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平成 18 年度 

特色ＧＰ 「ＩＴ環境でのグローバルエバリュエーション」 

報  告  書 

 

  １．第４回試験問題作成とセキュリティの確保に関するワークショップ 

  ２．ＩＴ環境を活用した態度・技能領域の高度な評価システムの構築 
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第４回 

試験問題作成とセキュリティの確保に 

関するワークショップ 

 



試験問題作成とセキュリティの確保に関するワークショップの趣旨 

 

 本ワークショップは、文部科学省の平成 17 年度特色ある大学教育支援プロ

グラムで選定された本学の取組「IT 環境でのグローバルエバリュエーション」

を更に充実・発展させる事業のひとつとして実施するものである。この取組

は、カリキュラムのすべての段階に構造化された IT 環境を構築することで、

統合型の質の高い歯学教育の実践を目指すと共に、独自に開発した問題作

成・管理システムにより 6 年一貫した総括的評価を実施し、教育評価の一元

的な管理を実現するものであり、教育の質を保証する上で大きな成果をあげ

てきている。 

 本ワークショップでは、歯科医学における基本的な知識の理解と総合的な

診断能力・問題解決力を総括的に評価するための多肢選択式試験問題作成の

スキルアップ、更にその試験問題の重要性に配慮し厳正に管理する能力の向

上を目指し、個人演習および小グループによるブラッシュアップ等の実践的

なワークショップを行う。これらを通じ、教員個々の問題作成・管理能力の

向上を図り、ひいては、本学における学生の公正な学習評価のより一層の充

実を目指すものである。 

 



 

開催期間・開催地および参加者 
 
期  間：平成 18年 10 月 7日(土)・8 日(日) 
会  場：セミナーハウス クロス・ウェーブ船橋 

参 加 者：30 名 

スタッフ：サブディレクター1名, 運営委員3 名, タスクフォース 5 名, 事務局 5 名 合計44 名 
 

参加者名簿 
 

氏 名 所 属 職 名 

御手洗 智 解剖学講座 講師 

森口美津子 口腔超微構造学講座 講師 

山本  哲 生理学講座 講師 

山中あゆみ 微生物学講座 助手 

古賀  寛 衛生学講座 助手 

丸山  澄 法歯学講座 助手 

平田創一郎 社会歯科学研究室 講師 

永井 嘉洋 歯科医学教育開発センター 助手 

末原 正崇 歯内療法学講座 助手 

澁川 義宏 歯周病学講座 助教授 

伊藤 明代 歯周病学講座 助手 

亀山 敦史 保存修復学講座 助手 

原  麻子 小児歯科学講座 助手 

髙野 伸夫 口腔外科学講座 教授 

髙木多加志 口腔外科学講座 助教授 

中野 洋子 口腔外科学講座 講師 

米津 博文 口腔外科学講座 講師 

武田 栄三 口腔外科学講座 助手 

山本 信治 口腔外科学講座 助手 

大神浩一郎 有床義歯補綴学講座 助手 

小平 順可 有床義歯補綴学講座 助手 

田原 靖章 有床義歯補綴学講座 助手 

高梨 聖敏 クラウンブリッジ補綴学講座 助手 

野本俊太郎 クラウンブリッジ補綴学講座 助手 

片田 英憲 歯科矯正学講座 講師 

野村 真弓 歯科矯正学講座 助手 

西井  康 歯科矯正学講座 助手 

原田 卓哉 歯科放射線学講座 助手 

中島 一憲 スポーツ歯学研究室 講師 

蔵本 千夏 オーラルメディシン・口腔外科学講座 助手 



 

 
氏 名 所  属 職名 備 考 

〔スタッフ〕 
金子  譲 
藥師寺 仁 
井出 吉信 
小田  豊 
河田 英司 
佐野  司 
嶋村 一郎 
関口  浩 
石原 和幸 
阿部 伸一 
松坂 賢一 

 
〔協力〕 
渡辺 洋平 
福山 淳一 
京田 和郎 

 
〔事務局〕 
小林 友忠 
長谷川雄教 
亀山  桂 
田口 悦郎 
世木田 晋 

 
学長 
副学長 
学監 
教務部長 
歯科医学教育開発センター主任 
教務副部長 
有床義歯補綴学講座 
小児歯科学講座 
微生物学講座 
解剖学講座 
臨床検査学研究室 
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日 程 
 
      プレナリー（Ｐ）：大研修室（２Ｆ221・222） 

       グループ演習（Ｇ）：討議室（２Ｆ232, 233, 234, 235, 236） 
時間 内容 場所 担当 

1 日目 

13:00－13:10 開会、挨拶 

概要説明、プレテスト実施 

P 小田 

河田 

13:10－14:10 セキュリティの確保に関する講演 P リコー 

14:10－14:20 グループ演習①の進め方 P 阿部 

14:20－16:20 グループ演習① 

全グループ同一の 10 問の Brush Up 

G ＴＦ 

16:20－18:20 全体発表・討議① 

  BU の経過説明、討議（各グループ２問ずつ発表） 

P 関口・ 

嶋村 

18:20－19:20 多肢選択式問題作成法の解説 P 河田 

19:20－19:30 ２日目の予定について、宿題提示 P 石原 

19:40－20:30 夕食 レ ス ト ラ ン  (４F) 

20:30－21:30 個人・グループ演習 

 ・「①」で検討した問題の完成 

 ・２問目の試験問題の作成 

G 河田 

2 日目 

 7:00－ 8:30 朝食 レ ス ト ラ ン  (４F) 

 9:00－ 9:10 全体説明、１日目の総括 P 河田 

 9:10－ 9:20 グループ演習②の進め方について P 阿部 

 9:30－11:30 グループ演習② 

各自作成した問題の Brush Up 

G ＴＦ 

11:30－12:15 昼食 レ ス ト ラ ン  (４F) 

12:20－15:20 全体発表・討議②（各人１問発表） 

  BU の経過説明、討議（自分の問題以外の問題について発表） 

P 石原・ 

松坂 

15:30－16:00 質疑応答、全体総括 

ポストテスト実施 

P 河田 

16:10 閉会 修了証書授与 P 小田 

 



 

グループ分け一覧 
 

  氏名 職名 所属 
 御手洗 智 講師 解剖学講座 
 丸山  澄 助手 法歯学講座 
 末原 正崇 助手 歯内療法学講座 
 大神浩一郎 助手 有床義歯補綴学講座 

◎ 髙野 伸夫 教授 口腔外科学講座 

Ａグループ 

 蔵本 千夏 助手 オーラルメディシン・口腔外科学講座 
 山本  哲 講師 生理学講座 
 古賀  寛 助手 衛生学講座 
 原  麻子 助手 小児歯科学講座 
 小平 順可 助手 有床義歯補綴学講座 

◎ 髙木多加志 助教授 口腔外科学講座 

Ｂグループ 

 山本 信治 助手 口腔外科学講座 
 森口美津子 講師 口腔超微構造学講座 
 永井 嘉洋 助手 歯科医学教育開発センター 

◎ 澁川 義宏 助教授 歯周病学講座 
 田原 靖章 助手 有床義歯補綴学講座 
 武田 栄三 助手 口腔外科学講座 

Ｃグループ 

 西井  康 助手 歯科矯正学講座 
 山中あゆみ 助手 微生物学講座 
 亀山 敦史 助手 保存修復学講座 
 高梨 聖敏 助手 クラウンブリッジ補綴学講座 

◎ 米津 博文 講師 口腔外科学講座 
 野村 真弓 助手 歯科矯正学講座 

Ｄグループ 

 中島 一憲 講師 スポーツ歯学研究室 
 平田創一郎 講師 社会歯科学研究室 
 伊藤 明代 助手 歯周病学講座 
 野本俊太郎 助手 クラウンブリッジ補綴学講座 
 中野 洋子 講師 口腔外科学講座 

◎ 片田 英憲 講師 歯科矯正学講座 

Ｅグループ 

 原田 卓哉 助手 歯科放射線学講座 
       ◎はグループリーダー 



 

試験問題のブラッシュアップ作業 
 
１．事前作業 
受講者は、事前に６年生において、平均点 70 点を期待する視覚素材を使用した多肢選択式試験問題

を作成・提出するとともに、ワークショップ当日に試験問題を作成可能な視覚素材を準備した。なお、

用語・表現については歯科医師国家試験形式に統一した。 

基礎系教員 視覚素材を使用した問題１問（Atype 問題） 

臨床系教員 視覚素材を使用した臨床実地問題１問（A またはX2type 問題） 

 

２．グループ演習①（１２０分） 

受講者は６名ずつ５グループに分かれ、事前に提出済みの多肢選択式試験問題から選択された１０問

（全グループ同一問題）をグループ内でブラッシュアップした。各グループは、さまざまな専門分野・

経験年数の教員が混在して編成され、専門分野・経験年数の違いによる複眼的な視点でブラッシュアッ

プが行われた。 

 

３．全体発表・討議①（１２０分） 
グループ毎に発表用問題が２問割り当てられ、ブラッシュアップの経過を踏まえ、ブラッシュアップ

後の問題について発表を行った。各グループ同一の問題をブラッシュアップしたこともあり、発表され

た問題について他のグループメンバーや運営委員から非常に多くの質問が出され、活発な討議が行われ

た。この全体発表・討議で、グループ演習より更に多くの専門分野からの意見や運営委員からの指摘な

ど、より深まった議論が行われ、適正な試験問題を作成するための共通理解が得られた。また同一問題

をブラッシュアップしたことで、他グループのブラッシュアップ内容との比較ができ、ブラッシュアッ

プにおける複眼的な視点が養われた。 

 

４．個人・グループ演習（６０分） 

全体発表・討議①で指摘を受けた点について修正作業を行った。また、１日目のグループ演習、全体

発表・討議でのブラッシュアップ、多肢選択式問題作成法の解説を踏まえて、各自持参した視覚素材を

用い、新たな試験問題を作成した。 

 

５．グループ演習②（１２０分） 

前日の個人・グループ演習で新規に作成した試験問題をグループ内でブラッシュアップした。前日の

一連のブラッシュアップおよび多肢選択式試験問題の解説により、グループでのブラッシュアップはス

ムーズに行われた。 

 

６．全体発表・討議②（１８０分） 

グループ６名の試験問題それぞれについて、グループでのブラッシュアップの経過を踏まえ、ブラッ

シュアップ後のものについて、自分が作成した問題以外の問題を発表し、討議を行った。２日間の討議

経過を踏まえ、これまでよりも鋭い指摘が出るなど活発な討論が行われた。時には、運営委員に対して

も、試験問題の作成方法の基準など基本的な留意点等について質問が出された。 

 

７．質疑応答、全体総括（３０分） 
最後に、全てのスケジュール終了後、受講者からの質疑が行われ、試験問題の作成基準、視覚素

材活用のポイントなど全体を通じた討論が行われた。 



多肢選択式試験問題作成法の解説 

 

 歯科医師国家試験出題基準に則って作成された本学の試験問題１１０問を検証したところ、そ

のうち４２問は修正の必要がなかったが、残りは何らかの瑕疵があった。 

その主な原因は、まず出題基準（ガイドライン）から逸脱したものである。出題基準の小項目

にない疾患を出題している場合や、ガイドラインに掲載されていないため必修の基本事項として

は出題できないものがある。なお、後者の場合は一般問題として出題は可能である。 

 次に選択肢に問題がある場合である。限定語（最も、すべて）の使用、誤答肢として完全に否

定できない選択肢を含む、禁忌肢として不適当、質の異なる選択肢を含む（ＳＢＯｓの問題を作

成しないようにする。）、二律背反の選択肢である、複数の内容を含む、１つ選ばせるのに正解が

２つある場合等がある。 

 次に設問文、選択肢の記載法の誤りである。いわゆる国試様式に則っていないのであるが、こ

のケースが最も多い。 

 次に設問の意図が不明な場合である。 

 歯科医師国家試験の問題作成の基本的方針として、歯科医師臨床研修に臨む歯科医師として、

卒前教育の目標に則った知識と技能を十分に理解・修得してことを適切に評価できる試験である

ことが必要である。学会の専門医認定試験のような問題が散見されるが、これは歯科医師国家試

験には不適切である。 

 多肢選択式問題作成法であるが、良質な問題とは 

  １．評価が適切にできる 

  ２．再現性が高い 

  ３．採点者によって評価基準が異ならない 

ことを満たすことが必要である。 

 また問題作成過程においては 

  １．出題範囲の決定 

  ２．問題の主題の決定 

  ３．主題の細分化 

  ４．タクソノミーの選択 

  ５．問題形式の決定 

の手順を踏む必要がある。 

 問題作成時には 

  １．題材の選択 

  ２．問題の難易度 

  ３．問題形式 

  ４．用語 

  ５．表現・表記法 

  ６．解答所要時間 

に注意する必要がある。 

 禁忌肢問題の作成時に考慮すべき点として、出題目的は患者に全身的または局所的重篤な障害



 

を及ぼす危険性のある誤った診断・治療を行うこと、法律に抵触する行為等、間違った知識を持

っている受験生を識別することである。問題形式はＡtype で正解以外の選択肢１肢を禁忌肢とし、

必須、一般および臨床実地問題で出題する。内容は診断や治療に伴い口腔の形態や機能に復元不

可能な重篤な障害を起こす可能性が高い内容（外科的手術、歯の切削、院内感染、薬物の取り扱

い）、患者に重大な損害を与え、訴訟に直結する誤った診断・治療に関する内容、患者の生死に関

わる誤った診断・治療に関する内容、法律に抵触する内容である。 

 臨床実地問題の作成時に考慮すべき点として、出題目的は臨床的問題解決能力（検査データの

解釈、症例の対処法等）を問うことである。出題の基本方針は臨床の場で日常的に頻繁にみられ、

しかも必要性の高い題材を選択、または症例を提示し、診断、適切な対応法・処置法、経過や予

想される予後等についてである。出題範囲・内容は出題基準に基づき、複数領域にまたがって出

題することが望ましい。視覚素材については出題の意図に沿って視覚素材を積極的に用い、臨場

感のある問題を作成する、視覚素材は問題点（出題意図）が明確に把握できるものを使用する、

複数で十分な情報を提供できる視覚素材を活用する（受験生を惑わす不適切かつ余分な情報を含

まない。）ことが必要である。設問文の表記法として臨床の実際に即して順序（患者の年齢、性別

→主訴→主訴の病歴→現症→視覚素材の提示）を守って作成する必要があり、問題文には原則と

して否定形は不可であり、誤った解釈や解決法を選ばせないようにする。 

 臨床実地問題として望ましい問題とは 

  ・一連の診療過程において臨床的判断を問う 

  ・診療の過程・術式が理解されているかを問う 

  ・臨床実習で経験していないと正解を導けない（臨床実習で経験を積んでいれば容易に解け

る） 

であり、臨床実地問題の作成に際しては臨床実習の成果が反映される問題を出題することである。 

 問題文は定型化する必要がある。いわゆる国試様式で行う。場所や時間の起点を示す用語は「か

ら」に統一、「より」は比較を意味する場合のみ使用、原因を意味する場合は「よって」を使用す

る。「および」の表記については前後の単語が漢字の場合「および」で前後がひらがなの場合「及

び」と表記する。なお、前後がかっこの場合、かっこは無視する。 

 設問文は必ず「～はどれか。」と表記する。これは「～は（ａｂｃｄｅ）のどれか。」の略記で

あるからである。 

 設問形式は処置を問う場合は「適切なのはどれか。」（選択肢がすべて処置に関する場合）、「適

切な対応はどれか。」（選択肢に経過観察や指導を含む場合）、「正しいのはどれか。」（病理所見が

あり確定診断が可能な場合のみ）であり、診断名を問う場合は「疑われるのはどれか。」「正しい

のはどれか。」（病理所見があり確定診断が可能な場合のみ）である。 

 設問文は極力簡潔にする必要がある。「～について」は「～で」と表記する。 

 選択肢は、「文章形式」より「体言止め」が望ましい。漢字２字の選択肢は、例外（ＣＴ，ＤＯ，

ＣＯ，ＧＯなど）を除き中１字あける。例えば「抜歯」は「抜 歯」と表記する。なお「抜歯」

の表記法であるが、「歯の抜歯」のような単語の重複を避け「上顎右側中切歯の抜去」と表記する。

歯式の場合は「１の抜歯」と表記する。また「齲蝕」の表記法であるが、法律文に書かれている

場合や公的統計などで決められている場合は「う蝕」「う歯」と表記し、これ以外は「齲蝕」と表

記する。 



 

 国家試験とＣＢＴ問題では表記に異なる箇所があるので、それぞれの試験で決められた用語、

表現法と形式を遵守して作問する必要がある。 



 

セキュリティの確保に関する講演 

 

 最近、情報流出が増えている。原因としては内部からの持ち出し、メールやＦＡＸの誤送信、

ノートＰＣや記憶メディアの紛失・盗難等があるが、圧倒的に多いのがＰＣや記憶メディアの紛

失である。加えて最近特に目立つのがスパイウェアによる情報流出である。 

 スパイウェアとは外部からパソコンに入り込み大切な情報を盗み出して、外部に送信してしま

うというスパイ的行為を行うものである。ウイルスは破壊活動をその最終目的としていることに

対し、スパイウェアの目的は「経済活動」にある。従ってその活動は、いかにユーザに知られる

ことなく、侵入し、いかに長くその活動を持続するかを目的としている。スパイウェアの主な活

動分類は 

  ・入力したキーボードの情報を記憶して、気づかないうちに外部にその情報を送信 

  ・インターネットの表示状況などを記録・送信し、強制的に広告ページなどを表示 

  ・無断で有料ダイヤルや国際電話をかけ、膨大な電話料金やサービス料金を発生させる 

  ・セキュリティの弱点をついてシステムへ不正侵入。パスワードを解読して、感染したコン

ピュータを外部から操作 

  ・遠隔地からパソコンをコントロール 

などがある。 

 スパイウェアに感染した場合 

  ・常にポップアップ広告が表示される 

  ・ホームページの設定が変更されていて、元に戻すことができない 

  ・いつの間にかブラウザ画面の上側がツールバーで占拠 

  ・ブラウザにダウンロードした覚えのないコンポーネントがある 

  ・コンピュータの動作が遅い 

等がある。 

 感染ルートは 

  ・海外のホームページを見る 

  ・アダルトサイトのホームページを見る 

  ・フリーソフトをインストールする 

が主である。多くのスパイウェアは見つからないように巧妙に侵入するため、ほとんどのパソコ

ン利用者は発見できないのが現状である。スパイウェアに感染したかどうかはスパイウェア対策

ソフトで確認するのが確実である。 

 スパイウェアに対する防御方法は 

  ・Windows アップデートの実施 

  ・Web の閲覧とダウンロードをより安全に行う 

  ・ファイヤーウォールを使用する 

  ・ポップアップブロックを設定する 

等がある。スパイウェアは非常に巧妙に出来ており、しかも種類や量もたくさんあるので、利用

者が意識して対策を実施することが大切であろう。 

 長い時間の離席時または業務終了時は、紙情報及び電磁的媒体を机上に放置しないことが重要



 

である。またできるだけ机の上には物を置かない、離席時にはバスワードつきのスクリーンセー

バーを起動する、ＵＳＢや指紋認証やＩＣリーダー・ライターを利用したセキュリティー対策グ

ッズを利用する等の対策が必要であろう。 

 印刷されたドキュメントの情報流出も注意しなくてはいけない。印刷したときはすぐに取りに

行く、機密情報を印刷したときはプリンターの地紋印刷機能等を利用して不正コピーを防ぐ等の

対策が必要になってきている。 

 パソコンを外部に持ち出す場合は、ログイン時のパスワード設定は必須であり、場合によって

はＢＩＯＳパスワード及びＨＤＤパスワード機能も考慮する必要があろう。 

 ＵＳＢメモリやＣＤ－Ｒの持ち出し時にも暗号化するソフトやメディアがあるのでそれらを利

用するのも一つの手である。電子メールに添付ファイルで相手に送信する場合も添付ファイルに

パスワードを設定し、パスワードは別のメール等でお知らせする、送信先をアドレス帳に登録す

る必要があろう。 

 ノートＰＣの場合、盗難に備えて盗難防止ケーブルをつけることや、業務終了時には鍵が掛か

るところに収納することも一つの手である。 

 電子媒体の廃棄に関しては、ＣＤやＤＶＤは多少傷を付けても場合によってはデータを読み取

れる可能性があるので、粉々に粉砕して廃棄することが必要である。 



プレ・ポストテスト 
上段：プレ、下段：ポスト 

   賛成  反対   正解率 
     90.0% 

１） 
ウィルス対策ソフトウェアの導入で、パソコンの

セキュリティは確保できる。      93.3% 
     93.3% 

２） 
パソコンにセキュリティ対策を施しても盗難・紛

失による危険性は残る。      100.0% 
     96.7% 

３） 
外部の人間が立ち入らない部屋であれば、情報流

出の危険はない。      100.0% 
     90.0% 

４） 頻繁に使う書類は机の上に置いておく。 
     96.7% 
     96.7% 

５） 
試験問題の試し刷りにコピー用紙の裏紙を使用

している。      96.7% 
     33.3% 

６） 
Spam mail とは、感染するとパソコンに不具合が

起きたり、情報が流出したりするものである。      40.0% 
     93.3% 

７） 
Phishing とは、本物を装った偽の Web サイトを

使って、個人情報等を騙し取る行為である。      100.0% 
     76.7% 

８） 
多肢選択式試験問題は、１つのＳＢＯで出題する

べきである。      100.0% 
     96.7% 

９） 
選択肢は、対等の重みを持ち、同一範疇の事象に

するべきである。      100.0% 
     73.3% 

10） 図の説明は説明文中に詳しく記載する。 
     86.7% 
     40.0% 

11） 
説明文は主訴、現病歴、既往歴、検査所見、現症

の順に記載する。      60.0% 
     16.7% 

12） 
薬は効能、使用目的を示す場合は・・・剤と記

載する。      26.7% 
     16.7% 

13） 18 歳以上は男性、女性と表記する。 
     36.7% 
     56.7% 

14） 生後４週未満の赤ちゃんは乳児と記す。 
     63.3% 
     10.0% 

15） 
禁忌肢とは、重大な傷害を与える危険性のある誤

った治療に関する内容のものである。      6.7% 

     73.3% 
16） 数値や性差に関する設問は出題しない 

     60.0% 

     86.7% 
17） 特殊な疾患など稀な疾患は出題してはいけない 

     60.0% 

     60.0% 
18） 

歯科医師国家試験出題基準の小項目は、中項目の

内容を限定するものである。      80.0% 

 66.7% 
     正解率 

 72.6% 



総合評価 
 

１．このワークショップ全体は、あなたのニーズにマッチしましたか？ 

                               4.03 

 低い                                      高い 

  1        2    3        4    5 

    

 ０名        １名       ３名        20 名       ６名 

 

２．このワークショップ全体について、あなたの理解度はどうでしたか？ 

                             3.98 

  1        2    3        4    5 

    

 ０名        ０名       ３名        24 名   １名   ２名 

 

３．リコーのセキュリティーの確保に関する講演は、あなたのニーズにマッチしましたか？ 

                           3.70 

  1        2    3        4    5 

    

 ０名        ２名       ９名        15 名       ４名 

 

４．リコーのセキュリティーの確保に関する講演について、あなたの理解度はどうでしたか？ 

                             3.97 

  1        2    3        4    5 

    

 ０名        ０名       ８名        15 名       ７名 

 

５．多肢選択式試験問題の作成方法に関する解説および演習は、あなたのニーズにマッチしました

か？ 

                       4.30 

  1        2    3        4    5 

    

 ０名        ０名       １名        19 名       10 名 



 

６．多肢選択式試験問題の作成方法について、あなたの理解度はどうでしたか？ 

                             3.97 

  1        2    3        4    5 

    

 ０名        ０名       ３名        25 名       ２名 

 

７．運営の時間配分について 

１）グループ演習の時間配分はどうでしたか？ 

                  2.77 

短すぎる               丁度よい              長すぎる 

  1        2    3        4    5 

    

 ０名        10 名       17 名        ３名       ０名 

 

２）全体発表・討議の時間配分はどうでしたか？ 

3.20 

  1        2    3        4    5 

    

 ０名        ３名       18 名        ９名       ０名 

 

［考察］ 

 「ニーズ」「理解度」ともに全体的に「満足度が高い」という結果になっている。特に「３．リ

コーのセキュリティーの確保に関する講演は、あなたのニーズにマッチしましたか？」については

過去３回の平均満足度より高い数値が出ている。今回は前回（第３回）と同様、具体的にパソコン

についてのセキュリティー対策についての講演であり、すぐに役立つ知識となることが満足度の比

較的高い結果につながったのではなかろうか。 

 また時間配分についてはほぼ「丁度良い」という結果になっている。 

 全体的に見て「セキュリティーの確保に関する講演のニーズ」が他に比べて手数が若干低いもの

の、今まで３回のＷＳと同様、今回のＷＳに満足したという結果が出ている。 

 

【自由記載】 

１．リコーのセキュリティーの確保に関する講演の感想 

○勉強になった（９名） ○一般的な内容であった（２名） ○分かりやすかった（２名） ○一

般企業での高いセキュリティー確保の一部を見ることができて勉強になった ○机上の書類の整

理まで考えていなかったので参考になった ○非常に参考になったが、逆に自分のセキュリティー

対策の甘さが恐くなった ○詳しく他の会社の情報管理の進んだ方法なども教えて頂き、大変参考



 

になった ○机上に出しっぱなしは言うまでもなく良くないことを再認識した。机上はすっきりし

てなるべく引き出しに作業中の書類をしまいたい。学内の方針としてペーパーレスに注目して欲し

いと思う ○コンピュータが好きなので、内容がやや物足りなかった ○以前聞いた記憶がある 

○盛りだくさん過ぎて後半部分が理解できなかった ○学内や講座内の考え方だけではセキュリ

ティーの確保は甘いと思った ○PC を使って行うなら、実際の状況をシミュレートして欲しい ○

講演は良いが、物品販売の目的ではないか？ ○基本的には良かったが、もう少し大学病院の実際

を想定した講演の方が良いと思った ○一般の社会のシビアな一面を見た気がする ○危険性を

理解することはできたが、大学として共通なセキュリティシステムの見解が見られない 

［考察］ 

 今回は前回（第３回）と同様具体的にパソコンについてのセキュリティー対策についての講演で

あったためか「勉強になった」「分かりやすかった」「参考になった」等の肯定的な意見が多い。や

はり具体的なセキュリティー対策の内容であれば全体的に満足度は高くなろう。ただ、具体的なセ

キュリティー対策の場合、既に知っている内容である場合が往々にしており、その場合「一般的な

内容であった」「内容がやや物足りなかった」という意見が出るのは仕方がないだろう。また一般

的な内容の話であったため、大学の実態を踏まえた講演を望む声もあった。今後はセキュリティー

対策で知っておかなければならないものに加え、本学の実情にあった内容を入れることも考えなけ

ればならないかもしれない。 

 

２．多肢選択式試験問題の作成方法について 

  １）多肢選択式試験問題作成方法の解説についての感想 

○良かった（６名） ○よく理解できた（４名） ○疑問点が解消できた（４名） ○分からない

ことばかりだったので勉強になった ○以前聞いた内容である ○分かったつもりでいることを

一から丁寧に解説して頂き、再確認できた ○ルールが沢山あり、慣れるまでは少々大変だと感じ

たが、やはり慣れることが大切だと思った ○言葉の使用方法が非常に参考になった ○時系列を

重視することが重要であることが分かった ○用語（専門用語）の使用可能一覧が、もう少し分か

りやすい一覧が欲しい ○いつも気をつけているが、講義はなかったので再確認できた ○視覚情

報を使った問題作成は、基礎系特に機能系の科目にはマッチしない面がある ○初めに解説をして

いただければと思った ○国試問題作成、CBT 問題作成での表現の違い、国試問題作成の把持の言

い回しについて理解できた ○ハンドアウトがあったので、今後の参考になると思う ○問題解決

の問題は出題することが少ないので参考になった ○比較的分かりやすかったが、本学でここまで

親切な問題作りをすると国試の不親切さに学生は戸惑うのではないか。（ある６年生からの意見） 

○とても細かくて委員会の先生方の大変さが分かった ○ルールを分かりやすくまとめて頂いた

スライドで解説して頂き、作成する上で大変貴重な情報を知ることができ、ポイントがつかめた 

○国試と CBT で細かいところに注目して文言を直すことが大事だと思った。ブラッシュアップをさ

れている方々のご努力に頭が下がる 

［考察］ 

 ほとんどの意見が「良かった」「理解できた」等肯定的である。内容的には問題ないであろう。 

 

 



 

  ２）個人での問題作成についての感想 

○あらかじめ２問作っておいても良いと思う（３名） ○自分の問題作成能力の低さを痛感した（２

名） ○初めてだったので難しかった（２名） ○問題作成の際のポイントが把握できた（２名） 

○多くのミス・改善すべき点が明確になった（２名） ○視覚情報に不必要な情報が入っていたり

して、そこが一番難しかった。良い素材が全てを決めると感じた ○今まで講座内での指導の下、

問題のブラッシュアップを行っていたので、問題作成に関しては特に不備もなくできたと思う ○

自分の分野の教科書等資料を持って来れば良かったと思った ○同一範疇での選択肢を作成する

のが結構難しい ○毎回 CBT や卒試等視覚素材が大切だと思うが、子供がイヤがり難しい ○さら

に良質な問題作成をしようと思った ○主文、副文については以前よりスムーズにできるようにな

った。選択肢については以前より考える事項が多くなり、完成に導くのが難しかった ○細かい表

現の方法について理解できた ○図中（写真中）での指示の方法に矢印以外の方法があるなど、新

知識を得られた。○有益であった ○チェックすべき項目が多く、ブラッシュアップの人数は多い

ほど良いと感じた ○社会歯科の分野では視覚素材および５肢択一がいつも難しいと考えている 

○大変でした。宿題にさせるか、もう少し時間を与えるべき ○必要 ○あらかじめ視覚素材を用

意し、準備していたので特別困難な点は感じなかった ○問題作成に関する一般的な感想として、

疾患は毎年増えるものではなくやはり同じようなパターンの問題になってしまうのは仕方がない

と思う ○以前より与えられた視覚素材でいろいろと工夫して問題を作成していく力が身につい

たように感じる ○１）で教えていただいたことを理解して作成しましたが、実際にブラッシュア

ップにかけないと分からないものもあり、まだまだ作成時でイメージがつかみきれていなかった 

［考察］ 

 以前（第３回まで）多かった「視覚素材の重要性」に関する意見が減り、代わりに（視覚素材に

限らず）問題作成そのものについての意見が増えている。また現在の１問事前に提出し、もう１問

は視覚素材のみＷＳ当日持参させ、ＷＳ開催中に作成させる方式ではなく、あらかじめ２問事前に

作成しておいたほうがいいという意見も出ていたが、これは第２回ＷＳの意見でも出ており、今後

の検討課題であろう。 

 

  ３）グループでのブラッシュアップについての感想 

○他講座の意見が聞けて参考になった（８名） ○活発な討論が交わされ、良かった（７名） ○

教科書、辞典その他の資料を揃えて欲しい（４名） ○専門外の出題については内容で理解できな

いものがあった。話し合いでかなり改善したが、専門性のあるグループで行うのが理想と思われる 

○積極的な発言ができなかった ○グループリーダーを中心として皆一生懸命だった ○専門外

での内容については難しかった ○チェックすべき項目が多く、ブラッシュアップの人数は多いほ

ど良いと感じた ○他分野の先生と他分野の BU を行うことで、学生レベルと専門レベルとの予想

正答率のキャップに気付くことができた ○専門分野であるがために当たり前だと思う事項が、他

分野の先生だと解答できないことを再認識できた ○臨床の問題では専門用語についていけず大

変だった ○良かった ○全員が積極的に建設的に討議できて非常に有意義な時間を過ごせた 

○初顔合わせもあり新鮮。人数的にも丁度良かった ○実は１回ブラッシュアップに参加していま

したが、ブラッシュアップがこんなに根気と精力のいる作業とはあまり考えていなかった 

 



 

［考察］ 

 前回（第３回）までと同様「他講座の意見が聞けて参考になった」「活発な討論が交わされ、良

かった」という意見が多い。その他「専門分野であるがために当たり前だと思う事項が、他分野の

先生だと解答できないことを再認識できた」という意見もあり、先生方にとって今回の経験は非常

に良かったことの証であろう。やり方については基本的に問題ないといえる。今後は現状のグルー

プ構成であればどうしても「専門外の出題については内容で理解できないものがあった」という事

態をどのように解消するか、またグループでのブラッシュアップ会場に資料を用意するか（先生方

に持参してもらうか運営側で用意するか）が今後の課題であろう。 

 

  ４）プレナリーでの発表・討議についての感想 

○大変有意義であった（８名） ○討論が活発で充実したものであった（４名） ○時間が余って

しまったのは、想定時間が長すぎたためか、質問の全くない問題があったからか理由は分からない

けれど、足りない人も多かったので、これくらいで良いのかなと思った ○グループ内の討議で気

付かなかった事や、いろいろな考え方があった ○積極的な発言ができなかった ○発表ではグル

ープ内の人に助けてもらい、もっと理解が必要でした ○少し数が多かったかもしれません ○自

分の専門の中で考えたのでは気が付かないことも訂正してもらって良かった ○詳細にわたる質

問が多くあったような気がした ○多領域での考え方や問題について理解できた ○グループで

よいと判断しても、さらにいろいろな意見があるのが分かった ○それなりに良かった ○２日目

は１つ１つの問題にかける時間は短かったが、良い意見がたくさん出ていたと思う ○オブザーバ

ーの先生から問題作成を根本からひっくり返すような意見も出され、目の付け所に感心した ○皆

活発でグループ外の意見など参考になった ○２日目の発表、討議は時間的に少し短すぎる気がし

た。発表を短く、討議を長くしてもよいと思う ○時間や人数も適切であったと思う ○さらにブ

ラッシュアップされていく過程が面白かった ○多くの先生方が熱心でびっくりした ○２日目

の発表が全体的に長すぎると思う。時間配分、課題の提示に一考の余地ありか？ ○いろいろな視

点があり参考となった ○意見の出やすい環境だったと思う ○自分の専門でない問題に関する

討議は難しいと思う ○多くの発表を見聞きし、また自分に役割が与えられ発表していく中、多分

野の勉強と問題作成のポイントを学べた ○正直学会発表より緊張した。 

［考察］ 

 「大変有意義であった」「討論が活発で充実したものであった」との意見が多く、形式について

は現状で問題ないと思う。 

 今回は前回（第３回）までと違い、２日目の発表は他の先生の作成した問題を発表するという形

式であった。これについては「発表を短く、討議を長くしてもよいと思う」との意見があるように、

どうしても自分の専門外の問題の発表のため、発表時間（３分）以前に発表が終わるケースが多か

った。次回以降は発表時間を短く、討議時間を長く（例えば発表２分、討議４分）してもいいかも

しれない。 

 

３．本ワークショップ全般で、良かった点を記載ください。 

○他講座・研究室の問題作成法、考え方、意見を知ることができた（１３名） ○問題作成に付い

て再確認できた（７名） ○活発な討議があった（６名） ○他講座の先生と交流できた（２名） 



 

○良いムードだった ○ワークショップに参加する以前より問題作成の困難さをある程度認識し

ていたので、自分の中での問題点の抽出と解決ができたと思う ○１日目は全員が同じ問題を行っ

たのは良いと思う。それを踏まえての２日目があったので、初めて見る問題でも討論できたのだと

思う ○１日目で統一した問題でブラッシュアップを行った ○グループで仲良くできた ○問

題作成が少し面白くなった ○集中的に考えられたのは良かった ○問題選定委員の先生方の意

見を聞けた ○ホテルが良かった ○非常に質問が多く、有意義だったと思う ○もう少し早く受

けたかった ○全体でのブラッシュアップが行えた ○活発でなごやかで、全員が各問題について

考えていた ○全員がリソース・パーソンであった ○カジュアルで全員が垣根のないところ ○

グループ ○ブラッシュアップの重要性を感じられた ○非常に手間がかかりますが、意義がある

と思う 

［考察］ 

 「他講座・研究室の問題作成法、考え方、意見を知ることができた」「他講座の先生と交流でき

た」等他講座・研究室の先生との問題作成法等を知ることができたことや、交流できたとの意見が

多い。また「問題作成について再確認できた」との意見も多く、普段講座・研究室内で行われる問

題作成及びブラッシュアップとは違う経験をすることで、今後の問題作成及びブラッシュアップに

役立つことが感じられたと思われる。 

 

４．本ワークショップ全般で、良くなかった点を記載ください。 

○宿泊する必要はなかったのではないか（５名） ○時間が長かった（４名） ○資料が不足だっ

たと思う（４名） ○開催時期（２名） ○休憩が少なかった（２名） ○すぐに資料が検索でき

る学内で行った方が良いのでは（２名） ○合宿形式でなくても良いのではないか ○１日目の時

間が足りなかった ○夜の懇親会の会場が狭すぎた ○土曜の１３時という時間は早かった ○

矯正の問題が多かった気がする（ジャンルにかたまりがあったかも）○部屋がタバコ臭かった ○

（資料不足を補うため）グループ室の PC をネットへ接続できるようにして欲しかった ○１日目

の宿題で、自身の問題作成があったが、事前に作っておいて自分で再度ブラッシュアップ（見直す）

方が良かったかも ○バイトも休み家族で居る時間の休日に実施した割には日当費が安すぎます 

○あらかじめレジュメを配ってもらえると理解が早かったと思います ○椅子の具合が悪く（後方

に倒れすぎて）腰痛が出た ○事前にチップ等の持参を連絡して欲しかった ○懇親会は必要ない

と思われた ○１日目と２日目の内容に差がありすぎた。１日目の内容は半日ではムリがある ○

「問題作成＝教育」になってはならない ○本学には大学院生もいるし、一般開業医の教育も行う

べき ○目的が問題作成技法にあるのは分かっているが、やはりもう少し資料が欲しい ○する事

が多いので時間にゆとりがない 

［考察］ 

 日程について「宿泊する必要はなかったのではないか」「時間が長かった」「開催時期」「休憩が

少なかった」「土曜の１３時という時間は早かった」等の意見があった。その他２－３）にもあっ

たが「資料不足」という意見もあった。 

 また「大学院生や一般開業医の教育も行うべき」という意見もあった。特に大学院生については

今すぐ問題作成をする可能性は少ないが、将来大学院終了後教員になれば、問題作成を行うことに

なるので、本務教員の参加者が少なくなれば大学院生の参加も検討しても良いかもしれない。 



 

５．次回の本ワークショップで、貴講座から推薦したい方を挙げてください。 

   再度自身が受講する   ２名 

   他の人を推薦する   １７名 

［考察］ 

 前回（３回目）までと同様「他の人を推薦する」が多く、今回のＷＳの内容は他の先生にもぜひ

知っておいてもらいたいと受講者が感じていることの表れではないだろうか。また「再度自身が受

講する」も２名おり、更に理解度を深めたいという熱心な受講生もいた。 



 

 

 

 

講 演 資 料 

 

 

 

 

 

多肢選択式試験問題作成法の解説 
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第４回 東京歯科大学 試験問題作成と
セキュリティの確保に関するワークショップ

多肢選択形式問題の作成法
(歯科医師国家試験問題・共用試験ＣＢＴ問題）

平成18年10月７日(土)

歯科医師国家試験出題基準に
則って作成された試験問題の検証

（多肢選択式試験問題 110問）

修正の必要なし：42問（38％）

残りは何らかの瑕疵あり

１．出題基準(ガイドライン)から逸脱

・出題基準の小項目にない疾患を出題
( 小項目に載っている項目や疾患以外は出題不可 )

・必須の基本事項としては出題できない
(ガイドラインに載っていない → 一般問題 )

３．設問文，選択肢の記載法の誤り ( 最多 )
・いわゆる国試様式にのっとっていない

２．選択肢に問題あり

４．設問の意図が不明
( 何を問うているのか？ )

・クイズではない！！

・限定語の使用 ( 最も，すべて )

・誤答肢として完全に否定できない選択肢を含む
( one best になっていない )

・禁忌肢として不適当 ( 禁忌肢の定義から逸脱 )

・質の異なる選択肢を含んでいる
( SBOは可能なかぎり一つとする → × SBOs )

(1) プラークや歯石が組織破壊に比較して少ない。

(2) 女性よりも男性に多く発現する。

(3) 歯の病的移動は起こらない。

(4) 家族性が見られる場合がある。

(5) 白血球の機能低下が見られることがある。

(1) プラークや歯石が組織破壊に比較して少ない。

(2) 女性よりも男性に多く発現する。

(3) 歯の病的移動は起こらない。

(4) 家族性が見られる場合がある。

(5) 白血球の機能低下が見られることがある。

16歳の女性。上顎右側大臼歯部の食片圧入と動揺を主訴に来院した。

診査の結果、上顎右側の中切歯と大臼歯に動揺が認められ、その部位の

プロービングデプスは８～ 10 ㎜であった。X線診査により、同部位の

垂直性骨欠損が認められた。妹(12歳)の上下顎左右側第一第臼歯にも同

様な症状が認められている。初診時の口腔内写真 (別冊№１A)とX線写真

(別冊№１B)とを別に示す。

この疾患の特徴で正しいのはどれか。

16歳の女性。上顎右側大臼歯部の食片圧入と動揺を主訴に来院した。

診査の結果、上顎右側の中切歯と大臼歯に動揺が認められ、その部位の

プロービングデプスは８～ 10 ㎜であった。X線診査により、同部位の

垂直性骨欠損が認められた。妹(12歳)の上下顎左右側第一第臼歯にも同

様な症状が認められている。初診時の口腔内写真 (別冊№１A)とX線写真

(別冊№１B)とを別に示す。

この疾患の特徴で正しいのはどれか。

(1) プラークや歯石が 組織破壊に比較して少ない。

(2) 女性よりも男性に多く発現する。

(3) 歯の病的移動は起こらない。

(4) 家族性 が見られる場合がある。

(5) 白血球の機能低下が見られることがある。

(1) プラークや歯石が 組織破壊に比較して少ない。

(2) 女性よりも男性に多く発現する。

(3) 歯の病的移動は起こらない。

(4) 家族性 が見られる場合がある。

(5) 白血球の機能低下が見られることがある。

16歳の女性。上顎右側大臼歯部の食片圧入と動揺を主訴に来院した。

診査の結果、上顎右側の中切歯と大臼歯に動揺が認められ、その部位の

プロービングデプスは８～ 10 ㎜であった。X線診査により、同部位の

垂直性骨欠損が認められた。妹(12歳)の上下顎左右側第一第臼歯にも同

様な症状が認められている。初診時の口腔内写真 (別冊№１A)とX線写真

(別冊№１B)とを別に示す。

この疾患の特徴で正しいのはどれか。

16歳の女性。上顎右側大臼歯部の食片圧入と動揺を主訴に来院した。

診査の結果、上顎右側の中切歯と大臼歯に動揺が認められ、その部位の

プロービングデプスは８～ 10 ㎜であった。X線診査により、同部位の

垂直性骨欠損が認められた。妹(12歳)の上下顎左右側第一第臼歯にも同

様な症状が認められている。初診時の口腔内写真 (別冊№１A)とX線写真

(別冊№１B)とを別に示す。

この疾患の特徴で正しいのはどれか。

● 16歳の女性。上顎右側大臼歯部の食片圧入と動揺を主訴に来院した。

＊ 年齢表記 → 13～18歳は、 男子、女子

大臼歯部の動揺 ？ ？ → 大臼歯の動揺

16歳の女子。上顎右側大臼歯の動揺と同部への食片圧入とを主訴と

して来院した。

● 診査の結果、 上顎右側の 中切歯と大臼歯に動揺が認められ、その

部位 のプロービングデプスは ８～10 ㎜であった。

＊ 診査の結果 → 不要な記載

大臼歯に動揺が認められ → 主訴で記載済み

８～10 ㎜であった。 → 現症や検査結果は現在形で記載

16歳の女子。上顎右側大臼歯部への食片圧入を主訴として来院した。

上顎右側の中切歯と第一大臼歯に動揺が認められ、同部のプロービング
デプスは８～10 ㎜である。

● X線診査により、同部位の垂直性骨欠損が認められた。妹(12 歳)の

上下顎左右側第一第臼歯にも同様な症状が認められている。

＊ X線診査により、～ 認められた。：不要な記載

何のために初診時のエックス線写真を提示しているのか。

受験生に垂直性骨欠損の所見を読像させるべきである。

＊ 妹の ～ 認められている。 → 不要な記載

選択肢“(４)家族性が見られる場合がある ”のヒントとなっている。

● 初診時の腔内写真(別冊№１A)とX線写真(別冊№１B)とを別に示す。

この疾患の特徴で 正しいのはどれか。

＊ Ｘ線 → エックス線

正しいのは → 不要な記載

初診時の口腔内写真(別冊№１Ａ)とエックス線写真(別冊№１Ｂ)とを
別に示す 。

この疾患の特徴はどれか。
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16歳の女子。上顎右側大臼歯部への食片圧入を主訴として来院した。

上顎右側の中切歯と第一大臼歯 とに動揺が認められ、同部のプロービン
グデプスは８～ 10 ㎜である。初診時の口腔内写真(別冊№１Ａ)とエック
ス線写真(別冊№１Ｂ)とを別に示す 。

この疾患の特徴はどれか。

ブラシュアップ後

ブラシュアップ後の問題点
１．上記の説明文と提示された視覚素材とだけで、受験生は

“この疾患が若年性歯周炎である”と診断できるか？

説明文の追加が必要である。

２．臨場感を持たせるため、主訴の後に“既往歴”を追加すると良い。

３．プロービングデプスは、“表”で示す方がよい。

再ブラシュアップ後

再ブラシュアップ後の問題点

１．主訴と既往歴との記載内容が関連性に乏しい。

16歳の女子。上顎右側大臼歯部への食片圧入を主訴として来院した。

１年まえから上顎両側中切歯と第一大臼歯との動揺を自覚したという。

６１ １６ の動揺度は、いずれも３度である。初診時の口腔内写真(別冊

№ １Ａ)とエックス線写真(別冊№ １Ｂ)とを別に示す。歯周基本検査の結

果の一部を表に示す。

この疾患の特徴はどれか。

２．提示された視覚素材でプラークや歯石沈着がほとんどみられない

ことを読み取ることが可能か？

(１)プラーク や歯石が組織破壊に比較して少ない。

(2) 女性よりも男性に多く発現する。

(3) 歯の病的移動は起こらない。

(4) 家族性 が見られる場合がある。

(5) 白血球の機能低下が見られることがある。

選択肢の要修正箇所

→ 一つの選択肢に二つの内容が含まれている。

→ “見られる”は“みられる”と仮名で表記する。

→ “場合がある”“ことがある”は使用しない。

(1) プラークや歯石が組織破壊に比較して少ない。

(2) 女性よりも男性に多く発現する。

(3) 歯の病的移動は起こらない。

(4) 家族性が見られる場合がある。

(5) 白血球の機能低下が見られることがある。

16歳の女性。上顎右側大臼歯部の食片圧入と動揺を主訴に来院した。

診査の結果、上顎右側の中切歯と大臼歯に動揺が認められ、その部位の

プロービングデプスは８～ 10 ㎜であった。X線診査により、同部位の垂

直性骨欠損が認められた。妹(12歳)の上下顎左右側第一第臼歯にも同様

な症状が認められている。初診時の口腔内写真(別冊№１A )とX線写真(別

冊№１B)とを別に示す。

この疾患の特徴で正しいのはどれか。
修正箇所が多すぎる
時間と労力の無駄

歯科医師臨床研修に臨む歯科医師として、卒前
教育の目標に則った知識と技能を十分に理解・修
得してことを適切に評価できる試験であること

問題(CBT or 国試)作成の基本的方針問題(CBT or 国試)作成の基本的方針

臨床実習開始前教育の目標と内容とに基づき、
診療参加型臨床実習に従事できる知識と技能とを
適切に評価できる試験であること

３．採点者によって評価基準が異ならない
→ 客観性がある

１．評価が適切にできる → 妥当性がある
受験者が、修得していなければならない
十分な知識を有していることを評価できる

２．再現性が高い → 信頼性がある
同一集団に繰り返し実施した際に同一結果となる

良質な問題とは

多肢選択式問題作成法
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問題作成過程
１．出題範囲を決定する。

「出題基準」に示された範囲
２．問題の主題を決定する。

「受験生は ～ を・・・できる。」

(例)『 受験生は小児の歯科的対応を説明できる 』

３．主題を細分化する。
(例) Ｂ 小児患者への歯科的対応（出題基準ｐ.50）

ｂ 診療前の対応（患児・保護者・医療従事者）

c 診療時の対応（年齢別、行動変容法、抑制法
精神鎮静法、全身麻酔法）

ｄ 診療後の対応（患児・保護者）

４．タクソノミーを選択する。
Ⅰ型：想起(recall)

単純な知識の想起(記憶の思い出し)

設 問 → 想 起 → 解 答

Ⅱ型：解釈(interpretation)
設問で与えられた情報を理解・解釈して解答

設 問 → 理解・解釈 → 結果(病名など)  → 解 答

Ⅲ型：問題解決(problem solving)
理解している知識を応用し具体的な問題解決法を解答

設 問 → 解 釈 → 結果(病名など) 

選択肢 → 解 釈 → 解決方針(治療法など)  → 解 答

設問の情報を解釈し、さらに選択肢の意味を解釈することで解答

５．問題形式を決定する。
Ａタイプ (5肢単純択一)

＊ ４肢択一、６肢択一の導入

Ｘ2タイプ (５肢複択：定数２肢)

Ｋ(2)タイプ (多真偽：定数２肢)

Ｋ(3)タイプ (多真偽：定数３肢)
出題不可

問題の難易度

難 タクソノミーⅢ型 Ｘ２タイプ

タクソノミーⅢ型 Ａタイプ

易 タクソノミーⅠ型Ａタイプ

問題作成時の留意事項
１．題材の選択

①「出題基準」に準拠
② 症例報告に値する特殊な疾患など非常に稀な題材は

避ける。
③ 比較的稀でも、必ず知っておく必要のある疾患は、

出題してもよい。
④ 冠名疾患、検査法、術式等は必ず知っておく必要の

あるものに限る (普遍的でないものは避ける) 。
⑤ 数値に関する設問は、必ず記憶しておく必要な題材に

限る。
⑥ 性差や好発年齢に関する設問は、差のあることが明ら

かで、知っておく必要のあるものに限る。
⑦ 学説の分かれているようなものは避ける。

⑧ 出題者の専門領域に限らず、総合的な問題を作成する。

問題作成時の留意事項

２．問題の難易度
識別指数は0.25以上が望ましい。

様々な難易度の問題を作成し、問題全体として
適切な正答率となるような問題が望ましい。

一般問題、臨床実地問題は、正解率５0～70％、
必須問題は、正解率90％を目安に作問する。

３．問題形式
問題内容に適した形式 Ａタイプ or Ｘ2タイプを
選択する。

臨床実地問題は、タクソノミーⅡ型(解釈型)または
Ⅲ型(問題解決型)を出題する。

問題作成時の留意事項

４．用語
① 人名は、原則として原語を使用する。

ただし、専門用語としてカタカナ書きが広く定着
している用語（レッチウス線等）は使用できる。

② 薬剤名は、局方の日本名を優先する。局方未収載の

薬剤は一般名で表記する。

商品名の付記が必要な場合は、局方名または 一般

名の次に（ ）書きする。

③ 専門用語は「出題基準」に準拠する。

例：シリコーンラバー印象材 → シリコーンゴム
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５．表現・表記法
①選択肢には限定語（「常に」「必ず」「すべて」

「最も」） などは使用しない。

② 曖昧な表現は避ける。
「～ことがある。」「～の場合がある。」
（完全に否定できないことが多い。）

③ 年齢別呼称は以下による。

４週未満 → 新生児
４週～１歳未満 → 乳 児

１歳～１２歳 → 男 児・女 児
１３歳～１８歳 → 男 子・女 子

１９歳以上 → 男 性・女 性

問題作成時の留意事項

５．表現・表記法
④ 設問文は原則肯定型とする。

ただし、禁止行為、禁止薬物、不適切な
行為・発言等の内容を問う場合に限って
否定形を使用して良い。

設問が否定形の場合（表記内容が実質的に否定を
意味する場合を含む）、選択肢は否定形にしない。
(二重否定を避ける。)

例：医療面接における歯科医師の言動で不適切な
（＝ 適切でない）のはどれか。

ａ 患者の訴えを遮らない。

問題作成時の留意事項

５．表現・表記法

⑤ 各５肢は、同一の範疇の事象であること。

(異質の選択肢を含まない。)

⑥ 誤答肢はもっともらしいものとし、明らかに
誤りと判る無意味な肢(ナンセンス肢)を含まない。

⑧ 各５肢はほぼ等しい長さとし、長すぎないこと。
長い選択肢は正解肢となることが多い。

⑨ 一つの選択肢に二つ以上の内容を含まないこと。
二つ以上の内容を含む選択肢は、長くなる。

⑦ 設問文には正解を導き出せるような不用意な
ヒントが含まれていないこと。

問題作成時の留意事項

５．表現・表記法

⑪ 選択肢の配列順序は論理的であること。

⑬ 正解肢は『唯一絶対』が望ましい。
「相対的に正しい」場合であっても、必ず

one best であること。
解釈の違いで異なった解答が生じる可能性が
ないか、十分に検討する。

⑫ 正解肢は特定位置に偏らないこと。

⑩ 二律背反の肢のペアを含まないこと。
特にＸtype の問題では注意する。

禁忌肢問題作成時の留意事項

１．出題目的

患者に全身的または局所的重篤な障害を及ぼす

危険性のある誤った診断・治療を行うこと、法律

に抵触する行為等、間違った知識を持っている受

験生を識別することを目的としている。

２．問題形式・出題範囲

Ａtype 正解以外の選択肢１肢を禁忌肢とする。

必須、一般および臨床実地問題で出題する。

禁忌肢問題作成時の留意事項

３．内容
■ 診断や治療に伴い口腔の形態や機能に復元不可能な

重篤な障害を起こす可能性が高い内容
（外科的手術、歯の切削、院内感染、薬物の取り扱い）

■ 患者に重大な損害を与え、訴訟に直結する誤った診断
・治療に関する内容

■ 患者の生死に関わる誤った診断・治療に関する内容

■ 法律に抵触する内容
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臨床実地問題作成の留意事項
１．出題目的

臨床的問題解決能力(検査データの解釈、症例のへ

対処法等)を問うことを目的としている。

従って、タクソノミーⅡ型、Ⅲ型の出題が望ましい。

２．出題の基本方針

臨床の場で日常的に頻繁にみられ、しかも必要性の

高い題材を選択して出題する。

症例を提示し、診断、適切な対応法・処置法、経過

や予想される予後等について出題する。

３．出題範囲・内容
① 出題基準に基づき、複数領域にまたがって出題する

ことが望ましい。

４．視覚素材の活用
① 出題の意図に沿って視覚素材を積極的に用い、臨場

感のある問題を作成する。

② 視覚素材は問題点(出題意図)が明確に把握できる
ものを使用する。

③ 複数で十分な情報を提供できる視覚素材を活用する。

（受験生を惑わす不適切かつ余分な情報を含まない。）

臨床実地問題作成の留意事項

臨床実地問題作成時の留意事項

３．設問文の表記法
① 臨床の実際に即して以下の順序で問題文を作成する。

ア 患者の年齢、性別
イ 主 訴
ウ 主訴の病歴
エ 現 症
オ 視覚素材の提示

② 設問文（否定形は原則不可）
＊正しくない(誤った)解釈や解決法を選ばせない。

ア 適切な処置(対応)はどれか。
(選択肢に経過観察がある場合は「対応」）

イ 正しい所見はどれか。
×ウ 誤った処置はどれか。

臨実問題文作成例

２歳６か月の女児。上顎両側乳中切歯の

動揺を主訴に来院した。生後10か月頃から

下顎両側乳中切歯が動揺し始め、自然脱落した

という。初診時の口腔内写真(別冊No. 1A,B)と

X 線写真(別冊No. 1C)を別に示す。疑われる疾
患はどれか。

要修正箇所は幾つ？

２歳６か月の女児

上顎両側乳中切歯の動揺を主訴に来院した。

生後10か月 頃 下顎両側乳中切歯が動揺し始め、
自然脱落したという。

臨実問題文作成例

① 患者の年齢、性別：月齢は「か月」と表記する。

＊ 小児の月齢は、必要がある場合のみ記載する。

② 主訴(来院動機)を必ず記載：「主訴 として 来院した。」

③ 病歴を記載：文末は「～という。」で終わる。
「ころ」はひらがな書きとする。

として来院した。

の女児。

ころ

初診時の口腔内写真(別冊No. 1A,B)と X線
写真(別冊No. 1C)  を 別に示す。

疑われる疾患はどれか。

とを
④ 現症の提示が必要な場合は、ここに記載する。

視覚素材から読みとれないものに限る。

⑤ エックス線写真は、撮影法の種類を問わず
すべて「エックス線写真」と表記する。

視覚素は診療の流れに沿って提示する。
口腔の診察 → エックス線画像検査
初診時のエックス線写真→術後の口腔内写真
視覚素材２種類：～と～とを

３種類：～、～および(及び)～を

エックス線

⑥ 設問文は改行して記載
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不適切問題例
出題範囲：必須の基本事項 （10頁 6 – Ｂ - ａ）

ａ 歯・歯列の発育（萌出時期と順序、歯の脱落・交換時期、歯齢）

歯の石灰化開始期の組合せで正しいのはどれか。

ａ 乳中切歯 －－－－－ 胎生７週
ｂ 乳犬歯 －－－－－－ 胎生10週
ｃ 第二乳臼歯 －－－－ 胎生６か月
ｄ 中切歯 －－－－－－ 生後１年
ｅ 第一大臼歯 －－－－ 生後６か月

必須問題としては出題できない（ガイドラインを逸脱）。
6 – Ｂ - ａ 歯・歯列の発育 では（）内に記載されている項目

『萌出時期と順序、歯の脱落・交換時期、歯齢』に関する内容のみ
出題可能。
歯科医学総論（22頁 ２ – J – a, b ）で出題する。

口腔癌について正しいのはどれか。

a 腺癌が口腔癌の大部分を占める。
b 上顎癌は扁平上皮癌が最も多い。

c 舌癌の好発部位は舌側縁である。

d 舌背部は悪性腫瘍の発生率が高い。

e 喫煙、アルコール飲料は口腔癌とは全く関係ない。

a ，b、b ，cとが二律背反のペア肢
e は複数の内容を含んでおり、否定形である。
b，e には限定語が使用されている。

不適切問題例
出題範囲：歯科医学・歯科保健医療各論（101頁 7 – Ａ）

７ 非歯原性悪性腫瘍 Ａ 癌腫

緩徐歯肉圧排に用いられるのはどれか。
a 歯肉圧排用クランプ

b セパレーター ← ナンセンス肢
C ストッピング
d 綿 糸

e 結紮線

口腔カンジダ症に有効な薬剤はどれか。

a セファロスポリン

b ナイスタチン ←正解肢

c エリスロマイシン

d アンピシリン

e アンフォテリシンＢ ←正解肢

不適切問題例

３歳の男児。母親が上顎右側乳中切歯の変色に気づき来
院した。3週前から徐々に変色してきたという。自発痛や
冷温水痛および動揺はない。初診時の口腔内写真（別冊
№1A）とエックス線写真（別冊№1B）とを別に示す。

原因として考えられるのはどれか。

ａ 内部吸収

ｂ 歯髄壊死

ｃ 色素沈着

ｄ 齲 蝕

ｅ 象牙質形成不全

不適切問題例

実質的には同一内容の肢

a，b両方とも正解肢

７歳の男児。下顎左側第一大臼歯の齲蝕予防を希望して来院した。
初診時の口腔内写真（別冊No.12A）とエックス線写真（別冊No.12B）と
を別に示す。

適切な対応はどれか。

ａ フッ化ジアミン銀溶液の塗布
ｂ フッ化物溶液の歯面塗布
ｃ レジン系材料による予防填塞
ｄ グラスアイオノマー

セメント予防填塞
ｅ 予防充填

不適切問題例 不適切出題例 出題範囲：歯科医学総論

問１ 象牙質の基質線維は
どれか。

ａ Ⅰ型コラーゲン
ｂ Ⅱ型コラーゲン
ｃ Ⅲ型コラーゲン
ｄ Ⅳ型コラーゲン
ｅ Ⅴ型コラーゲン

問２ 象牙質に認められる
タンパクはどれか。

ａ Ⅰ型コラーゲン
ｂ Ⅱ型コラーゲン
ｃ アメロゲニン
ｄ ケラチン
ｅ エナメリン

問１と問２が相互に正解を導くヒントとなっている。
→ ２問とも出題するのであれば、総論と各論として

別々の問題群に分けて出題する。

問１の設問文 象牙質の基質線維はどれか。
→ 象牙質基質のコラーゲン線維はどれか。

問１の選択肢 → コラーゲンをトル
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問題文の定型化

設問文・選択肢の記載法：いわゆる国試様式で！

・場所や時間の起点を示す用語は「から」に統一
１週間前より腫脹を認め → １週前から腫脹を認め

・比較を意味する場合のみ「より」を使用

・原因を意味する場合は「よって」を使用
疼痛により睡眠不足が → 疼痛によって睡眠不足が

・「および」：前後の単語が漢字の場合
・「及び」 ：前後がひらがなの場合

・設問文は、必ず「～はどれか。」と表記する。
「～は (ａｂｃｄｅ) のどれか。」の略記である。

・設問形式：処置を問う
→ 「適切な（処置）のはどれか。」

「適切な対応はどれか。」
（選択肢に経過観察や指導を含む）

「正しいのはどれか。」
（病理所見があり確定診断が可能）

診断名を問う
→ 「疑われるのはどれか。」

「正しいのはどれか。」
（病理所見があり確定診断が可能）

・設問文は極力簡潔に ～について → ～で

・選択肢は、「文章形式」より「体言止め」が望ましい。

・漢字２字の選択肢は、中１字あける 抜歯 → 抜 歯

例外：ＣＴ，ＤＯ ，ＣＯ，ＧＯ など

・「抜歯」の表記法 上顎右側中切歯の抜去

（歯の抜歯 単語の重複を避ける。）

歯式の場合 １ の抜歯

・「齲蝕」の表記法 法令や公的統計など

使用表記に従う「う蝕」「う歯」

上記以外は「齲蝕」と表記する。

国試問題とCBT問題
表記法に異なる箇所がある。

・主訴として

・～と～とを

・齲 蝕

・正しい組合せはどれか。

国 試

それぞれの試験で決められた用語、表現法と形式を遵守して作問する。

・主訴に

・～と～を

・う 蝕

・～と～の組合せで
正しいのはどれか。

C B T
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学生個人情報の取扱いについて PCからの情報漏えいの脅威（スパイウェア）

スパイウェアその名のとおり、外部からパソコンに
入り込み大切な情報を盗み出して、外部に送
信してしまうというスパイ的行為を行うのがスパイウ

ェアです。

スパイウェア検出情況 日本国内での検出結果
現在 1,112 種類のスパイウェア検出が報告されています。
•合計検出報告数: 1,473,995 件
•今週検出件数: 11,797件
•今月検出件数: 57,858件
2005年0 3月11日からの調査結果
2006年0 9月22日 1 4時59分 00秒 時点

スパイウェアの活動

●入力したキーボードの情報を記憶して、気づかないうちに外
部にその情報を送信。

●インターネットの表示状況などを記録・送信し、強制的に広告
ページなどを表示。（アドウェア）

●無断で有料ダイヤルや国際電話をかけ、膨大な電話料金や
サービス料金を発生させる。（ダイヤラー）

●セキュリティの弱点をつきシステムへ不正侵入。パスワードを解読
し、外部から操作。

●遠隔地からパソコンをコントロールするスパイウェア。

スパイウェアの症状

・常にポップアップ広告が表示される。

・設定が変更されていて、元に戻すことができない。

・いつの間にかブラウザー画面の上側がツールバーで占拠。

・ﾌ゙ﾗｳｻ゙にダウンロードした覚えのないコンポーネントがある。

・コンピュータの動作が遅い。
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スパイウェア感染方法

代表的な感染経路は、以下のようなものです。

３・フリーソフトをインストールする。

多くのスパイウェアは見つからないように巧妙に侵入するため
、ほとんどのパソコン利用者は発見できないのが現状です。

２・アダルト・ゲームサイトのホームページを見る。

１・海外のホームページを見る。

スパイウェア感染確認方法

http://www.spybot.info/en/

●スパイウェアが入り込むのをブロックしてくれる
SpywareBlaster ・SpywareGuard

●スパイウェアを除去してくれる Spybot

http://www.javacoolsoftware.com/index.html

http://www.microsoft.com/japan/athome/security/spyware/software/default.mspx

スパイウェアの防御方法

手順２ : Web の閲覧とダウンロードをより安全に行う

手順1 : Windowsアップデートの実施

手順３ : ファイアウォールを使用する

手順4 : ポップアップブロックの設定

手順1 :
Windowsアップデートの実施

手順 ２:
Web の閲覧とダウンロードをより安全に行う

●不要なソフトウェアをダウンロードしない。

●信頼する Webサイトからのみ、プログラムをダウンロードする。

●ダウンロードするソフトウェアに関連する、セキュリティに関
する警告、使用許諾契約、プライバシーに関する声明など
をすべて読む。

●ウィンドウを閉じる目的で、[同意する] または [OK] をクリッ
クしないようにします。必ず、上の隅にある [x] を使用する。

●すぐに取りにいく。
・ PCをネットワークに接続することの脅威を常に意識し活用する。

手順 3 : ファイアウォールを使用する
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手順 4 : ポップアップブロックの設定 大学でのルール（離席）

重要

重要書類は
机にしまって！

重要

●クリアデスクポリシー

・長い時間の離席時または業務終了時は、紙情報及び電磁的媒体を机上

に放置しない 。

お昼だ。店が
混んじゃう急げ。

大学でのルール（離席）

・離席（1５分以上）時はパスワードロック付きのスクリーンセーバーを設定する。

●クリアデスクリーンポリシー
大学でのルール（離席）

抜く！抜く！
スクリーンロック画面が
表示され、キーボード・
マウスも操作不能に。
画面はカスタマイズ可能！

挿す！挿す！
パスワード入力は不要！
ユークレフを挿せば
そのまま使えます。

大学でのルール（印刷）

重要

ちょっと休憩してから
後で取りにいこうっと。

待って！
誰に見られるかわからないし
他の人にも迷惑だよ！

●事務・通信機器の取り扱い

●すぐに取りにいく。

大学でのルール（持出し）

Ｗｉｎｄｏｗｓ ログイン時のパスワード設定
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大学でのルール（持出し） ■Dataの持出管理大学でのルール（PC持出し） 移動

BIOS ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞHDDﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ

電源ＯＮ

Windows 起動前にﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ入力

HDDを別のPCに接続

BIOS ﾊﾟｽﾜｰﾄでは、中身が見れる。ﾞ

大学でのルール（持出し） データの持出し

パスワード

オフラインセキュリティ

暗号化

大学でのルール（持出し） データの持出し大学でのルール（データ持出し）

■オンラインセキュリティ

■送信先は、アドレス帳に登録。（送信前に再確認）

■添付ファイルにパスワードを設定。（別に送付する）

１（添付ﾌｧｲﾙ）

２（パスワード）

移動 大学でのルール（持出し） データの持出し大学でのルール（データ持出し） 移動大学でのルール（データ持出し）
＜Word・EXCEL・PDFパスワード設定＞

移動

大学でのルール（保管） 大学でのルール（廃棄）
PC廃棄のルール
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大学でのルール（廃棄）
PC廃棄のルール

移動大学でのルール（廃棄）

●CD-R RWﾃﾞｰﾀ ￥18,000.-
● DVDﾃﾞｰﾀ ￥30,000.-
● HDD ￥50,000．-

データ復旧 で検索した結果 1～10件目 / 約4,110,000件

廃棄 まとめ

●Windows UPﾃﾞｰﾄの実施
●不要なソフトをダウンロードしない
●離席ルール クリアデスク・クリアスクリーン

●印刷ルール
●保管ルール

●廃棄ルール

Network管理者の仕事ではない。

運用出来ない時は、簡単なﾂｰﾙを利用。

参考URL

●JEITA(社団法人 電子情報技術産業協会)は11日、PC廃棄時のHDD上のデータ消去に関してガイドライン
・http://it.jeita.or.jp/perinfo/release/020411.html

●マイクロソフト個人ユーザー向けセキュリティ
・http://www.microsoft.com/japan/athome/security/default.mspx

●スパイウェアを除去ﾂー ﾙ
・Spybot ：//www.spybot.info/en/

・Windows Defender ベータ 2
：http://www.microsoft.com/japan/athome/security/spyware/software/default.mspx

●スパイウェアが入り込むのをブロックﾂー ﾙ
SpywareBlaster ・ SpywareGuard 

http://www.javacoolsoftware.com/index.html

●Princeton Technology 
・http://www.princeton.co.jp/

●Green House 
・http://www.green-house.co.jp/

●社団法人 私立大学情報教育協会
・http://www.juce.jp/LINK/report/report2.htm

参 考参 考

・Phishing

金融機関などからの正規のメールやWebサイトを装い、暗証番号やクレジットカード番号などを
搾取する詐欺。 「釣り」を意味する「fishing」が語源だが、偽装の手法が洗練されている
(sophisticated)ことから「phishing」と 綴るようになった

・Ｓｐａｍ
・「SPAM」とは、Hormel Foods社の味付け豚肉の缶詰の商品名のこと

レストランに夫婦が入ってきてメニューを選んでいると、近くに座っているバイキングの一団が「
SPAM、SPAM、SPAM！」と大声で歌いだす。次第に店員も「SPAM」を連呼しだし、最初は嫌がっ
ていた夫婦も最後には屈してSPAMを注文せざるを得なくなる、という筋書き。ほしくもないのに
大量に送りつけられてくる広告メールから、このコントでしつこく連呼される「SPAM」を連想したの
が由来と言われている。

・トロイの木馬
無害であると見せかけて実は潜在的に有害なものを含んでいるプログラムの総称。
無料ゲームと思われるものをダウンロードして起動させると、ハッカーが “遠隔操作”

できるようにコンピュータのポートを勝手に開いてしまう、など、その有害性にはあらゆる
可能性が潜んでいます。

・参照
http://www.shareedge.com/spywareguide/index.php
http://e-words.jp/



 

 

 

 

 

 

 

ＩＴ環境を活用した態度・技能領域の 

高度な評価システムの構築 

 
 



ＩＴ環境を活用した態度・技能領域の高度な評価システムの構築 

 

 本学は、平成 17 年度特色ある大学教育支援プログラムに、「ＩＴ環境でのグローバル

エバリュエーション」の取組が選定された。その取組は、カリキュラムのすべての段階に

構造化されたIT 環境を構築することにより、統合型の質の高い歯学教育の実践を目

指すと共に、独自に開発した問題作成・管理システムにより6 年一貫した総括的評価

を実現し、この教育評価の一元的な管理によって、教育の質を保証する上で大きな成

果をあげているものである。 

 本取組は、態度・技能領域においても、ＩＴ環境を活用した高度な評価システムを構

築することで、評価する教員の主観によって評価結果が分散してしまう等の問題点を

改善し、客観的で公平性の高い評価を実現しようとするものである。 

 

〔活動状況〕 

◎態度・技能評価課題に関する打ち合わせ（進捗状況報告等） 

開催回  開催日  

第１回  平成１８年６月２３日  

第２回  平成１８年７月７日  

第３回  平成１８年９月８日  

第４回  平成１８年１０月１３日  

第５回  平成１８年１１月１５日  

第６回  平成１８年１２月１９日  

第７回  平成１９年１月２２日  

第８回  平成１９年２月２０日  

第９回  平成１９年３月７日  

 

◎学内教職員への進捗状況報告会 

・平成 18 年度教育ワークショップ（報告会） ：平成１８年７月１４日開催 

・第 61 回歯科医学教育セミナー  ：平成１９年２月２６日開催 

 



課題番号 001 OSCE 再評価のシステム構築 
 

課題代表者 解剖学講座 阿部 伸一 

 

１．取組の概要 

学生の態度・技能評価を目的とする実習試験のリアル映像・音声を電子ファイル（圧縮

映像音声ファイル）で記録して年度、科目名、試験回数、学生番号の固有の名前でデータ

ベースサーバに登録する。そして、予め決められた合否ラインによって、不合格者、試験

官の評価点数に隔たりがある場合に再評価する。データベースに年度（西暦）、科目名、試

験回数、学生番号からアクセスして、登録済みの映像・音声と評価結果をＰＣの画面上に

呼び出す。再評価官は再評価シート上（ＰＣ画面内）で評価すると同時に試験官、学生に

対してその内容をフィードバックできるシステムとした。 

 

 



２．準備の経過 

納入、ＬＡＮ接続などに関する最終打ち合わせ実施 

平成 18 年 11 月 7 日（火）14:00－16:00 場所：教育開発センター室 

佐掘（SONY）、野瀬（コムサイエンス）、河田、世木田（教育開発センター）、阿部 潤（図

書館）、長谷川（教務課）、阿部 伸（解剖） 

 

機器納入 

平成 18 年 11 月 13 日（月）場所：教育開発センター室 

 

サーバー、ＬＡＮ接続など準備 

平成 18 年 11 月 14 日（火）10:00－14:00 場所：教育開発センター室 

佐掘（SONY）、野瀬（コムサイエンス）、世木田（教育開発センター）、阿部 潤（図書館）、

長谷川（教務課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



システム試運転実施 

平成 18 年 11 月 14 日（火）14:00－17:30 場所：実習講義室 1 

佐掘（SONY）、野瀬（コムサイエンス）、河田、世木田（教育開発センター）、阿部 潤（図

書館）、長谷川（教務課）、阿部 伸（解剖）他 

◎平成 19 年 1 月小児歯科学講座の OSCE において実施予定のため、OSCE 責任者の関口先生

に配置などを確認していただいた（15:00 頃）。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

３．対象学年・科目・使用場所 

学年 科目 使用場所 

３，４年生 

５，６年生 

臨床系各科目 

臨床実習 

実習講義室・臨床基礎実習室 

各診療科 

平成19 年 1 月 18日（木）第4学年小児歯科OSCEにて２系列試験評価にシステムを用いた。 

午前９時～１２時 

≪評価者≫ A 系列 24 名：福山助手、薬師寺教授 

B 系列 23 名：原助手、関口助教授 

 

  



４．今後の課題 

１）現在教育開発センター、教務課などの PC、ビデオを借りている状況であるため、今

後専用の機器が必要。6 系列と考えると、専用 PC 評価者用 12 台、エンコーダー用 6

台、撮影用ビデオ 6 台が必要となる。 

２）ソフト上で抽出された問題点と対策 

（抽出された問題点） 

（1） 始まりにクリックが４回必要であり複雑で評価者によっては戸惑う。 

（2） 進め方に慣れない時に学生カードなどに印を押したりする作業に戸惑う。 

（3） 始めに学生番号を入れないで映像スタートをクリックすると、違った学生の映像

が入力してしまう。 

（4） 次の学生にいってもコメントが残ってしまう。 

（5） 終わり方が慣れない時にフィードバックが十分に出来ていなかった。 

（6） 概略評価が「1」または「0」の時のコメントを記入するのが慣れるまでは戸惑う。 

（7） 音声が大きく入らない。 

（問題点に対する対策） 

（1） 評価者は、事前に OSCE を模した形で最低５人以上の練習が必要。その際、使い

方を習得した評価者間で、始まりと終わりのタイミングを打ち合わせる。また、

概略標定のコメントを入れる練習も行う。 

（2） システムの改良によって、学生番号の入力ミス、始まりと終わりの簡略化、画面

上の文字の変更などは対応可能。 

（3） 特に集計の面で大きなシステム変更を依頼する。 

（4） 評価者以外にもう一人配置する。または、終了後 1 分の時間を加える。 

（5） 学生の前にマイクを置く。 

 

５．平成19 年度取組計画 

１）現在のシステムのバージョンアップ 

小児歯科学講座 OSCE で抽出された問題点を改良。 

２）第 26 回日本歯科医学教育学会で演題提出予定。 

   会期：平成 19 年 7 月 6 日（金）・7 日（土） 会場：長良川国際会議場（岐阜市） 



システムの詳細は下記の通り報告した。 

【論文（教育ノート）】 

阿部伸一、井出吉信、矢島安朝、伊藤太一、佐野 司、大久保麻衣、一戸達也、河田

英司：OSCE 態度評価における再評価のシステム構築、歯科学報 106(5), 379-384, 2006. 

【発表(教育セミナー)】 

１）阿部伸一 (2006.7.14)：特色 GP「IT 環境でのグローバルエバリュエーション」

態度・技能評価について、OSCE における態度評価の点数化、東京歯科大学平成

18 年度教育ワークショップ、千葉市 

２）阿部伸一 (2007.2.26)：特色 GP「IT 環境でのグローバルエバリュエーション」

態度・技能評価について、OSCE 再評価のシステム構築、東京歯科大学第 61 回歯

科医学教育セミナー、千葉市 



課題番号 002 窩洞形成評価システムの自学自習への取り組み 
 

課題代表者 保存修復学講座 高瀬保晶 

 

１．取組の概要 

窩洞形成評価システムを用いる環境の整備により窩洞形態の客観的評価な評価を行うこ

とが可能になり、下記に示すような資料を示し、窩洞形態の問題点を学生個人に明示する

事により、学生自身による改善点の抽出、それに伴い手技のスキルアップにつながると考

える。この機能を発展させ、さらに客観的評価をもとにした自己トレーニングへの応用を

行う。さらに、三次元表示のファイルを添付し、歯および窩洞の切断面、部分的拡大等を

行い、形成形態を確認することを可能とするシステムの開発を行う。 

 

 

 

 

評価シートの一例 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．対象学年・科目・使用場所 

学年 科目 使用場所 

３年生 

５，６年生 

保存修復学実習 

臨床実習 

臨床基礎実習室 

臨床シミュレーション実習室 



３．取組状況 

年月 取組内容 

平成１８年７月 装置の改修 ウィンドウズに適応するハードウェアの整備 

平成１８年８月 代替コントロールＰＣを使用した装置の校正 

平成１８年９月 コントロールＰＣの購入 

平成１８年１０月 ソフトウェアの移植 

 人工歯の検討 

 １級窩洞形態評価プログラムの作成 

平成１８年１２月 保存修復学実習にて第３学年全員に窩洞形成実施 

 う蝕付き１級窩洞形成用人工歯の試作 

 評価装置の不具合について調整 

平成１９年１月 形成形態の評価 

 窩洞形態評価プログラムの修正 

 窩洞形態の再評価 

平成１９年２月 う蝕付き２級窩洞形成用人工歯の試作 

 窩洞形態の再評価 

 

４．今後の課題 

 本年度は窩洞形態評価装置の改修により 98 システムからウィンドウズへと対応した。イ

ンレー窩洞のプログラムを作成し、第３学年の基礎実習に使用し、従来のインストラクタ

ーによる評価と本システムを使用した評価を行い、比較検討を行った。光学的な読みとり

が可能な人工歯を用いたことにより、目視による奥行きに誤差が生じることが分かった。

評価プログラムの細部の修正を行ったが、評価結果の相関はまだ低いのが現状であり、今

後，評価プログラムの大幅な見直しが必要である。このことからもう蝕付き人工歯を用い、

う蝕範囲に対応した窩洞形成実習が必須であると考える。 

 

５．平成19 年度取組計画 

 プログラム選択、学生番号入力後、計測、評価、結果出力までの一連のながれを自動化

するようソフトウェアの改訂、ひとつのジグに数種の人工歯が搭載できるようなジグを作

製、窩洞形態に対応したう蝕付き人工歯を作製する。またインストラクターによる評価と

本システムによる評価との整合性を高める計画である。評価基準は既に保存修復学基礎実

習を修了した第４学年の１０名とインストラクター担当者とで作成する。 

 １８年度と同様に第３学年生全員を対象に１２月の保存修復実習時に窩洞形成、評価を

行い、結果を個人に配布し、レポート課題とする。 



課題番号 003 スケーリング・ルートプレーニングの 
             臨床シミュレーションシステムの開発 

 

課題代表者 歯周病学講座 太田 幹夫 

 

１．取組の概要 

 スケーリング・ルートプレーニングのシミュレーション教育にコンピューターシステム

を導入し、実習者自ら実習効果を判定し、フィードバックすることが可能となるシステム

の構築を試みる。（１）患者に対するポジショニング、（２）各歯に対するスケーラーの選

択、（３）各スケーラーのワーキングエンドの選択、（４）デンタルミラーの使用の有無に

ついてのシミュレーション評価システムを開発する。 

 

２．対象学年・科目・使用場所 

学年 科目 使用場所 

４年生 歯周療法学実習 臨床基礎実習室 

５，６年生 臨床実習 保存科 



３．取組状況 

年月 取組内容 

平成 18 年４月～ 基本構成は、学習者の SRP 操作で②に示す CCD カメラにより患者に対

するポジショニング等を検出、③画像ボードに入力、⑥によりスケー

ラーの検出、⑦入力ボードに入力し、これら③と⑦を①の制御・評価

コンピュータの総合処理システムにより学習者の SRP に対する知識、

技能、態度を総合評価する。 

 
1．患者に対するポジショニング 2．デンタルミラーの使用 3．各歯に

対するスケーラーの選択 4．各スケーラーのワーキングエンドの選択は

測定可能になった。 

 

４．今後の課題 

 歯に対するスケーラーの側方圧、スケーラーのストロークの測定を可能に出来るよう開

発中である。 



５．平成19 年度取組計画 

１．計測システムの構成 

 スケーラストローク計測システムは、ユニスンで開発を行っている手術ナビゲーショ

ンシステムを用いて、スケーラストロークをリアルタイムに三次元位置計測を行うこと

ができる。手術ナビゲーションシステムの構成を写真１に示す。 

  手術ナビゲーションシステムは２台のＣＣＤカメラ、画像処理ボード及びパーソナル

コンピュータで構成される。 

  ハンドピース取り付けられたＬＥＤを２台のＣＣＤカメラを用いて画像を取得する。 

取得したＬＥＤ中心の各カメラ座標（ｕＬ,ｖＬ），（ｕＲ,ｖＲ）と事前の校正装置による 

基準座標であるワールド座標（Ｘ，Ｙ，Ｚ）の関係を求める。 

この関係より、ワールド座標上の任意の三次元位置座標を算出することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 手術ナビゲーションシステムの構成 



２．画像処理の方法 

 １）外乱光の除去 

  ＣＣＤカメラから取り込んだ画像より、ＬＥＤ中心位置の検出を行う。この時、精度 

を上げるうえで障害となるのは，外乱光とディジタル画像における標本化誤差である。 

まず、外乱光による誤差を除去するためにＣＣＤカメラの前面にバンドパスフィルタ 

（波長：６７０±５０ｎｍ）を取り付け、一定周波数帯域以外の光を除去し、ＬＥＤ 

（波長：７００ｎｍ）の抽出を容易にした。図１にバンドパスフィルタの効果を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィルタなし          フィルタあり 

図１ バンドパスフィルタの効果 

 

２）標本化誤差の除去 

標本化誤差を除去するため、重心を用いＬＥＤ中心座標をサブピクセル的に求める。 

スケーラストローク計測では、高精度が要求されるため、閾値以上の輝度の和を求め、 

その重心計算を行うことにより中心座標を算出する。これにより、真のＬＥＤ中心に 

より近い値を求めることができる。図２にＬＥＤ中心位置算出概念図を示す。 

輝度の和

輝
度

の
和

ｖ軸重心

ｕ軸重心
 

ＬＥＤ（直径：３ｍｍ）は画像として 

                      ５画素から１０画素で捕らえられる。 

図２ ＬＥＤ中心位置算出概念図 



３．三次元位置算出方法 

１）基本計算式 

ＬＥＤ中心の各カメラ座標系の位置（ｕＬ,ｖＬ）、（ｕＲ,ｖＲ）と校正装置の基準座標 

であるワールド座標系（Ｘ，Ｙ，Ｚ）の関係は次式より求められる。この求められた 

関係より、ＬＥＤの三次元位置の算出を行う。 
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カメラ座標は前述の画像処理により取得し、ワールド座標は高精度３軸駆動構造の 

校正装置より取得できる。図３に示すような基準点を用い、多数の基準点を取得する 

ことにより、キャリブレーションの精度を高める。 

X

Y

Z

右カメラ座標系左カメラ座標系

(ｕL,ｖL)

基準点

(X,Y,Z)

ワールド座標系

(ｕR,ｖR)

 

図３ 各座標系の関係 



４．スケーラストローク計測システムへの応用 

 １）ＬＥＤの小型化 

  現在のＬＥＤは計量ではあるが、大きくスケーラ操作時に支障となることが考えられ 

できるだけ小さく計量のＬＥＤを製作する必要がある。 

 

２）スケーラ先端とＬＥＤの校正 

スケーラに取り付けられたＬＥＤ３点とスケーラ先端の位置関係を校正する必要が 

ある。手術ナビゲーションシステムでも同様にドリル先端とＬＥＤを写真２のような 

校正を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ ＬＥＤとドリル先端位置の校正 

 

 ※ 以上の開発により、スケーラ先端のストロークを計測することが可能である。 

   また、カメラの視野を小さく取ることにより精度を向上させることができる。 

 



５．スケーラ動作圧力計測システムの概要 

 市販されている加速度センサをスケーラに組み込むことで、加速度センサで得られる 

 データを用いて垂直及び平行方向の接触力を計算させる。 

 

  予備実験により、加重と加速度の関係を基本データとして準備する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 尚、現状ではＰＣの計測タイミングの問題で、本システムとストローク計測を同時に 

行うことはできないので現在行うことが出来るように、開発中である。 

ＦX
歯

加速度センサー

スケーラー

データロガー

X

Y FY

スケーラー刃部が歯に接触した際の
刃部の加速度変化から、歯面に垂直、

平行方向の接触力を求める。

接触力測定用スケーラー



課題番号 004 自動的および客観的評価が可能な口内法エックス線 
                  撮影手技実習用シミュレータの開発 

 

課題代表者 歯科放射線学講座 佐野 司 

 

１．取組の概要 

 本課題では、口内法エックス線撮影における技能の自動的および客観的評価を目的

として、フィルム様の物体、これを口腔内に設定可能なマネキン、口内法用エックス

線装置を模倣した器材、および３者の幾何学的位置関係を認識するための位置・角度

センサー群、それらのドライバソフト、３者の位置・角度関係を基に口内法エックス

線画像を再現するソフト、再現された口内法エックス線画像を自動評価するソフトか

ら成り、ＩＴ環境下での評価を可能にする撮影手技実習用シミュレータを開発する。 

 

２．対象学年・科目・使用場所 
学年 科目 使用場所 

４年生 

５，６年生 

歯科放射線学臨床基礎実習 

臨床実習 

臨床基礎実習室・実習講義室 

放射線科 

 

３．取組状況 

年月 取組内容 

平成 18 年 4 月～10 月 候補となるセンサーの仕様・性能・価格についての調査 

平成 18 年 11 月～12 月 フィルム・歯・エックス線装置（様のもの）の位置・角度

関係を基に口内法エックス線画像を再現するソフトの仕様

を検討 

平成 19 年 1 月～3 月 ３者の位置・角度関係を表す仮想的な値を基に口内法エック

ス線画像を再現するソフトを作成 

 

４．今後の課題 

① フィルム様物体、マネキン、口内法用エックス線装置の模倣器材を選定されたセ 

 ンサー群を組み込める形で作製し、各センサーを組み込む。 

② 各センサーから位置・角度情報を得るためのドライバソフトを開発する。 

③ 各センサーで得られた位置・角度情報を基に口内法エックス線画像を再現できる 

 ように、再現ソフトを改良する。 

④ 再現された口内法エックス線画像を自動評価するソフトを作成する。 

 

５．平成19 年度取組計画 

① フィルム様物体、マネキン、口内法用エックス線装置の模倣器材を作製し、セン 

 サーを組み込む。 

② 各センサー用のドライバソフトを開発する。 

③ 口内法エックス線画像の再現ソフトを改良する。 



課題番号 005 IT 環境を利用した心肺蘇生法の技能評価 
 

課題代表者 歯科麻酔学講座 松浦 信幸 

 

１．取組の概要 

 これまでの心肺蘇生法の教育は、指導教員の模範演技やビデオを見せた後に、学生や研

修医が実習を行ってきた。実習成果については、シミュレータに付属したゲージなどを見

ながら、指導医が個別にフィードバックを行っており、客観性、再現性に乏しいのが実

情であった。そこで、本テーマは、実習の映像と音声を記録することで、客観性、再

現性を向上させ、同時に視認性も改善する事で、個人および集団に対するフィードバ

ックを容易にし、より効果的な心肺蘇生法技能の修得と評価を可能にする、IT 環境

を利用したシステムの開発と構築を目的とする。 

 

 
 

図１ システムの概要 図２ ソフトウェア 

・ユーザーインターフェイス 

 

 システムの概要は、実習中の映像と音声をビデオカメラで記録し、既存の評価用ソ

フト（Laerdal PC SkillReporting System: Laerdal, Norway）を応用して、心肺蘇

生シミュレータから得られた人工呼吸や心マッサージのデータを電子化し、連続的に

コンピューターに取り込んでグラフ化する（図１）。コンピューターに取り込まれた

データ（動画を含む）は、評価用チェックシート機能を有するソフトウェア上に描出

させ、記録・保存する（図２）。保存されたデータは、個人および集団に対してのフ

ィードバック用に用いる。 

 

２．対象学年・科目・使用場所 

学年 科目 使用場所 

４年生 臨床基礎実習 実習講義室 

５年生 臨床実習 歯科麻酔科（外来） 

６年生 臨床実習 歯科麻酔科（外来） 

 



３．取組状況 

年月 取組 内容 

平成１８年１２月 マネキンからのデータ解析 終了 

平成１９年１月 記録用ソフトウェアの開発 終了 

平成１９年３月 マネキンからのデータと動画の同期化 終了 

平成１９年３月 評価用チェックシートの作成 終了 

 

４．今後の課題 

 現在、マネキンから取り込んだデータ、動画データに関しては、記録のみで、技能評価

の部分に関しては、評価者による評価法のみであるため、今後は部分的に（心マッサージ

の回数・深さ、呼気の吹き込み回数・量など）ソフトウェアに自動的に評価させる機能の

追加が必要と考えられる。 

 

５．平成19 年度取組計画 
・本システムの構築（備品の購入） 

・データ取り込みのためのインターフェイス・データ取り込み用ソフト改良 

・評価項目の見直し 

・学生、臨床研修歯科医師を対象とした本システムの試用、評価、改良 



課題番号 006 ＰＣを用いた混合歯列分析シミュレーションシステムの開発 
 

課題代表者 小児歯科学講座 米津 卓郎 

 

１．取組の概要 

 従来、混合歯列分析に関しては、指導医が示説を行った後、学生が模型を計測し、分析

および診断のレポートを作成していた。しかしながら、日程および人的制約などから、技

能の熟達や問題解決力を身につけさせる上で問題が多かった。そこで、本システムは、小

児歯科における混合歯列分析の技能の方法を学習するとともに、更に熟達した技能を身に

つけるためのものである。すなわち、混合歯列分析について、その知識をＰＣ上で視覚的

に認識させ、また正確な計測方法を学習させ、その評価を行うものである。 

 システムの概要は下図のとおりである。 

 

 

 

デジタルノギスでの計測       PC 画面の分析チャートへの数値     

PC に入力             不適切な入力値の指摘 

 

 

 

                               計測の精度結果の表示 

                                          再度計測の指示 

                レポート作成、挺出 

 

 その後、分析チャートと患者情報に関するチャートを学生にインストールさせ、混合歯

列分析のレポートを作成させる。レポート作成は自学自習を基本概念とし、レポート作成

用ソフトには、咬合誘導に関する基本的事項をアップし、学生が参考にできるようにする。 

また、レポートの提出、討議は担当医局員とメールで行う。 

 

２．対象学年・科目・使用場所 
学年 科目 使用場所 
４年生 小児歯科臨床基礎実習 臨床基礎実習室 
５，６年生 臨床実習 小児歯科 

     Evaluation 

学生No.152 

模型No. 3 

1st assessment 

歯牙の計測：６／８ 

上顎右側側切歯 

上顎左側中切歯 

空隙の計測：４／６ 

(計測部位の錯誤：２） 

上顎切歯部空隙量 

下顎右側側方歯群長 



３．取組状況 
年月 取組 
平成１８年７～１０月 混合歯列分析用模型の選択：７症例医局員による計測：平均値

と標準偏差の算出 
平成１８年１１月 手入力の混合歯列分析システム作成 
平成１８年１２月 株式会社エスミ とシミュレーションシステムについて協議 

デジタルノギス、入力方法、入力インターフェースなどを決定
する。 

平成１８年１２月 エポキシ模型作成の見積もり依頼 
平成１９年１月 エポキシ模型作成依頼(矯正歯科技工坂本) 
平成１９年１月 株式会社エスミにシミュレーションシステム開発費の見積もり

依頼、最終的な打ち合わせを行う。 
平成１９年３月 エポキシ模型の納品。シミュレーションシステムの納入。 

 

 その他、混合歯列分析で用いられている“小野の回帰方程式”の精度に関する調査を行

った。得られた結果は、本年の小児歯科学会総会で発表する。また、各歯科大、歯学部の

小児歯科で混合歯列分析をどのように教授しているか、どのような実習を行っているかに

ついて調査し、“小野の回帰方程式”に関する調査結果とともに、日本歯科医学教育学会で

発表できるよう、今後の計画をたてている。 

 

４．今後の課題 

 １）学生や新人医局員により、早急にシミュレーションシステムの試行を行うこと。 

   そして、使い勝手などの評価を行い、システムを改善すること。 

 ２）学生教育用のみならず、医局員が患者の分析を行えるなど、汎用性をもたせたシス 

テムとすること。 

 ３）混合歯列分析のみならず、患者の画像や口腔内診査結果などの記録、歯列分析、セ 

ファロ分析まで組み込んだシステムに進化させること。 

 ４）学内ＬＡＮを利用し、分析結果から診断、処置方針の決定まで IT 環境下で行える 

ようにすること。 

 

５．平成 19年度取組計画 

１）実際に患者（ファントーム）から口腔内写真の撮影を行い、その画像を利用したレ

ポート作成のシステム開発 

２）第６学年の後期小児歯科臨床実習の課題とし、計測の試行回数、分析結果及び診断、

治療方針の整合性の判定。学生の使用感に関するアンケート調査を行う。 

３）シミュレーションシステムの改善 

４）シミュレーションシステムの汎用性、システム上で可能な分析法の拡大 


