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日程・参加者数 

 
 



 

     平成１７年度特色ある大学教育支援プログラム 

  ＩＴ環境でのグローバルエバリュエーション 
 

《取組の概要》 

本学では伝統的な講座制の下に、科目担当者による単位認定が行われ、学生の総括的評価がな

されてきました。全人的歯科医師の育成を目指した教育が謳われる今日、この科目の独立性が、

学生の総合的な歯科医学の知識の把握と系統的インテグレーションの妨げとなるだけでなく、教

育評価の一元的な管理を不可能としてきました。そこで、平成 10 年から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って、より質の高い歯学教育の実践を目指すと

共に、独自に開発された問題作成システムにより試験問題をデータベースとして大学が管理する

ことで教育評価の一元的な管理を可能とし、６年間を通して一貫した学生の総括的評価を行って

います。このような構造化された IT 環境を基盤とした学習評価をグローバルエバリュエーション

と名付けています。 

 本取組は、社会からの要請である全人的歯科医療人を育成するため、系統的学習の評価のみな

らず、総合的な学習評価を重要視して本学が取り組んできました「教育評価の一元管理」、「６

年一貫した総括的評価」を、IT環境の有効利用を推進することにより高次元で実現するものです。 

 この取組は、教職員が一体となって組織的に実施され、教育の質を保証する上で大きな成果を

あげています。 

 

  平成１７年度現代的教育ニーズ取組支援プログラム  

統合型歯科医学教育への新たな展開 

       ～系統講義コンテンツを進化させた統合的 e-Learning Program の開発～ 
 

《取組の概要》 

 平成 10 年の歯科医師国家試験出題基準の改定、平成 13 年に歯学教育モデル・コア・カリキュ

ラムが策定され、これらは従前の科目別の考え方から、機能別・疾患別の考え方が導入され、歯

科医学教育において各科目の統合的な理解が求められることとなりました。本学でも統合的な科

目が徐々に導入され、統合的な考え方から PBL の手法を取り入れた授業も開始されましたが、そ

れでも従前からの系統別講義が主流となっています。一方、IT 環境を整備しながら、各科目で

e-Learning Program としての教育のコンテンツが作成され今日まで充実を図ってきました。しか

し、これらはそれぞれが独立した系統的な考え方から作成が始められたため、統合型学習の支援

システムとしては不十分です。 

そこで本取組ではこれらの教育用コンテンツを、統合型学習の支援の観点から再編、充実をさ

せるとともに有機的に連携させるシステムを構築することにより、オンデマンドのself-learning

プログラムを作成し、問題発見・解決能力の育成を図ることを目的としています。



 

東京歯科大学 ＧＰフォーラム 
「ＩＣＴを活用した教育改善 ～歯学教育での取組～」 

日時 ： 平成19年12月22日(土) 13時～17時  

場所 ： 水道橋校舎血脇記念ホール 

 

開会挨拶 

13:00 金子  譲 （東京歯科大学学長） 

開催の趣旨 

13:10 小田  豊 （東京歯科大学教務部長） 

 

セッションⅠ：「態度・技能領域へのICTの利用」 

 座長：一戸 達也（東京歯科大学） 

13:20 「医歯学シミュレーション教育システム 

の構築と活用」 

木下 淳博 （東京医科歯科大学） 

13:40 「IT環境下でのOSCE再評価システムの 

構築」 

阿部 伸一 （東京歯科大学） 

14:00 「IT環境を利用した心肺蘇生法の 

技能評価」 

 

松浦 信幸 （東京歯科大学） 

14:20 20分休憩   

 

セッションⅡ：「e-LearningによるSelf Learning推進」 

 座長：河田 英司（東京歯科大学） 

14:40 「WebベースPBL支援システムの 

構築と運用」 

馬谷原光織 （昭和大学） 

15:00 「歯科大学におけるIT化への全学的取組」 音琴 淳一 （松本歯科大学） 

15:20 「系統科目の連携による 

統合的e-Learning Programの構築 

－インプラント学を中心に－」 

矢島 安朝 （東京歯科大学） 

15:40 「統合的e-Learning Programの 

システム構築」 

 

村上  聡 （東京歯科大学） 

16:00 フォーラムディスカッション   

 

閉会挨拶 

16:30 井出 吉信 （東京歯科大学副学長） 



 

参加者数 

 

 事前登録者 未登録者 欠席者 参加者 

本学教員 61 19 2 78 

本学職員 15 10 0 25 

他大学教職員 12 2 0 14 

一般 2 2 0 4 

企業 12 1 3 10 

出版・新聞 1 0 0 1 

合計 103 34 5 132 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開会挨拶等 

 
 



 

開会挨拶 

 

東京歯科大学学長 金子 譲 

 

本日はフォーラムにお集まりいただきましてありがとうございます。司会の河田教授からお話のありま

した通り独立行政法人メディア教育開発センター・社団法人私立大学情報教育協会・日本歯科医学教育学

会からご後援をいただきましてありがとうございます。GPとは文部科学省による国公私立大学を通じた教

育の競争的資金獲得という企画であり、本学は平成17年度に応募して採択されました。大学はもともと教

育研究という大きな使命があり、日本の教育は世界の先進国というより世界全体の中で特に高等教育の質

が低いという危機感があって、教育の資質向上策の一つとしてGPという企画ができました。 

 本日のICTまたはIT、これは、テクノロジーを利用した教育向上ということですが、ITは整理整頓それ

から図形など知識を与えるというものには大変都合がよいと思います。このプログラムのヒアリングの際、

教務部長と一緒に出席しましたが、審査員から「IT教育はよく分かるけど、歯学の教育方針としてどのよ

うな人材を作り上げたいのか。東京歯科大学の建学の精神に「歯科医師たる前に人間たれ」というものが

あるが、人間を育成する過程でIT教育とどのような関係があるか。」という質問を受けました。実はこれ

は大変大事なことで、教育とは物を知ればすむという問題ではなく、知った後にクリエイティブしていく

という作業があり、クリエイトそのものが人間の福祉あるいは進歩につながってきたので、これが先にな

いと教育とは言えないと思います。この面で今後ICT、最近はITに Cが入りますが、コミュニケーション

が最初のインフォメーションにつながってきたというのは、教育の伝達は双方向でなければならない、お

互いのコミュニケーションのツールでなければいけないということを示していると思います。ただ、これ

が電気媒体を介してだけのコミュニケーションとなると、今までは顔を見合わせての教育が中心であった

ので、顔を見ないでの教育ということになると、やはりツールの制約というのがあります。サイバー大学

というのが最近できましたが、やはり互いが互いを知ることでモチベーションが上がったり、競争したり、

お互いの寛容の精神ができたり、いろいろな人間性を育てていくには、やはり人が人と会うということが

非常に大事であると思います。このような中でテクノロジーというものをやはり一つのシステム伝達とい

うものだけでなく、今後はもっと積極的に利用していくということが大きな課題になると思います。いず

れにせよこれが学生あるいは我々にとっても非常に知識の伝達というものについて、大変大きな役割を果

たすということだと思います。 

 本学は2つのプログラムを申請し、幸いにも2つとも採択されました。内容はこれから報告されますが、

当然制約があり、教育の中の一つのツール、一つの方法であろうかというように思います。今後これを基

にして大学のミッションである教育というものを歯科医の育成ということに目を据えて実施していきたい

と思います。 

 河田教授を主任とした歯科医学教育開発センターがGP採択を契機に設置されました。今後先生方からご

意見をいただきながら、よりよい教育をしていきたいと思います。本日は先生方の忌憚のないご意見を賜

りながら進めさせていただきたいと思います。 

 本日はご講演でわざわざ遠方からお越し頂いた先生方に感謝いたします。ありがとうございました。 



 

開催の趣旨 

 

東京歯科大学教務部長 小田 豊 

 

本日は東京歯科大学のフォーラムにご出席いただき本当にありがとうございます。 

 本学は現代GP・特色 GP二つのプログラムが採択されまして、今回二つのプログラムをまとめて本日フ

ォーラムを行うということで、この二つのプログラムの中でどのようなことをやってきたのか概略を最初

にご紹介します。 

 まず特色GPは大学教育の改善取組によって特色ある優れたものを選定して財政支援をし、それから各大

学及び教員のインセンティブになるような内容として各大学紹介していくことで、高等教育を活性化する

ということですが、本学が平成10年から取り組んできた中での成果としてこのプログラムを世の中に活用

してもらいたいということから申請したプログラムです。 

 もう一つの現代GPは、社会的要請の強い政策課題ということで、本学はICTを活用したプログラムとい

うことでe-Learning Programを申請しました。高等教育のさらなる活性化という意味では特色GPと同じ

ですが、特色GPの方はそれまでに実施してきたものに対し、現代GPの方は社会的要請が強い政策課題と

いうことです。本学は2つ同時に採択されました。 

 最初の特色GPですが、『IT環境でのグローバルエバリュエーション』と言うタイトルで申請させて頂き

ました。それは教育評価の一元管理、6年間一貫した総括的評価についてITを活用しながらできるという

ことを目指したものです。本学は科目ごとまたは系統ごとのカリキュラムだったものから、平成10年以降

に統合的なカリキュラムを導入しています。加えて学年ごとに総合学力試験を行っています。本学は学年

制をとっていますが、その中で各学年での学習の評価の一つとして総合学力試験を大事にしています。今

は2年生以降で総合学力試験を行っていますが、2年生であれば2年間の学習成果を評価する、4年生であ

れば4年間の学習成果を評価する、歯科大学の場合は6年制なので最終的にその6年間で学習し、能力を

つけることになりますが、そういったものを学年ごとに評価していく。これらの評価をIT環境を導入しな

がら行ってきました。 

これらを軸にした取組の内容としまして、WEB 教材、教育用コンテンツの充実。それからコンピュータ

を使うと知識の評価はできますが、どうしても態度･技能の評価はなかなか難しい、ということから態度･

技能領域の評価をどうしていくかということへの対応。それから学内で学力試験をしていますので問題作

成システムとセキュリティーの向上。それから問題の作り方、蓄積された問題の検証と新しい医療技術に

対応した出題。このような取組を特色GPでは行っています。その中でも本日主に報告させていただくのは、

態度･技能領域の評価への対応です。 

 もう一つの現代GPですが、『統合型歯科医学教育への新たな展開－系統講義コンテンツを進化させた統

合的e-learning Programの開発－』というタイトルで申請させていただきました。本学ではこれまで歯科

医学教育で行ってきました解剖学、生理学、病理学等の系統科目に加えて、これらの系統科目を統合した

「生命の分子的基盤」、「人体の構造と機能」、「病因と病態」、このような統合的な科目も展開しております。

e-learningの特性を活かして、これらの系統科目・統合科目双方を有機的に連携させるe-learning Program

を開発し、学生がオンデマンドでSelf-Learningするための環境を整え、学生の能動的学習の習慣形成を

推進、問題発見・解決能力の育成を図ることを目的としています。 

 取組の内容ですが、一年目はe-Learning Programの開発をするために、共通書式によるコンテンツの再



 

編、あるいは学生の理解度に応じたオンデマンド教材作成、あるいは他科目との関連項目の明示を行いま

した。二年目は関連科目間での関連項目のすり合わせ、関連科目コンテンツの作成を行いました。今年度

は三年目になりますが、統合科目コンテンツの作成と臓器別、病態別、疾患別、処置別のコンテンツとい

うようなものを主体に作り上げつつあります。またもう一つ大事なこととして Learning Management 

System の構築があります。これらのことをこの 3 年間で行ってきました。本日はその中でも e-Learning 

Programの一部を報告させていただいて、先生方にご教授をいただければと思います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事後抄録 

 
 



 

セッションⅠ：「態度・技能領域への ＩＣＴ の利用」 

 

【医歯学シミュレーション教育システムの構築と活用】 

木下 淳博 （東京医科歯科大学 歯学部 口腔保健学科 口腔疾患予防学分野） 
 

 医歯学分野における臨床実習はきわめて重要であるが、学生が経験できる症例には限りがあり、決して

十分ではない。このため、我々はコンピュータとの対話により、診療を疑似体験できる医歯学シミュレー

ション教育システムを開発してきた。本システムの教材作成支援ツールでは、教員が直接ツールを使用し、

SCORM1.2に準拠したシミュレーション教材を作成できる。 

 平成18年度から、東京医科歯科大学歯学部4年次学生のカリキュラム「臨床体験実習2」では、このシ

ステムを用いたシミュレーション教育(以下、ソフトシム)が開始された。学生が5週間で50教材を体験で

きるように準備した。これらの教材の内訳は、保存系34本、補綴系7本、口腔外科系8本、その他1本で

あった。このシミュレーション実習終了後、有用性、操作性、難易度など12項目について学生による評価

を行った。 

 実習期間中、学生は1人あたり 27.0±9.9(平均±標準偏差)本を体験した。学生による評価の結果、学

生はソフトシム実習に興味を持ち(93%)、教材の内容は将来役に立つと考えていた(91%)。学生にとっては

未履修の内容が多く(72%)、難しく感じた(83%)が、教材の設問に使用された画像(90%)と解答に対する解説

(63%)により多くの知識を修得できた(85%)。ソフトシム教材の操作性に改善の余地はあるものの(42%)、教

材をもっと体験したい(90%)、今後ともこの実習を継続して欲しい(89%)と要望した。ソフトシム実習を通

して、他の授業や実習に対する興味を深めることができた(90%)と回答した。 

 卒前学生にとって難易度は高いものの、ソフトシム教材は臨床の知識を学ぶために有効であることが確

認された。 

 その他、口腔保健学科、保健衛生学科でもソフトシム実習を実施して同様の評価を得ており、医学科で

も教材開発を進めている。 

 今後は、教材の分野をさらに拡大し、より多くの教材を蓄積・分類して、e-learningシステムとの連携

を強化させたWebベース教育システムとして、広く普及していきたい。 

 シンポジウムの討論では、学生がコンピュータによってコミュニケーションを学ぶことはできないので

はないかとの討論があった。まさにその通りで、現段階ではe-leaningやコンピュータシミュレーション

によって、人と人とのコミュニケーションを修得させることはほとんど期待できないと考える。臨床実習

前に、コンピュータでの学習に適する内容をコンピュータで効率的に修得させることにより、限られた臨

床実習時間、臨床体験実習時間をより有効に活用しうるだけの知識と臨床判断能力を修得させることが肝

要であると考える。さらに、e-learningで効率的に学習できる体制を整備すれば、履修時間に余裕を作る

ことも可能と思われ、これにより、臨床現場で実際の患者さんと接する実習等のために活用する時間を増

やすことも考えられる。e-learningは体験学習においても非常に有効な手段ではあるが、必要以上に過度

の期待はせず、適する内容に対して適切に活用していくことが大切であろう。 



 

【IT 環境下での OSCE 再評価システムの構築】 

阿部 伸一 （東京歯科大学 解剖学講座、歯科医学教育開発センター） 

 

現在臨床系各講座で行われているObjective Structured Clinical E xamination(OSCE)の態度評価では、

一般的に評価は２名で行われているが、評価項目によって評価者間で評価が分かれるという点が問題視さ

れ、対処法が議論されているが解決できているとは言い難い。そこで我々はOSCEの態度評価に関する評価

後の問題点を克服するため、試験の様子を音声とともに映像として記録し、さらに評価者間で不一致がみ

られた項目に関して、簡便に抽出、再評価が出来るシステムを考案し、作成しているので本フォーラムに

おいて概要と経過を報告した。 

本システムの概要を述べる。学生の OSCE 医療面接のリアル映像・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、講座名、回数、番号の固有の名前でデータベースサーバに登録可能にした。

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の学生を

自動抽出できるようにした。そして、データベースに年度（西暦）、講座名、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。再評価試験管は再評価シート上（PC

画面内）で再評価し、最終的に修正した評価を決定できるシステムとした。再評価シートは、年度（西暦）、

講座名、試験回数から該当の結果データファイルの一覧を表示し、その中から選択することで表示する。

ファイルデータの一覧の条件は（１）不合格者、（２）試験官の採点差が基準以上、（３）合格者、（４）全

部とした。記録済み映像・音声の再生は、「映像開始」ボタンのクリックで開始される。再生モード、標準

再生、一時停止、早送り（順方向早再生）、巻き戻し（逆方向早再生）、停止再生位置変更（スライドバー

の移動による）を設定した。 

本システムを臨床系某講座の OSCE 医療面接において実際に使用した。模擬患者を小児の患者の母親と

設定し、医療面接の評価を行った。47名の学生を23名、24名の2系列に分けた。各ステーションの評価

は、それぞれ評価者2名で行った。評価者4名は、事前に30分程度、システムの使用方法になれるため練

習を行った。その結果、本システムはOSCEの間、問題なく作動した。また、評価者が行った評価結果と映

像のリンクも問題なく記録されていた。試験後、評価者間で点数が10％以上はなれていた学生を自動抽出

し、再評価を行ったが、問題なく再評価を行うことができた。また、評価者AとB、Cと Dの間の不一致率

を算出すると、評価者AとBで不一致率が高かったが、2回目のOSCE医療面接では大きく改善されていた。 

フォーラムでは、評価者を3名にすれば客観性が増すのではないかとの指摘もあったが、本システムを

有効に活用し、事前の評価者教育を行うことによって、評価の一致率は著しく向上すると考えている。さ

らには、本システムのデータを用い学生にフィードバックすることも可能となる。すなわち、これまで不

可能であった実際の映像、音声を用いた臨場感のある教育効果の極めて高いフィードバックが行うことが

できると考えている。 



 

【IT 環境を利用した心肺蘇生法の技能評価】 

松浦 信幸 （東京歯科大学 歯科麻酔学講座、歯科医学教育開発センター） 

 

 これまでの歯科医学教育においてマネキンを使用した心肺蘇生教育は実習的要素が強く、客観性、再現

性に乏しく、効果的な技能の修得、評価、並びにフィードバックが困難であった。そこでこれらを改善す

るためにIT環境を構築し、質の高い歯科医学教育の提供と実践を目的とした新たな心肺蘇生法の技能評価

システムの開発をおこなった。 

 これまで当科で使用してきた既存の心肺蘇生シミュレーター（Laerdal 社製心肺蘇生トレーニングシミ

ュレーター レサシアン）は、簡易的な技能評価の機能（PCスキルレポーティングシステム Ver.1.3）を

有しているが、再現性と視認性に乏しいため、効果的なフィードバックが困難であった。今回開発したIT

環境を利用したシステムでは、シミュレーターの持つ簡易的評価機能の一部を利用し、心肺蘇生実習

時のマネキンへの人工呼吸と心臓マッサージによって得られるデータを連続的にコンピューター

に取り込み、それをリアルタイムにグラフ化することができ、加えてビデオカメラで撮影した実習

実技映像をこれら情報と共に同時にコンピューター内に記録することを可能とし、再現性、視認性

を向上させている。また、修得すべき心肺蘇生の技能項目を評価シート形式で評価することができ、

各項目の評価を行った時間も評価と共に記録する事で、記録映像と併せてのフィードバックが可能

である。評価シートは、Microsoft Excel を用いて容易に作成が可能で、常に最新のガイドライン

に対応させることが可能である。胸骨圧迫位置はシェーマによって確認が出来、誤った位置の圧迫

があった場合は、アラートとして表示される機能も有する。本システムは、これら全ての情報をソ

フトウェアで一元管理することが可能で、技能の修得、評価、繰り返しのフィードバックがおこなえる

統合的システムである（図1）。実習実技終了後には、学生に対して実習評価の要約を評価者のコメ

ント付きでプリントアウトする機能も有している。本システムによりプライマリ ABCD の一連の流

れに対する技能の修得と評価ができ、客観性・再現性を向上させ、同時に視認性が改善されるため、

個人のみならず、集団に対して効果的なフィードバックも容易となった。 

 本システムを利用することで、歯科医学教育における医療安全教育に有用で、これまでよりもより効果

的な技能の修得と評価が可能となった。また、本システムの特徴である実習実技映像と評価シート

を利用する形式は、高い再現性、客観性、視認性を有しており、他科での歯科医学教育の応用も充

分有用であることが示唆された。 

 
図 1 心肺蘇生技能評価システム 



 

セッションⅡ：「e-Learning によるSelf Learning推進」 

 

【Web ベース PBL 支援システムの構築と運用】 

馬谷原 光織 （昭和大学 歯学部 口腔組織学教室） 
 

本学における PBL テュートリアルでは学生が”自ら学ぶ力を身につける”ことを主な目的としている．

ファシリテータは学生のディスカッション進行を支援する以外に、自己主導型学習の支援も行う。学生は

提示された問題（シナリオ）から自らが不明点や学習課題を抽出して学ぶべき課題を決定する。それら解

決のため、参考資料を自ら探し学ぶ。本学ではこれを自己主導型学習として位置づけ、それを充実させる

ため，学生が「学習成果のサマリー」をグループ学習前に提出し，ファシリテータからフィードバックを

受け，必要に応じて再提出する。自己主導型学習を充実させるために、抽出した学習項目について、学習

した内容をWord A4二枚にまとめる（「学習成果のサマリー」）という課題を出している。ファシリテータ

はPBL支援システム上に提出された「学習成果のサマリー」をグループ学習前にチェックし、学習リソー

スの選択や書き方のフォーマットについて、PBL システム上で助言を行う。また、自己主導型学習を進め

る上で生じた疑問点など、学生の質問をPBL支援システムで随時受け付ける。 

PBL 支援システムには eXtensible Object Oriented Portal System（Xoops）を利用した．作動環境と

してDebian GNU/Linux 3.1(OS) ，Apache，MySQL，phpを利用し，全通信域を第三者認証済みSSLとした．

学生アンケートおよびアクセス数の調査を平成17年12月より個々のPBL終了時に実施し，その結果に基

づきシステムの改良を行った．平成18年 10月に実施では、運用開始の平成17年12月の PBLと比較して

PBL支援システムへのアクセス数がほぼ倍増していた．また約70%の学生がPBL支援システムはファシリテ

ータと学生間のコミュニケーションに役立ったと回答した．複数のキャンパスを持つ本学では，PBL を実

施する際に，学生とファシリテータのコミュニケーションツールとして活用されており、自己主導型学習

を充実するために本システムが不可欠であると考えられた． 

歯学部のPBL利用は年間10回程度であるが、FDや成績管理用途にも利用が始まっている。システム運

用に関する課題として、開発担当者が引き続き運用にあたっている現状から今後、組織的な対応を検討す

る必要がある。また、運用のみならず、教育効果をより詳細に検討し、一層の効果と利用者利便性を追求

する作業が4学部合同PBLを機会に検討が始まっている。 



 

【歯科大学におけるＩＴ化への全学的取り組み】 

音琴 淳一 （松本歯科大学 教育学習支援センター） 

 

松本歯科大学におけるIT化の全学的取組みはまず、ITに関する部署を大学内に設立したところ1998年

から本格的にスタートしている。この部署が学内システムの根幹部分を構築した。教員側は 2003 年に

e-learning委員会を設立し、現在では学生あるいは教員が学内サーバーを利用する際は個人情報を扱うた

めに学生・職員番号とパスワードを入力するシステムとなっている。さらに、イントラサーバは学生用と

職員用と独立している。 

学生は学生用のみが閲覧できる。SQL サーバにより成績や個人情報が管理できる仕組みをもっている。

2004年に学生ノートPCを購入させる時点で無線LAN、独自の個人認証、IDS、ウイルス対策の３点でセキ

ュリティ強化をはかり今日に至っている。また、学内での閲覧にふさわしくないサイトはSonicWallによ

ってブロックしている。また学生証本体は講義の出席カウント、学生自身の端末からの出席状況の確認・

各種証明書の入手、学生食堂のプリペイド機能、学内プリンタ・コピーの支払い機能、学生ラウンジの時

間外出入、テスト個人成績閲覧機能がある。また、学生にはノートPCを携帯させ、学内無線LANポイント

による情報収集を容易にしている。またPC活用のために第一学年の入門情報科学科学においてはPCなら

びにワープロ、表計算ソフトの利用法について学習し、並行して行われるPBL学習にも生かされている。

学生イントラネットは充実しており、学生専用のWebサイトとして学内からのアクセス及び学外からのVPN

接続によるアクセスで閲覧可能であり、電子シラバスの掲示媒体としてだけでなく、学生への各種情報提

供、電子掲示板（各種呼び出し）としての機能も持たせている。 電子シラバスにおいてはそのポイントに

おけるe-learningが可能となっており、さらにweekly testが解答・解説とともに閲覧できる。ここで集

計される出席・成績等のデータについては必要に応じて保護者宛にもe-mail送付される。 

 学習システムとしては各講義・実習に対して週１回のweekly testが行われている。これはマークシー

ト方式の試験で、CBT 問題入力システムをベースとした問題入力システムから入力ができるようになって

いる。試験の目的は講義への参加意欲の向上と講義内容の復習とその習慣づけである。その結果は各科目

に配点が義務づけられている。しかし、その配点は規定がない。入力は教員番号とパスワードを必要とし

ているが、自分が入力した部分では同じ科目の人間が閲覧することは可能となっている。また、入力問題

はモデルコアカリキュラム分類、本文、キーワードからの検索機能を持っている。図表、解説も付記する

ことが可能である。また転送後に１回の校正があり、試験後の成績も閲覧できる。 

 第一学年～第五学年までのアンケート集計においては取り組む時間や重要性は第一学年と第三学年で比

較的高く、これは教養・専門科目が開始されるタイミングと一致している。一方では第五学年において重

要性を認識している学生は少なく、これは総合講義における daily test 形式によると思われた。また、

weekly test の全体の評価に対する比重により取組む姿勢が変化することも示され、本試験による学習姿

勢への変化が示された。 



 

【系統科目の連携による統合的 e-Learning Program の構築 

                     －インプラント学を中心にー】 

矢島 安朝 （東京歯科大学 口腔インプラント学研究室、歯科医学教育開発センター） 
 

 インプラント学は多領域連携型の包括的学問であり、歯科統合学としてとらえることができる。したが

って、各系統科目の復習や科目間の横のつながりを学ぶには最適であると考えられる。そこで本学では、4

年前よりインプラント学をPBL主体の授業とし9つの講座が協力して運営している。その結果、学生たち

はインプラントおよび関連分野への知的欲求は大変高く、それに比べ授業時間の制約から与えられる情報

には限りがあり、またインプラント学特有のコンセンサスのとられていない情報が氾濫しているため、学

習意欲の高い学生ほど大量の不正確な情報により混乱を生じてしまうことが示された。そのようなとき、

本学は平成17年度の現代GPに採択され、統合的e-Learning Programの開発がおこなわれることになり、

インプラント学では、正しい知識を得るための自己学習可能な資料としてe-Learningを利用しようと考え

た。本学のe-Learning Programの主体は、「各系統科目のWebコンテンツの充実」、「統合的視点で捉えた

テーマの充実」、「系統科目と統合科目がWeb上で有機的に連携」である。統合的e-Learning Programによ

り系統科目間あるいは統合科目と系統科目間の横のつながりが充実し、学生は縦割りの知識を横につなげ

て学ぶことができるはずである。このプログラムの実施後に考えられる効果としては、1.自学自習に対す

る強力な支援（学生が自らの学習の方向性をクリックするだけで決定、いつでも、どこでも、どれだけで

も学習可能、個々の学生の理解度に応じた利用）2.基礎的知識習得のための反復学習が体系的に可能、3. コ

ンテンツの共通化により各科目教員間の相互理解の浸透、4.教員のコンテンツを作成するための労力の軽

減等から、学生に問題解決志向型学習態度の定着を狙いとしている。 

 インプラント学のGIOを「歯科医学の基本的知識を統合的に修得するために、歯科インプラント学を通

して系統科目別の知識を復習し、それぞれの科目を縦横に結びつける能力を養う」である。したがって、

インプラント学では、講義のすべてを映像とともにWebコンテンツとして取り込み、学生は好きなときに、

好きな場所で講義を受けることができる。講義の中でのキーワードをクリックすると、それぞれの系統科

目のコンテンツに飛ぶことができ、ここではキーワードに関する事柄を学ぶことが可能なシステムを開発

した。たとえば、講義中の「バイオフィルム」というキーワードがわからなければ、これをクリックする

ことで微生物学コンテンツのバイオフィルムの動画に瞬時にジャンプすることが可能である。試験はすべ

てプログラム中の講義の中から出題することを決め、それまでの対面講義時間は模型実習とPBLを組み合

わせた「問題基盤型臨床基礎実習」という新しい方略によるアドバンス型授業を行うことにした。 

 最後にインプラント学をe-Learning Programによって学んだ学生には以下の効果が期待できる。 

1. インプラント学を学ぶのではなく、インプラント学を通して歯科医学全体に対する理解を深める。 

2. 結果として、インプラント学は歯科統合学であることを理解する。 

3. 学習意欲が向上し、最終的に問題解決志向型学習態度を身につける。 

さらにe-Learning Programによって教員には以下の効果が期待できる。 

1. 教育に費やす時間の効率化（信頼できる最新の情報をわかりやすいコンテンツで利用可能） 

2. 教育意欲の向上（e-Learning Programで空いた講義時間を様々な方略を用いて有効に利用） 



 

【統合的 e-Learning Program のシステム構築】 

村上 聡 （東京歯科大学 歯科医学教育開発センター） 

 

 本学ではICTを活用した教育改善を目的としたe-Learning による Self Learningの推進に取り組んで

いる。系統科目の連携による横断的な学習コンテンツを提供することによって学生は縦割り・横割り両面

からの学習により知識、技能を統合的に学習していくことができる。一方で、問題の発見・解決能力の育

成を図るために学生自身による積極的な自主学習が求められ、学生が統合的コンテンツに関する有機的連

携を容易に行えるようにトピック空間を用いた学習支援ツールの開発も行っている。本プログラムが学生

の自学自習に対する支援あるいは基礎的知識習得のための体系的反復学習に有効であり、教員にとっても

コンテンツの共有化により相互理解の浸透やコンテンツ作成にかかる労力の軽減なども期待できる。当日

はプログラムの概説に加え、実際にWebに接続し、本学の統合的e-Learning Programを操作し、学習者サ

イトと管理者サイトの立場から実際の使用について供覧した。ディスカッションでは多くの先生方から貴

重なご意見を多数いただいた。具体的には、教材の変更に関して、ソフトについて必ずしも専門的な知識

を持ち合わせていない教職員でも本プログラムで教材の更新を円滑に行えるのか、また一方で、教材の更

新が無秩序に行われる可能性がないかというような運営上のルールや問題点についても質問があった。教

材の更新に関する作業手順については登録画面上で容易に行うことができ、管理者に特別な知識・技術は

必要ではないが、横の連携すなわち多岐に及ぶ講座間の理解と整合性を得るためにも運営上のルール作り

は重要であり、実際に教材の変更を行う場合には、関連教科のメンバーや教材変更のための委員会などで

の検討および承諾を経て、権限のあるメンバーの下で変更が行われることを想定している。また、ストー

リー性を持たせた教材について、ストーリーの質、シナリオの内容をどのように保証すべきなのか検討を

要するのではないかという意見が出された。ほかにも、本プログラムの実施にあたり、学生自身が自ら苦

労して得る「知る喜び」、「解決する喜び」を感じることができ、問題の発見、解決のための探究心や好奇

心を持続させるような仕組みが求められ、学生自身が自ら築き上げ、創造することの喜びを沸き立たせる

ようなプログラムであることが重要であるとの示唆に富むご意見もいただいた。当然のことながら、なん

でも与えられる学習が学生のためになるわけでもない。そして、人と人のつき合いをICT環境で学習する

ことの可能性あるいは限界を十分にわきまえながら、本プログラムの充実と更なる改善に努めていきたい

と考えている。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォーラムディスカッション等 

 
 



 

フォーラムディスカッション 

 

（質問）東京医科歯科大学では教材の作成者である教員のアンケートは行っているのか。また教育効果の

評価は行っているのか。 

（木下先生）教員による評価は行っているが、項目が違うので学生との比較はできない。教員のアンケー

トは学生のアンケートと比較して教材の内容についてより深く突っ込んで質問している。その他にレビュ

ーや委員会で評価を行っている。なお、システム自体についてはアンケートを行っている。 

シミュレーション教育の効果としては、特色GPが始まる前と始まった後では、CBTのプレテスト平均点

で全国の平均点は横ばいか少し上がったくらいのときに10点上がった。それはGPの成果かもしれないが、

たまたまその学年が優秀であった可能性もある。それ以外に測る指標としては2つのグループに分けて先

にシミュレーション教育をやるグループと先に同じ内容を講義でやるグループで比較するという計画はし

ているがまだできてはいない。 

 

（質問）今回のe-Learning Programでは教材やシステムの修正は簡単にできるのか。教材の修正ができる

のであれば相互に関連付けされているので、意図されない修正が行われる可能性が生じてしまうが、その

場合の対処法は考えているのか。 

（村上先生）修正は簡単にできるので、歯科医学教育開発センターを中心に各講座1名以上の教員で構成

されている統合的e-learning Programワーキンググループの委員間で話し合って修正をしてもらう予定で

ある。また修正も誰でもできるのではなく、権限を与えたものでしかできないようにシステムを組んであ

る。なおシステムの修正に関しては、来年度以降保守契約を結んで対応する予定である。 

（木下先生）本学（東京医科歯科大学）の場合もそうであるが、GP採用になれば費用や人員が必要になる。

補助金が出ているうちは問題がないが、補助金が出なくなった後でもシステムを維持するためには今まで

と同様に保守料や人員が必要になる。継続して使用して成果を挙げたものに関しては文部科学省もそれを

さらに伸ばすGP等の財源補助を考えて欲しい。 

 

（質問）ITが教育の面で大きな役割を果たしているが、昔は講義はポスター1枚を何週間も分けて教育し

たり縦割りの教育であったりしたので講義内容を理解するにも一苦労であった。そのため自分でまとめて

いく必要があったが、その喜びが好奇心の持続につながっていたと思う。これだけ整理されて見ただけで

分かるようになっていると、学生は質問ができなくなり、教育の一番大事なものである疑問を持つことが

なくなるのではないか。また系統立てたストーリーだけではなく、わざと学生がつまずくような教材配置

にして、学生自身で考えさせて解決させるようなものも作成したほうがよいのではないだろうか。 

（矢島先生）確かに至れり尽くせりになってしまい、結果として学力の低下につながることは否定できな

いと思う。e-learningシステムによって知識を得ることの他に、実習やPBL形式で知識以上のことを学ば

せたいと考えている。 

 

（質問）人と人とのつきあいはe-learningシステムを使ってできるのか。 

（木下先生）e-learningシステムですべてを行うことはできない。e-learningシステムでは知識の伝達や、

人ではできないようなシミュレーションを行うようにし、余った時間でほかのことをすることが大事であ

る。現状のe-learningシステムではコミュニケーション教育をすることはできないであろう。 



 

（阿部先生）PBL でも数年前までは課題を出すとネットサーフィンのみで検索し、結果として間違った知

識を得ることが結構あった。そのため最近はネットで調べることを禁止し、図書館等で調べさせるように

した。e-learning システムはPBLの教育と相反することがあり、全部の班がe-learning システムで解答

を調べて結果的にどの班も同じような答えになる可能性があるので、PBLの教育中はe-learningシステム

にアクセスしないようなことが必要かもしれない。 

（村上先生）PBLにおいてはe-learningだけではなく、むしろe-learningを用いて学生個人が何を導き、

何を学び、どのように展開したかをチューターとのディスカッションにおいて学習できるような姿勢が望

ましいではないか。 

（矢島先生）e-learningではすべての知識のうち、正しいと思われる一部分の知識を掲載し、残りは図書

館等で調べて正確な知識を得るようにすればいいのでは。 

（馬谷原先生）1・2年生には1・2年生で知っておくべき知識を提供し、5・6年生には5・6年生で知って

おくべき知識を提供するような、適切な情報を適切な時期に与えることができるようなシステム構成が今

後必要になってくる。 

 

（質問）阿部先生のシステムは評価者2人で現在やっているが、3人でやればどのような結果がでるのか

興味がある。 

（阿部先生）事前に以前のビデオを見て練習しておけば、評価者は1人でもいいのではという意見もあっ

たが、客観性をより高めるためには2名のほうがいいのではというのではという結論で評価者を2名にし

た。勿論3名以上という選択肢もあるが、人員配置の問題もあるので現状では2名になっている。 

 

（質問）e-learningが正確になっていけばなるほど、インターネット上の有害さへの免疫がなくなってし

まうのではなかろうか。 

（馬谷原先生）学生はWikipediaを調べてレポートを作成する場合があるが、Wikipediaは特に専門性が

あるものについては正確でない記述も多い。学生はWikipediaに掲載されていることを他の媒体で調べる

ことなくそのまま提出することがある。このときに「他でも調べては」とアドバイスすると、「他に当たっ

たけど分からなかった」と言ってくる場合が多い。そのようなことがあったので、インターネットは精度

が低いということを講義の場で言う時間を設けている。 



 

閉会挨拶 

 

東京歯科大学副学長 井出 吉信 

 

本日は長時間にわたり東京歯科大学 GP フォーラム、特に他の大学から多く参加いただきましてありが

とうございます。特に東京医科歯科大学、昭和大学、松本歯科大学の演者の先生方本当にありがとうござ

いました。この特色GP・現代GPの取組は、それぞれ4年、3年という期限があり、最後の発表の現代 GP

は来年3月が期限となっています。ご質問もありましたけれどまだ完成しているものではありません。途

中でもフォーラムを開催して、取組を広く公表してくださいと文部科学省からも言われております。本日

のいろいろなご質問や先生方のご意見を参考にしまして、3 月の完成を目指してより良いものにしていき

たいと思います。皆様方からまた多くのご意見をいただきたいと思います。本日はどうもありがとうござ

いました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組への評価について 

 
 



 

東京歯科大学 特色GP・現代GP事業における取組への評価について 
 

１．「IT環境下でのOSCE再評価システムの構築」：阿部 伸一 

 １）良かったと思われる点 

・評価者が評価を直接ＰＣに入力し、ネットワークを介してリアルタイムで集計可能な点。 

・学生の試験中映像を収録するため、再評価、および評価結果の確認が可能である点。 

・OSCE評価を随時、複数人でおこなうシステムは画期的である。また、その評価を再現することで、評価

の信頼性を高める工夫は新しい試みとして評価できる。 

・再評価が可能になったこと。 

・評価項目の変更が可能なこと。 

 

 ２）改善を要すると思われる点 

・高精度な評価を目的としているが、その効果を学生または指導教員に対して、どのような形でフィード

バックするかなど、より一層の価値を高める分析と試行が求められる。 

・ビデオを撮影する角度は１つでいいのかどうか。 

・できれば患者、歯科医師両者の視点が望ましい。 

 

 ３）その他自由にご意見をお願いします。 

・今後、評価者教育のための教材開発とその活用事例についても、成果を報告していただければと思いま

す。また、ＯＳＣＥの評価項目の評価や、課題の評価にも活用できるのではないかと思います。 

 

 

２．「IT環境を利用した心肺蘇生法の技能評価」：松浦 信幸 

 １）良かったと思われる点 

・マネキンからの信号をＰＣに入力することにより、手技の客観評価が可能な点。 

・主義全体の映像と、マネキンからの信号を同時にＰＣに取り込めるため、後からでも専門教員によるフ

ィードバックが可能な点。 

・シンプルな機構で正確かつ有益な情報提示ができることは、技術開発の観点からも高く評価される。 

・評価する時間が明示されること。 

・応用が可能になること。 

 

 ２）改善を要すると思われる点 

・得られた情報を、学生と指導教員がどのように使うかについて、さらなる発展を期待する。 

 

 ３）その他自由にご意見をお願いします。 

・多くの人手を要さずに、学生に反復練習させることができると思われるので、自学自習システムとして

活用できれば、学生にとってさらに有効なシステムになると思います。教員不在で練習させることには

制約があるかと思いますが、何らかの形で学生の自主的な訓練に活用できるようになることを期待いた

します。 



 

３．「系統科目の連携による統合的e-Learning Programの構築 

－インプラント学を中心に－」：矢島 安朝 

「統合的e-Learning Programのシステム構築」：村上  聡 

 １）良かったと思われる点 

・一定時間で学習できる単位教材を、クリップとしてまとめ、学生が自学自習しやすくしている点。 

・総合科目と系統科目のコンテンツ間リンクをわかりやすくしているため、学習がしやすい点。 

・高度なICT連携、特にWeb上における有機的な情報紐付けについて、革新的なシステムである。 

・講義と連動した学習方法が素晴らしいです。 

・プログラムの連動が一目瞭然になること。 

・そこからさらに学習範囲が広がること。 

 

 ２）改善を要すると思われる点 

・現著作権法下では、サーバ上に閲覧できる状態で教材を保存するためには、すべてオリジナル教材とす

るか、著作権法 32 条の「引用」の条件を満たす必要があります。その点でコンテンツ作成に時間と労

力を要するのではないかと思います。 

・システム利用者の段階的な知識・経験育成を考慮することで、より一層の教育効果が得られる可能性が

あり、今後の発展が期待される。 

・できれば、キーワードの関連付けは学習者ができるようにするべきかと思います。 

 

 ３）その他自由にご意見をお願いします。 

・いわゆる電子教科書を作成する場合、その著作権処理をどのようにするかが問題になることがあります。

オリジナル教材の著作権は、著者である教員に帰属しますので、その著作物を大学が利用することにつ

いては、別途契約が必要となります。著作権処理と大学による利用許諾を円滑に行う運用方法について

は、国内各大学でできるだけ共通の処理ができればと思っております。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォーラムアンケート（結果） 

 
 



 

東京歯科大学ＧＰフォーラムに関するアンケート（結果） 

 

 回答者 ６４名 
 

１．所属 

 

    １．他大学教職員 １５名 

    ２．本学教員   ３０名 

    ３．本学職員    ８名 

    ４．その他    １０名（本学非常勤講師・東歯OB・大学院生・企業） 

    ５．無記名     １名 

 

２．フォーラム全体を通してどのようにお感じになりましたか。 

 

    １．非常に良かった   １９名（他大学４名・学内教員８名・学内職員２名・その他５名） 

    ２．良かった      ３１名（他大学７名・学内教員１６名・学内職員５名・その他３名） 

    ３．どちらでもない    １名（学内教員１名） 

    ４．あまり良くなかった  ０名 

    ５．良くなかった     ０名 

 

３．セッションⅠ「態度・技能領域へのICTの利用」についてどのようにお感じになりましたか。 

 

    １．非常に良かった   １５名（他大学４名・学内教員４名・学内職員２名・その他５名） 

    ２．良かった      ３８名（他大学５名・学内教員２４名・学内職員５名・その他４名） 

    ３．どちらでもない    ２名（他大学２名） 

    ４．あまり良くなかった  ０名 

    ５．良くなかった     ０名 

 

１）「医歯学シミュレーション教育システムの構築と活用」について 

    ①発表についてどのようにお感じになりましたか。 

 

    １．非常に良かった   ２３名（他大学６名・学内教員８名・学内職員４名・その他５名） 

    ２．良かった      ３７名（他大学７名・学内教員２１名・学内職員４名・その他５名） 

    ３．どちらでもない    ０名 

    ４．あまり良くなかった  ０名 

    ５．良くなかった     ０名 



 

    ②発表されたシステムを利用したいと思いますか。 

 

    １．利用したいと思う    ３２名（他大学１０名・学内教員１５名・学内職員２名・ 

その他５名） 

    ２．わからない       ２４名（他大学４名・学内教員１２名・学内職員５名・ 

その他３名） 

    ３．利用したいとは思わない ０名 

    【コメント】 

     基本的には優れたプログラムだと思う。しかしパターン化されていることに問題がある。覚え

させないという工夫が必要。 

     既存のものと大差ない？ 

 

２）「IT環境下でのOSCE再評価システムの構築」について 

    ①発表についてどのようにお感じになりましたか。 

 

    １．非常に良かった   １８名（他大学３名・学内教員５名・学内職員６名・その他４名） 

    ２．良かった      ３８名（他大学９名・学内教員２２名・学内職員２名・その他５名） 

    ３．どちらでもない    ４名（他大学２名・学内教員１名・その他１名） 

    ４．あまり良くなかった  ０名 

    ５．良くなかった     ０名 

 

    ②発表されたシステムを利用したいと思いますか。 

 

    １．利用したいと思う   ２９名（他大学８名・学内教員１１名・学内職員５名・その他５名） 

    ２．わからない      ２４名（他大学４名・学内教員１５名・学内職員２名・その他３名） 

    ３．利用したいとは思わない ２名（他大学１名・学内教員１名） 

    【コメント】 

     評価者の教育用には利用できる 

 

３）「IT環境を利用した心肺蘇生法の技能評価」について 

    ①発表についてどのようにお感じになりましたか。 

 

    １．非常に良かった   １６名（他大学３名・学内教員５名・学内職員３名・その他５名） 

    ２．良かった      ４２名（他大学１１名・学内教員２２名・学内職員５名・その他４名） 

    ３．どちらでもない    ３名（学内教員２名・その他１名） 

    ４．あまり良くなかった  ０名 

    ５．良くなかった     ０名 



 

    ②発表されたシステムを利用したいと思いますか。 

 

    １．利用したいと思う   ３４名（他大学８名・学内教員１８名・学内職員３名・その他５名） 

    ２．わからない      ２１名（他大学５名・学内教員１０名・学内職員３名・その他３名） 

    ３．利用したいとは思わない ２名（学内教員１名・学内職員１名） 

    【コメント】 

     評価者の必要性に？Computerが評価可能では？ 

 

４．セッションⅡ「e-LearningによるSelf Learning推進」についてどのようにお感じになりましたか。 

 

    １．非常に良かった   ２２名（他大学７名・学内教員８名・学内職員３名・その他４名） 

    ２．良かった      ２７名（他大学６名・学内教員１３名・学内職員４名・その他４名） 

    ３．どちらでもない    １名（学内職員１名） 

    ４．あまり良くなかった  ０名 

    ５．良くなかった     ０名 

 

１）「WebベースPBL支援システムの構築と運用」について 

    ①発表についてどのようにお感じになりましたか。 

 

    １．非常に良かった   １８名（他大学３名・学内教員８名・学内職員３名・その他４名） 

    ２．良かった      ３５名（他大学１０名・学内教員１６名・学内職員４名・その他４名・ 

無記名１名） 

    ３．どちらでもない    ６名（他大学１名・学内教員３名・その他２名） 

    ４．あまり良くなかった  １名（学内職員１名） 

    ５．良くなかった     ２名（他大学１名・学内教員１名） 

 

    ②発表されたシステムを利用したいと思いますか。 

 

    １．利用したいと思う   ２５名（他大学６名・学内教員１１名・学内職員２名・その他５名・ 

無記名１名） 

    ２．わからない      ２９名（他大学８名・学内教員１４名・学内職員４名・その他３名） 

    ３．利用したいとは思わない ２名（学内教員２名） 



 

２）「歯科大学におけるIT化への全学的取組」について 

    ①発表についてどのようにお感じになりましたか。 

 

    １．非常に良かった   １１名（他大学１名・学内教員３名・学内職員２名・その他５名） 

    ２．良かった      ３５名（他大学９名・学内教員１５名・学内職員６名・その他４名・ 

無記名１名） 

    ３．どちらでもない   １３名（他大学３名・学内教員９名・その他１名） 

    ４．あまり良くなかった  ２名（他大学１名・学内教員１名） 

    ５．良くなかった     １名（他大学１名） 

 

    ②発表されたシステムを利用したいと思いますか。 

 

    １．利用したいと思う   １６名（他大学４名・学内教員５名・学内職員２名・その他４名・ 

無記名１名） 

    ２．わからない      ３６名（他大学９名・学内教員１９名・学内職員５名・その他３名） 

    ３．利用したいとは思わない ５名（他大学１名・学内教員３名・その他１名） 

 

３）「系統科目の連携による統合的e-Learning programの構築－インプラント学を中心に－」の発表

についてどのようにお感じになりましたか。 

 

    １．非常に良かった   ３１名（他大学９名・学内教員１１名・学内職員３名・その他８名） 

    ２．良かった      ２８名（他大学５名・学内教員１６名・学内職員４名・その他２名・ 

無記名１名） 

    ３．どちらでもない    １名（学内教員１名） 

    ４．あまり良くなかった  ０名 

    ５．良くなかった     １名（学内職員１名） 

 

４）「統合的e-Learning programのシステム構築」について 

    ①発表についてどのようにお感じになりましたか。 

 

    １．非常に良かった   ２４名（他大学６名・学内教員８名・学内職員５名・その他５名） 

    ２．良かった      ３４名（他大学８名・学内教員１７名・学内職員３名・その他５名・ 

無記名１名） 

    ３．どちらでもない    ３名（学内教員３名） 

    ４．あまり良くなかった  ０名 

    ５．良くなかった     ０名 



 

    ②発表されたシステムを利用したいと思いますか。 

 

    １．利用したいと思う   ４４名（他大学１１名・学内教員２１名・学内職員５名・ 

その他６名・無記名１名） 

    ２．わからない      １３名（他大学３名・学内教員７名・学内職員１名・その他２名） 

    ３．利用したいとは思わない ０名 

 

５．フォーラムディスカッションについてどのようにお感じになりましたか。 

 

    １．非常に良かった   ２３名（他大学４名・学内教員８名・学内職員３名・その他８名） 

    ２．良かった      ２８名（他大学９名・学内教員１３名・学内職員４名・その他１名・ 

無記名１名） 

    ３．どちらでもない    ３名（学内教員３名） 

    ４．あまり良くなかった  ２名（他大学１名・学内教員１名） 

    ５．良くなかった     ０名 

    【コメント】 

     発言しようとして座長に気付いてもらえなかった。 



 

６．今回のフォーラム全般について何かお気づきの点がございましたらご記入下さい。 

〔他大学教職員〕 

 ・本質的な良いコメントが聞けた。 

 ・リアルタイムの双方向通信による対話型教育システム（いわゆるTV会議型）のようなものの話題が欲

しいと感じた。 

 ・着実に教育改革のプログラムを推進していることが本フォーラムの内容からうかがえる。ますます発

展されることを期待します。 

 ・歯科医学教育へのICTの利用について良い学習機会を与えて頂いたことを感謝しています。今日発表

された様なシステムが他の大学でも利用させて頂ければ有難いと思います。 

〔学内教員〕 

・現状は質問を想定した形になりやすいが、今後は、事象をいかに分解して要素をつかみだすことがで

きるかではないか。そのようなプログラムが必要！！「真贋の眼」を養う基本的な能力をつけること

が課題であろう。 

 ・他大学での取り組み内容を聞けて大変参考になった。今回参加しなかった大学での取り組みに興味が

ある。 

 ・また同様のフォーラムを開いてほしい。 

 ・他大学のシステムも動かしてみたかった。 

 ・他大学の発表がもっとあってもいいと思った。自学でやっているものを１歩離れたところから見るこ

とができた。 

 ・重要な指摘があった。（統合型！） どう運用するかが大事と思う。 

 ・ディスカッションはセッション1・2と別々に行った方が良いと感じた。 

 ・昭和大の先生のご意見は素晴らしかった。 

 ・関係の先生方、ご苦労様でした。 

 ・「知識を与える」教育の方法の中に人間の心理特性を加える必要性がある旨の観点が大変おもしろか

った。教員の人間性が自学自習の方法論を理解し、判断する能力をつける事の重要性も語られていて

良かったと思う。 

 ・たいへん有用でした。ありがとうございました。 

〔その他〕 

 ・学生の私にとって難しい内容でしたが、今後、大学院生として関わる場合に学生側からの意見が言え

るかと思いました。実際に、学生として利用してみたいと素直に思いました。 

 ・e-Learningシステムを卒後の臨床家にも使える様にして欲しい。 

 ・大変勉強になりました。 

 ・教育ということについて改めて深く考える機会となりました。大変勉強になりました。ありがとうご

ざいました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～東京歯科大学は２０１０年に創立１２０周年を迎えます～ 

 

 
120th Anniversary 

 


