載から分析し，
専門科目の学習の困難さ，実技習得の難しさへの適応支援が
課題となっている可能性が示唆された．この課題を支援する
ため学生への支援体制を整える必要性が確認できた．

○吉田　隆 1，有泉　祐吾 2，大川　由一 3，栁澤　伸彰 1，佐古　亮 4，古澤　成博 4

1 埼玉県立大学，2 静岡県立大学短期大学部，3 千葉県立保健医療大学，4 東京歯科大学

Popular medical and medical careerideas for high school students

○Takashi YOSHIDA1，Yuugo ARIIZUMI2，Yoshikazu OKAWA3，Nobuaki YANAGISAWA1，Ryo SAKO4，Masahiro FURUSAWA4

1Saitama Prefectural University，2University of Shizuoka，Junior College，3Chiba Prefectural University of Health Sciences，4Tokyo Dental College

【目的】
　大学全入時代といわれる現在，入学志願者確保を目的とし
た学部や学科の増設や改組が行われている．特に医療職に関
する人気は高く，関連する学部等の増設が多い．しかしなが
ら 18 歳人口そのものが減少するなかで，如何に学生を確保す
るかが重要な課題となる．先の第 38 回本学会において我々は，
高校生が有する医療職のイメージやその養成教育に対する認
識について調査，報告を行った．今回は同様に，高校生の医
療職に対する考えについて調査，検討を行った．

【方法】
　公立高等学校第 2 学年の生徒 377 名を対象とし，無記名自
記式調査用紙によるアンケート調査を実施した．調査内容は，

（1）回答者の基本状況（性別，家族や親族内における医療従
事者の存在有無），（2）現時点の進路予定状況，（3）医療職へ
の従事希望，（4）「なってみたい」あるいは「なっても良い」
と思う医療職，（5）医療従事者に必要と思う能力，（6）医療
職養成教育のイメージについてである．なお本研究は，埼玉
県立大学倫理委員会の承認を得て実施した（第 30022 号）．

【結果および考察】
　回答は 350 名から得た（回収率 94.2％）．進学先がほぼ決定
している者は 106 名（29.9％）であった．医療職への従事希
望については半数近くの高校生が希望しなかったが，薬剤師
の人気は高かった．また医療従事者として必要と思われるの
は「学力」で，養成校のイメージは「授業や勉強が大変そう」
が一番多かった．統計解析では，近親者に医療従事者が存在
した場合，医療従事者の仕事や生活などの状況を有意に認識
することができ，その結果，職業イメージを具体化しやすい
傾向が見られた．

【結論】
　家族や親戚に医療従事者が存在する高校生は，進路決定が
早く，医療職への従事に対し抵抗がない傾向にあった．一方，
医療職であっても身近に存在しない医療職は，そのイメージ
が描きにくいことが推察された．

P-71 大阪歯科大学における口腔保健学科学部生と歯科衛生士専門学校生の歯科衛生士志向性の比較　 第 2 報

P-72 高等教育における専門職養成教育の課題　高校生にとって人気の医療職と医療職に対する考え方
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○三澤　麻衣子，尾﨑　哲則，上原　任，中島　一郎

日本大学歯学部医療人間科学分野

Understanding the profession of first-year dental students –Factors for continuing the profession–

○Maiko MISAWA，Tetsunori OZAKI，Tamotsu UEHARA，Ichiro NAKAJIMA
Department of Community Dentistry，Nihon University School of Dentistry

【目的】
　本研究は，職業理解につながる因子を明らかにし，歯科医
師としてのキャリアプランにつながる教育への示唆を得るこ
とを目的とした．

【方法】
　2019 年度第 1 学年 131 名を対象とし，後期最終授業時に，
無記名式の質問紙に協力できる質問のみ回答するよう依頼し
た．そのデータと医療職中比較的検討されている中堅看護職
を対象とした離職理由に関する文献を比較し検討を行った．

【結果および考察】
　106 名（男性 47 名，女性 59 名）から回答を得られた．初
年次歯科学生が離職すると考える年齢は，全体平均 65.9 歳（男
性 66.8 歳，女性 65.2 歳）であった．初年次歯科学生において
は，我が国の就労者の平均定年年齢で最も多い 60 歳を回答す
る学生が多いと考えられたが，5 歳以上高い年齢をキャリア
プランとして想定していた．中堅看護職があげる離職理由は，
多くの要因が挙げられていたが，初年次歯科学生が考える離
職理由は，その中の「健康への影響」などの 8 つに当てはまり，
性別の差も見られる．また，離職理由を質問したが，回答し
た 22％が辞めるとしても，可能な限り働き続けたいと回答し
ている．

【結論】
　本学初年次学生は我が国の就労者の平均定年年齢よりも長
く働くことをキャリアプランにしていることが多い．歯科医
師が長く働くことができる職業という理解のもと職業選択を
して入学してきたことが示唆される．しかし，中堅看護職と
初年次歯科学生の離職理由の傾向は異なる．これは職種の違
いだけでなく，仕事の経験の有無の差であると考えられる．
職業の専門知識や技術を教育することは当然であるが，就業
上で想定される現状や困難要因を教育中に入れこむことで，
歯科医師という職業理解が深まり，初年次に想定している長
く社会に貢献して働くことにつながること考えれれた．ただ
し，職業継続への困難は職業のマイナス面であるため，学生
に伝える上で配慮した教育方法が必要であると考える．

○冨士　岳志 1，羽鳥　弘毅 2，齋藤　安奈 1，芳澤　享子 1，中本　哲自 3，宇田川　信之 1

1 松本歯科大学，2 奥羽大学，3 朝日大学

Survey on Implant Practice for undergraduate students at Matsumoto Dental University

○Takeshi FUJI1，Kouki HATORI2，Anna SAITO1，Michiko YOSHIZAWA1，Tetsuji NAKAMOTO3，Nobuyuki UDAGAWA1

1Matsumoto Dental University，2Ohu University，3Asahi University

【目的】
　近年，口腔インプラント治療は広く普及し，知識と技術の
確かな習得が卒前教育でも求められる．本学でも，講義に加え，
2017 年度より，インプラント埋入実習（以下：実習）を行い
更なる理解を図っている．今回，本実習に対する過去 2 年間
の学生のアンケート調査の結果から，現状と課題を報告する．

【方法】
　2018 年度 92 名，2019 年度 84 名の 4 年次学生に対し，「興味」，

「埋入の難易度」，「実習に対する希望」を記名式で調査した．
なお，本実習では，顎模型の右下 5，7 相当部に，外科用テン
プレートを使用せずフリーハンドで埋入した．また，2019 年
度からはガイドによる実技デモと，一連の流れのビデオを供
覧し，1 本目の埋入はデモと並行させ，それを参考に 2 本目
を埋入した．

【結果および考察】
　実習後にインプラント治療への興味がわいた学生の割合は
両年度とも高く（96％），「講義内容が深まった」ことを理由
に挙げていた．また，将来インプラント治療を行いたい学生
の割合は，2018 年度（74％）から増加したが（91％），一方で，「埋
入が難しい」と回答した者の割合は 86％から 77％へ減少した．
これは，2018 年度からの変更点として，1 本目の埋入をデモ
と並行させ，段階的に実習を進行したことで，容易に理解で
きたことが理由として考えられる．また，「難しい」と回答し
た理由は，「平行性の確認」，「埋入軸の設定」が依然として多
かったが，「埋入自体の難しさ」は 13％から 2％と減少し，実
際に穿孔等のトラブルも減少した．今後の実習への希望とし
て，「切開から上部構造装着まで一連の流れ」や，「マネキン
の使用」などが挙げられたが，CT 画像やガイドの使用は 14
％から 1％，デモビデオによる説明は 7％から 4％と減少し，「今
のままで十分」とする割合は 16％から 28％と増加した．これ
は，ビデオを用いたデモが奏功したと考えられた．

【結論】
　本実習は，インプラント治療に対する理解に有意義であり，
内容の充実を図り理解がより深まったと考えられる．一方で，
本実習は，実際の臨床のごく一部であり，実際の埋入とは粘
膜の切開剥離や器具の埋入方向など条件が違うため，臨床を
想定した更なる実習内容の充実が今後の課題として挙げられ
る．

P-73 初年次歯科学生の職業理解 ―職業継続に関する因子―

P-74 松本歯科大学歯学部学生のインプラント学実習の状況
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○高橋　靖之 1，長谷川　優 2，井口　麻美 3，大橋　誠 1，藤井　一維 3

1 日本歯科大学新潟病院　歯科麻酔・全身管理科，2 日本歯科大学新潟短期大学，3 日本歯科大学新潟生命歯学部　歯科麻酔学講座

Attitude survey of the 3rd grade which did clinical training II early by Nippon Dental University at Niigata

○Yasuyuki TAKAHASHI1，Yuh HASEGAWA2，Asami IGUCHI3，Makoto OOHASHI1，Kazuyuki FUJII3

1The Nippon Dental University School Life of Dentistry at Niigata Department of Dental Anesiology，2The Nippon Dental University college at 
Niigata，3The Nippon Dental University Niigata Hopital Dental Anesthesia and General Health Management

【緒言】
　日本歯科大学新潟生命歯学部（以下，本学）では，第 3 学
年次に早期臨床実習Ⅱを実施している．早期臨床実習Ⅱは，
口腔外科，歯科麻酔・全身管理科，訪問歯科口腔ケア科を軸
に，臨床シミュレーション室での実習を組み込み，他の診療科・
特殊外来・センターを選択制とし，実際に体験することに重
きを置いている．本研究の目的は，第 3 学年次における学生
の意識を明らかにするとともに，早期臨床実習Ⅱのカリキュ
ラムを検討し，学生のモチベーション向上の一助とすること
である．

【方法】
　平成 31 年度本学第 3 学年 68 名（男子 43 名，女子 25 名）
に対し，アンケートにより早期臨床実習Ⅱ終了時の意識調査
を行った．

【結果】
　歯科医師の仕事に対して受けた印象は，『責任のあるものだ』
が最多（60％）で，続いて『やりがいを感じられるものだ』（51
％）であった．将来の仕事については，『やりがいのある仕事
がしたい』が最多（31％）であった．また，早期臨床実習で
気付いたことで最も多かったのは，『今までの講義で得た知識
が大切だ』（52％）であった．

【考察および結論】
　アンケート調査の結果で，昨年度の結果とほぼ同様の傾向
がみられた．異なるコホートで同様の傾向がみられたことは，
3 学年で行う早期臨床実習Ⅱは『今までの講義で得た知識が
大切』という学生の気づきを得る効果があり，本格的な臨床
系の実習や講義が行われる直前の早期臨床実習は，学生自身
が講義と臨床のかかわりを考えるための有効な機会であるこ
とを示唆しているといえる．今後は，1 学年の早期臨床実習
Ⅰと比較も検討しており，同じコホートで検討も視野に入れ
ていく予定である．

○大沢　聖子 1，2，多田　充裕 1，2，内田　貴之 1，2，青木　伸一郎 1，2，岡本　康裕 1，2，梶本　真澄 1，2，大山　篤 1，3，伊藤　孝訓 1

1 日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座，2 日本大学松戸歯学部口腔科学研究所，3（株）神戸製鋼所東京本社健康管理センター

Factors Affecting Self-Assessment of Patient Escort Training by Dental Students

○Seiko OSAWA1，2，Mitsuhiro OHTA1，2，Takashi UCHIDA1，2，Shinichiro AOKI1，2，Yasuhiro OKAMOTO1，2，Masumi KAJIMOTO1，2，
Atsushi OHYAMA1，3，Takanori ITO1

1Department of Oral Diagnostics，Nihon University School of Dentistry at Matsudo，2Nihon University Research Institute of Oral Science，3Health 
Administration Center，Tokyo Head Office，Kobe Steel，Ltd.

【目的】
　本学では，患者付き添い実習終了後に患者と学生を対象と
したアンケートを行っているが，患者評価より高く自己評価
する学生がいる．そこで本研究では，歯科学生自身による患
者付き添い実習の自己評価に影響を及ぼす要因について検討
した．

【方法】
　対象は 2019 年 3 年次生 127 名のうち，同意の得られた 102
名（男性 60 名，女性 42 名）である．付き添い実習終了後の
学生に，0 ～ 100 の点数で付き添い実習の自己評価とその理
由を記入させた．また患者とのコミュニケーション，関係確
立，共感について，どの程度できると思うかを 0 ～ 100 の数
字で記入させ，先行研究に準じて，それぞれコミュニケーシ
ョンの自己効力感，関係確立の自己効力感，共感の自己効力
感の得点とした．さらに成人用ソーシャルスキル自己評定尺
度（SS），一般性セルフ・エフィカシー（GSES），医学生の
共感（JSPE-S）の質問紙調査を行い，自己評価点を従属変数，
各尺度の得点を独立変数として重回帰分析を行った．

【結果および考察】
　付き添い実習の自己評価は 100 点が 8 名で，平均は男性が
80.4（± 12.1），女性が 76.7（± 13.6）で，男女差は認めなか
った．重回帰分析では，｢コミュニケーションの自己効力感｣
｢共感の自己効力感｣，SS の下位尺度である ｢記号化｣ ｢解読｣
の 4 つの独立変数により，調整済み決定係数が 0.52（p<0.001）
の予測モデルが得られた．標準偏回帰係数は ｢コミュニケー
ションの自己効力感｣ が 0.47，｢共感の自己効力感｣ が 0.41，
｢記号化｣ が－0.33，｢解読｣ が 0.22 で，学生自身による付き
添い実習の自己評価に影響を及ぼすことを示唆した．｢記号化
｣ は負の影響を及ぼすことから，一般の場面と異なり，｢記号
化｣ 得点が低い学生は，自己評価が高いことを示唆している．

【結論】
　知識不足や焦った時にはメタ認知は働きにくく，正しい自
己評価はできないといわれており，｢記号化｣ などのソーシャ
ルスキルの知識の習得と，患者対応の経験を重ねていくこと
が必要と考えられた．

P-75 日本歯科大学新潟生命歯学部で早期臨床実習Ⅱを行った第 3 学年の意識調査

P-76 歯科学生自身による患者付き添い実習の自己評価に影響を及ぼす要因



113

ポ
ス
タ
ー
発
表

○五十嵐（武内）　寛子，沼部　幸博

日本歯科大学生命歯学部　歯周病学講座

Results of questionnaire survey from hand skill practice on freshman student on School of Life Dentistry at Tokyo, The Nippon Dental University

○Hiroko IGARASHI-TAKEUCHI，Yukihiro NUMABE2

1Department of Periodontology，School of Life Dentistry at Tokyo，The Nippon Dental University

【目的】
　日本歯科大学生命歯学部では 1 年生を対象に従来の附属病
院見学に加え，2019 年度より前期授業にハンドスキル実習を
取り入れた．これは歯科医療に要求される精密な手技を的確
に行うために，物造りで行う基本的な手指の使い方を理解し，
正確な作業を身に付けるための初歩的・基本的な技術および
技術を身に付けることを目的としている．今後の指導に生か
すべく，実習後に学生に対してアンケートを実施し，その回
答に対し考察を行った．

【方法】
　調査対象は 2019 年度の本学新入生（138 名）を対象とし，
診療時のグローブ着用の意味を講義後，一定時間内にグロー
ブを着用または非着用にてピンセットにより的確に微小物を
把持できるかどうか実習を行った．1．球体を把持し移動する　
2．シールをはがして的確に円の中に貼る　3．綿球を作成する，
の 3 項目に加え，実習後にアンケートを実施した．

【成績および結果】
　学生は初めてグローブを着用するため，試着を行い適正な
サイズの検討を行った後，実習を行った．その結果，1，2，3
すべての項目についてグローブ着用時は非着用時と比較し，
成績が悪かった．グローブ着用時の不自由さをスケール（1：
感じない～ 10：感じる）で表示させた結果，1：21 人，2：22 人，
3：18 人，4：14 人，5：11 人，6：16 人，7：16 人，8：18 人，
9：1 人，10：1 人であった．
　実習後のアンケートの回収率は 100％であり，その中で，
138 人中 138 人の学生が歯科医療に要求される精密な手技を
的確に行う必要性を理解することができたと回答した．多く
の学生が，グローブを着用してのピンセットの把持が初めて
の体験だったと答えていた．

【結論】
　以上の結果より，新入生に対しハンドスキル実習が有効で
あることが示唆された．この実習は学生のモチベーションの
向上にも有益であると考えられた．

P-77 日本歯科大学生命歯学部新入生を対象とした病院医療概論ハンドスキル実習に関するアンケート結果
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Converting the history of life evolution into one year

○Hina INUBUSHI1，Kie IGUCHI1，Takuma SAITO1，Tetsunari NISHIKAWA2，Hidenori MATSUMOTO2，Kazuya MASUNO2，Hourei 
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【緒言】
　地球レベルの環境問題は急激に顕在化し，今や早急に解決
しなければならない課題である．環境問題はニュースなどで
見聞きするが，実感として捉えきれていないことが問題であ
る．そこで，アクティブラーニングで違った尺度からこれら
の問題を調査し対策を話し合った．

【方法】
　生命の歴史を生命誕生（38 億年前）時を正月 0 時とし，現
在を大晦日 24 時として 1 年間に換算した．その上で地球温暖
化，紫外線の増加，河川や海洋汚染による影響と対策につい
てグループで討論した．

【結果】
　原始生命体の誕生後，光合成により酸素を生み出し，さら
に形成されたオゾン層で紫外線を弱めることにより生物は陸
上でも繁栄してきた．しかし約 1 年かけて作り上げられた地
球環境が，3 秒前の産業革命以後化石燃料の燃焼により温暖
化し，1 秒前からは排水や投棄による河川や海の汚染，0.5 秒
前からはフロンガスの排出によるオゾン層の破壊と紫外線の
増加等短期間で大きく変わってしまった．地球温暖化による
砂漠化，海面の上昇，巨大台風の発生や異常気象，熱帯の昆
虫の媒介による感染症の増加．また，紫外線の増加では植物
の発育抑制，微生物の殺菌による食物連鎖の分解者の減少，
プランクトンの死滅による魚介類の減少，そして白内障や皮
膚がんの増加が危惧される．河川や海洋汚染でも数億年も続
いた生態系が破壊されている．我々の物質豊かで便利な生活
が，生命に必要な水，空気，食べ物を汚染し，生存しにくい
生活環境に変えている．対策として温室効果ガスやフロンガ
スそして排水やごみは再利用を図り，処分に際しては決して
自然界に出さない社会の仕組みが望ましい．そのため地球上
の多くの人々に啓発して解決のため行動を促し，一方で環境
を守る活動には経済的援助，逆に破壊する活動には経済的負
担，時には罰則などの処置も必要があると考える．

S-1 生命の進化史を 1 年間に換算してわかったこと
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Objectives
It is not easy to instruct the tips for improving dental 
clinical skills only using diagrams and words in dental 
clinical education. Therefore, it deems that unexperienced 
dentists learn such tips mainly through their own clinical 
experiences. We have reported concerning to the objective 
dental practical motion assessment utilizing the optical 
motion capture system in order to improve the dental 
clinical education. The purpose of this study was to analyze 
and compare the impression taking motion of dentists and 
trainee dentists.

Methods
Each of five trainee dentists （TD） and five dentists with 
over 10 years or more clinical experience （DCE）, working 
at Niigata University Medical and Dental General Hospital 
participated as the subjects in this study. All the subjects 
equipped with infrared-reflective markers performed 
impression taking to the simulator using silicone impression 
materials and syringes following the routine manner and 
were measured three times by the optical motion capture 
system VICON. Errors like air mixing and tear involved in 
the removed impression were also checked to determine 
success or failure of impression taking.

Results
As the results it was appeared that the practical motion of 
TD had the tendency of rapid and careless and was different 
from that of DCE. And the number of the errors involved in 
the removed impressions observed in TD group was larger 
than that of DCE group.

Conclusions
It was suggested that there was some relationship between 
the clinical experience and the dental practical motion. In 
the case of the srynge-based impression taking with silicone 
impression materials, the difference deemed to appear as the 
stability of the motion. The optical motion capture system 
VICON revealed to be available for dental practical motion 
analysis and research. However, it was also demonstrated 
that further investigations were required to elucidate the 
useful tips for effective clinical practical dental education.

KEYWORDS
dental clinical education, impression taking, motion capture.

IP-01 The	Motion	Analysis	of	Impression	Taking	by	Motion	Capture	System
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川西　克弥･････････ P-08、P-54
河野　文昭････ P-13、P-32、P-35

教育講演
河野　哲････････････････P-67
河村　佳穂里････････････P-03
菅　悠希････････････････P-08

き
北沢　富美･･････････････P-23
北村　和夫･････････････ O-19
北村　知昭･･････････････P-60
城戸　大輔･････････O-06、P-49
木下　淳博･････････････ O-05
貴舩　亮太･･････････････P-24
木方　一貴･････････ P-07、P-67
木村　幸司････ P-15、P-16、P-17

P-18、P-19、P-65
木村　泰男･･････････････P-63

木村　康之･･･ O-06、O-08、O-18
P-49、P-70

木本　克彦･････････ P-37、P-38
木本　統････････････････P-29
清浦　有祐･･････････････P-69

く
日下部　修介･･･････ P-05、P-07
楠　侑香子･････････････ O-06
楠本　哲次･･････････････P-46
國井　知余･･････････････P-25
窪田　光慶････ P-15、P-16、P-17

P-18、P-19、P-65
栗本　勇輝････ P-15、P-16、P-17

P-18、P-19、P-65

こ
小泉　進次郎･･･････特別講演3
合田　征司･･････････････P-41
越野　寿･･･････････ P-08、P-54
小滝　真也･･････････････P-30
河野　舞･･･････････ P-54、P-55
木尾　哲朗･････････O-04、P-11

シンポジウム３
駒形　香菜子･･･････ P-05、P-07
駒ヶ嶺　友梨子･････O-02、P-27
小正　裕････････････････P-71
小正　玲子･････････････ O-09
小柳　圭代･･････････････P-03
金銅　英二･･････････････P-23

さ
三枝　禎････････････････P-22
齋藤　安奈･･････････････P-74
齋藤　豪･･････････ O-10、O-11

O-12、O-13
齊藤　拓磨･･･････････････ S-1
斎藤　隆史･･････････････P-10
齋藤　隆･･･････････特別講演1
酒巻　裕之･･････････････P-55
作田　哲也･････････O-17、P-28
櫻井　孝･･････ P-15、P-16、P-17

P-18、P-19、P-65
佐古　亮････････････････P-72
Sato，T ････････････････ IP-01　
佐藤　衆一･･････････････P-64
佐藤　誓子･････････････ O-19
佐藤　拓実････････ O-10、O-11 

O-12、O-13
佐藤　亨････････････････P-20

し
塩見　晶･･････････ O-10、O-11 

O-12、O-13
篠原　千尋･･････････････P-13
清水　博史･････････ P-09、P-48
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首藤　崇裕･･････････････P-46
白鳥　たかみ････････････P-20
神　光一郎････････ O-15、O-16

P-40、P-71

す
菅野　亜紀･･････････････P-20
菅谷　彰･･････ P-15、P-16、P-17

P-18、P-19、P-65
杉戸　博記･････････ P-20、P-21
鈴石　雅子･･････････････P-25
鈴鹿　祐子･･････････････P-55
鈴木　一吉････シンポジウム４
鈴木　啓之･･････････････P-27
鈴木　善貴･････････ P-32、P-35
角　忠輝････････････････P-63

シンポジウム３
隅田　好美････････ O-15、O-16
角野　夢子･････････････ O-04

せ
清宮　一秀･････････ P-37、P-38
関　啓介････････････････P-58
關　奈央子･････････････ O-02
世良　優裕･････････････ O-04

た
髙　昇将･･･････････････ O-03
高倉　枝里子････････････P-20
高師　則行･･････････････P-59
高橋　靖之･･････････････P-75
高松　淳････････････････P-12
高見澤　俊樹････････････P-58
髙谷　達夫･･････････････P-23
高柳　雅文･････････････ O-19
瀧谷　佳晃･･････････････P-67
田口　則宏････O-17、P-28、P-43	

シンポジウム４
田口　洋一郎･･･････P-42、P-52
竹内　摂･･･････････････ O-09
竹内　義真･･････････････P-58
竹内　麗理･･････････････P-62
竹之内　茜･････････････ O-05
田地　豪･･･････････････ O-01
田代　宗嗣････シンポジウム３
多田　浩晃･･････････････P-63
多田　美穂子････････････P-20
田中　昭男････O-15、O-16、P-04

P-41、P-61、P-71、S-1
田中　佐織･･････････････P-59
田中　聖至･･････････････P-53
田中　とも子････････････P-47
田中　雅士･･････････････P-67
谷内　秀寿･･････････････P-23
谷本　啓彰･････････････ O-09
玉井　利代子････････････P-69

玉置　勝司････シンポジウム２
玉置　幸道･････････ P-05、P-07
田松　裕一･･････････････P-43
田谷　雄二･･････････････P-47

ち
千葉　忠成･･････････････P-47
趙　崇貴････････････････P-12

つ
槻木　恵一････シンポジウム１
辻　要･･････････････ P-04、S-1
辻林　徹････････････････P-64
都築　尊･･･････････････ O-20
都野　さやか･･････ O-10、O-11

O-12、O-13
鶴田　潤･･････････ O-07、O-08

て
丁　明･･････････････････P-12
寺島　雅子････O-15、O-16、P-30

P-40、P-71

と
德永　隼平･････････P-09、P-24
戸田　伊紀･･････････････P-61
礪波　健一･･･ O-06、O-07、O-18

P-49、P-70
友藤　孝明･････････ P-05、P-07
頭山　高子････O-15、O-16、P-30

P-40、P-46、P-71
豊下　祥史･･････････････P-08
鳥山　佳則･･････････････P-20

な
内藤　徹････････････････P-56
永井　由美子････････････P-20
仲井　雪絵･･････････････P-11
中久木　康一･･シンポジウム１
長澤　麻沙子･･･････････ O-03
長澤　敏行･･････････････P-54
長澤　治子･･････････････P-25
中島　功･･･････････ P-26、P-31
中島　一郎･･････････････P-73
中田　悠･･･････････ P-20、P-21
長谷　由紀子････････････P-11
中塚　美智子･･O-15、O-16、P-40
中西　生美･････････ P-14、P-47
中原　由絵･･････････････P-14
永松　浩････････････････P-48
永松　有紀･････････ P-09、P-48
Nakamura，F ･･･････････ IP-01　
中村　太･･････････ O-10、O-11

O-12、O-13
中本　恵太郎･･シンポジウム４
中本　哲自･･････････････P-74

仲谷　寛････････････････P-47
永山　元彦･････････ P-05、P-07
滑川　初枝･･････････････P-47

に
二階堂　美咲････････････P-66
西　裕美･･･････････････ O-23
西川　哲成･････ P-04、P-41、S-1
錦織　良････････････････P-46
西崎　宏････････････････P-46
西村　正宏･･････････････P-43
新田　浩･･････････ O-06、O-18

P-49、P-70
二宮　一智･･････････････P-53
二瓶　智太郎･･ P-15、P-16、P-17

P-18、P-19、P-65

ぬ
沼部　幸博････ O-22、P-47、P-77

ね
根岸　淳････････････････P-59

の
野上　朋幸･･････････････P-63
野﨑　中成･･････････････P-68
納富　拓也･･････････････P-68
野中　直子･･････････････P-26
野村　みずき･･････ O-10、O-11

O-12、O-13
則武　加奈子･･････ O-06、O-07

O-18、P-49、P-70

は
橋本　正則･･････････････P-46
長谷川　智哉････････････P-67
長谷川　真奈･･････ O-10、O-11

O-12、O-13
長谷川　優･････････ P-53、P-75
長谷川　篤司･･･････ P-36、P-39
畠山　純子････O-20、P-56、P-66
服部　旭威･････････O-08、P-49
服部　景太･･････････････P-05
羽鳥　弘毅･･････････････P-74
花岡　孝治････ P-15、P-16、P-17

P-18、P-19、P-65
浜　洋平････････････････P-27
羽村　章･･････ P-01、P-02、P-33
Hayashi，T ･････････････ IP-01　
林田　丞太････ P-15、P-16、P-17

P-18、P-19、P-65
林田　秀明･･････････････P-63
Hara，S ････････････････ IP-01　
原田　康弘････シンポジウム２

ひ
樋口　鎮央･･････････････P-46
秀島　雅之････O-06、O-08、P-49
平井　悠哉･･････････････P-51
平田　創一郎･･シンポジウム３
平塚　浩一･･････････････P-62
廣瀬　陽菜･･････････････P-66
廣藤　卓雄･････････O-20、P-56

ふ
福永　幹彦････シンポジウム２
冨士　岳志･･････････････P-74
Fujii，N ････････････････ IP-01　
藤井　規孝････････ O-10、O-11

O-12、O-13
藤井　一維･････････ P-53、P-75
藤田　暁･･･････････ P-40、P-46
藤田　淳一･････････ P-34、P-50
藤元　政考･･････････････P-60
藤原　周･･･････････ P-05、P-07
藤原　眞一･･････････ P-04、S-1
古澤　成博･･････････････P-72
古地　美佳･･････････････P-58

ほ
星　憲幸･･･････････P-37、P-38
細木　眞紀･････････P-32、P-35
堀内　恒夫･････････特別講演2
堀江　弘恵･････････････ O-09
堀江　哲郎･･････････････P-47
堀川　鉄平･････････････ O-09
本田　義知･･････････････P-61

ま
前岨　亜優子･･････ O-15、O-16

P-30、P-71
槇　宏太郎･･････････････P-26
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