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  １．第５回試験問題作成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５回 

試験問題作成に関するワークショップ 

 



試験問題作成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 20年 3月 21日(金)・22日(土) 
会  場：セミナーハウス クロス・ウェーブ船橋・〔宿泊：船橋第一ホテル〕 

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 

東  俊文 生化学講座 教授 

柴山 和子 生化学講座 助教 

村上  聡 歯科医学教育開発センター 助教 

藤井 理絵 歯内療法学講座 助教 

増田 浩之 歯周病学講座 講師 

山本 茂樹 歯周病学講座 助教 

衣松 高志 歯周病学講座 助教 

奥田 倫子 歯周病学講座 助教 

藤田 貴久 歯周病学講座 助教 

中澤妙衣子 保存修復学講座 助教 

小林 菜穂 小児歯科学講座 助教 

神山  勲 口腔外科学講座 助教 

澁井 武夫 口腔外科学講座 助教 

藥師寺 孝 口腔外科学講座 助教 

池田 千早 口腔外科学講座 助教 

江口  淳 口腔外科学講座 助教 

松浦 信幸 歯科麻酔学講座 助教 

山田  淳 有床義歯補綴学講座 助教 

栁澤光一郎 有床義歯補綴学講座 助教 

天﨑 光宏 クラウンブリッジ補綴学講座 助教 

本間 慎也 クラウンブリッジ補綴学講座 助教 

末石 研二 歯科矯正学講座 教授 

小林  誠 歯科矯正学講座 助教 

石井 武展 歯科矯正学講座 助教 

大久保真衣 歯科放射線学講座 助教 

神尾  崇 歯科放射線学講座 助教 

伊藤 太一 口腔インプラント学研究室 助教 

古谷 義隆 口腔インプラント学研究室 助教 

髙田 篤史 オーラルメディシン・口腔外科学講座 助教 

宇治川清登 オーラルメディシン・口腔外科学講座 助教 



 

 
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 
一戸 達也 
柴原 孝彦 
嶋村 一郎 
関口  浩 
片倉  朗 
杉原 直樹 

 
〔事務局〕 
小林 友忠 
長谷川雄教 
亀山  桂 
日塔 慶吉 
水島 知也 
世木田 晋 

 
学長 
副学長 
副学長 
教務部長 
歯科医学教育開発センター主任 
総合講義検討委員会委員長 
教務副部長 
有床義歯補綴学講座 
小児歯科学講座 
口腔外科学講座 
衛生学講座 
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日 程 
 
      プレナリー（Ｐ）：大研修室（３Ｆ321・322） 

       グループ演習（Ｇ）：討議室（３Ｆ331, 332, 333, 334, 335） 
時間 内容 場所 担当 

1 日目 

13:30－13:40 開会、挨拶 

概要説明、プレテスト実施 

P 小田 

河田 

13:40－13:50 グループ演習①の進め方 P 柴原 

13:50－15:50 グループ演習① 

全グループ同一の 10 問の Brush Up 

G ＴＦ 

15:50－17:50 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・ 

片倉 

17:50－18:50 多肢選択式問題作成法の解説 P 河田 

18:50－19:00 ２日目の予定について、宿題提示 P 柴原 

19:10－20:00 夕食 レ ス ト ラ ン  (４F) 

20:00－21:00 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  

2 日目 

 7:00－ 8:30 朝食 船 橋 第 一 

ホ テ ル 

 

 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 柴原 

 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 嶋村・ 

杉原 

15:30－16:00 質疑応答、全体総括 

ポストテスト実施 

P 河田 

16:00 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 
◎ 東  俊文 教 授 生化学講座 
 藤井 理絵 助 教 歯内療法学講座 
 山本 茂樹 助 教 歯周病学講座 
 小林 菜穂 助 教 小児歯科学講座 
 神山  勲 助 教 口腔外科学講座 

Ａグループ 

 古谷 義隆 助 教 口腔インプラント学研究室 
 柴山 和子 助 教 生化学講座 
 増田 浩之 講 師 歯周病学講座 
 池田 千早 助 教 口腔外科学講座 
 山田  淳 助 教 有床義歯補綴学講座 

◎ 末石 研二 教 授 歯科矯正学講座 

Ｂグループ 

 神尾  崇 助 教 歯科放射線学講座 
◎ 村上  聡 助 教 歯科医学教育開発センター 
 藤田 貴久 助 教 歯周病学講座 
 中澤妙衣子 助 教 保存修復学講座 
 藥師寺 孝 助 教 口腔外科学講座 
 天﨑 光宏 助 教 クラウンブリッジ補綴学講座 

Ｃグループ 

 石井 武展 助 教 歯科矯正学講座 
 奥田 倫子 助 教 歯周病学講座 
 江口  淳 助 教 口腔外科学講座 

◎ 松浦 信幸 助 教 歯科麻酔学講座 
 本間 慎也 助 教 クラウンブリッジ補綴学講座 
 小林  誠 助 教 歯科矯正学講座 

Ｄグループ 

 髙田 篤史 助 教 オーラルメディシン・口腔外科学講座 
 衣松 高志 助 教 歯周病学講座 
 澁井 武夫 助 教 口腔外科学講座 
 栁澤光一郎 助 教 有床義歯補綴学講座 
 大久保真衣 助 教 歯科放射線学講座 

◎ 伊藤 太一 助 教 口腔インプラント学研究室 

Ｅグループ 

 宇治川清登 助 教 オーラルメディシン・口腔外科学講座 
       ◎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、各自から事前に１問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 

 

 試験問題（国家試験またはＣＢＴ）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、卒前教育の目標と内容とを踏まえ、歯科医療に第一歩を踏み出すに足る知識、技能、

態度を具有しているか否かを評価できる試験であることが必要である。 

 試験問題作成に当たり常に考慮することとして 

  １．卒前教育における教育内容、臨床実習で学んだ成果が反映されている問題 

  ２．試験のための内容ではなく、歯科医師として業を行う際に役立つ内容 

  ３．出題されたことに意味のある内容、質問形式 

  ４．画一化された内容、質問形式でない 

  ５．基本的知識を問う問題であっても、その内容について正しく理解されているかを評価で

きる問題 

が必要である。 

 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．問題形式の決定 

  ５．タクソノミーの選択 

の手順を踏む必要がある。 

 問題作成時の留意事項として 

  １．題材の選択 

  ２．問題の難易度 

  ３．用語 

  ４．表現・表記法 

  ５．解答所要時間 

  ６．設問文 

７．選択肢 

  ８．正解肢および解答コード 

がある。 

 禁忌肢問題の作成時の留意事項として、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。内容について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。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

について出題する。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、問題点（出題意図）が明確に把握できる視覚素材を使用する、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を使用せ

ず、不適切な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」「ため」

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は「および」で、前後がひら

がなの場合は「及び」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、法令や公的統計などの

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。 



プレ・ポストテスト 
上段：プレ、下段：ポスト 

   賛成  反対   正解率 
     93.3% 

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。      100.0% 
     100.0% 

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。      90.0% 
     100.0% 

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。      96.7% 
     90.0% 

４） 頻繁に使う書類は机の上に置いておく。 
     100.0% 
     90.0% 

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。      100.0% 
     100.0% 

６） 
講座内だけで試験問題を閲覧する場合は、メール

に問題を添付して行うのが便利である。      100.0% 
     100.0% 

７） 
個人のノート PC で試験問題のデータを保存し、

自宅でブラッシュアップしている。      100.0% 
     90.0% 

８） 
学生の知識の広さを知るためには、１つの問題に

複数の SBO を含んだ選択肢を設定すればよい。      96.7% 
     90.0% 

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。      90.0% 
     83.3% 

10） 
問題に使用している写真、図の説明は主文中に詳

しく記載する。      93.3% 
     60.0% 

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。      83.3% 
     36.7% 

12） 
薬は効能、使用目的を示す場合は・・・剤と記

載する。      90.0% 
     30.0% 

13） 18 歳以上は男性、女性と表記する。 
     40.0% 
     50.0% 

14） 生後４週未満の赤ちゃんは乳児と記す。 
     70.0% 
     46.7% 

15） 
禁忌肢は、重大な傷害を与える危険性のある誤っ

た治療だけに設定できる。      56.7% 

     90.0% 
16） 数値や性差に関する設問は出題してはいけない。 

     93.3% 

     96.7% 
17） 特殊な疾患など稀な疾患は出題してはいけない。 

     63.3% 

     43.3% 
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。      43.3% 

 67.2% 
     正解率 

 73.0% 



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？ 

                            3.80 

 低い                                      高い 

  1        2    3        4    5 

    

 ０名        １名       ８名        17 名       ４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？ 

                         3.50 

  1        2    3        4    5 

    

 ０名        １名       13 名        16 名       ０名 

 

３．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？ 

                   3.83 

  1        2    3        4    5 

    

 ０名        ０名       ８名        19 名       ３名 

 

４．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？ 

                         3.52 

  1        2    3        4    5 

    

 ０名        １名       12 名   １名   16 名       ０名 



 

５．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？ 

                2.63 

短すぎる               丁度よい              長すぎる 

  1        2    3        4    5 

    

 １名        12 名       14 名        ３名       ０名 

 

２）全体発表・討議の時間配分はどうでしたか？ 

3.27 

  1        2    3        4    5 

    

 ０名        １名       21 名        ７名       １名 

 

３）ワークショップ全体の時間配分はどうでしたか？ 

3.20 

  1        2    3        4    5 

    

 １名        ０名       22 名        ６名       １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。 

 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。 

 全体的に見て今まで４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．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 

○分かりやすく良かった（６名） ○もう少し時間をとって詳しく説明して欲しかった（２名） ○

実際の問題の提示があって理解しやすかった ○今まで理解していないことが理解できた ○初

めて基本を学べたので、今後の問題作成に非常に効果があると思われる ○実際に問題を作ってみ

ないと分からない点、気付かない間違いがあると思った ○基本的な解説、「タキソノミー」や「必

修」「一般」等の定義についても説明していただけると良かった ○統一見解を示していただきた

い。CBT と国試がなぜ異なるルールなのか。不便は改善に努めて欲しい ○納得した。しかし細か

い ○あいまいなこと（使う言葉、表現等）が多かったので理解するうえで参考になった ○これ

までも試験問題を作っていたが、今回初めて作成法を学び、今後の修正の基準ができた ○作成上



 

の指針は理解できたが、細部の可否についてはタスクフォースの裁量内だと思うので、明確な基準

が欲しい ○普段、自分の使用しない表記について勉強できたこと、基本的なルールについて学べ

て役に立った ○決まったような問題ではない問題を出したいが、もう出せません ○個々のケー

スに対してまだ理解が不十分なところがある ○参考になった ○よく説明していただいたが、５

択で歯科医師の技能を図るというのは、前提に無理があると感じる ○国試と CBT の問題作成を同

じにすればよい ○細かい疑問点の解決ができた ○いろいろと決め事があり大変である。国試と

CBT の問題を統一して欲しい ○プリントを一緒に配付してもらえると分かりやすかった。後で配

付されると分かりながら、筆記に忙しくなってしまった ○ブラッシュアップに慣れていないせい

かつらかった ○様々なルールにのっとって作製しなければいけないことに気付かされて有用だ

った 

 

［考察］ 

 「良かった」「理解できた」等肯定的な意見が多い。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 

○今回のセミナーの目的に合致させることが困難であった ○普段も講座で問題作製をしてブラ

ッシュアップを行っているので、普段からやっていることは良いことだと思った ○まだまだ勉強

不足を実感した ○いろいろな意見が聞けて良かった ○視覚資料が適当なものがなく苦労した 

○思い込みが多いことが理解できた ○視覚素材の作成が難しい ○非常に大変である ○どう

いう工夫をすればよりよい問題ができるかまだよく理解できない ○まだまだ勉強が足らなかっ

た ○新しい傾向の問題を作るよう努力したが、難しさを感じた ○事前のケース集めが大変であ

る。（言うのは楽だが、なかなか揃わない） ○視覚素材を得ることを考慮した診療が必要なこと

が分かった ○１）をふまえて難しい。選択肢がない ○ある程度自分の中でいい悪いが判断でき

るようになった感がする（以前に比べ） ○個人では問題作成の傾向がパターン化してしまう  

○各個人で作製しているとなかなか間違いに気が付かない ○口腔内写真等、症例を提示するのに

限界がある ○自身の問題点が分かって良かった ○不十分 ○良くできた ○文章の使い方が

難しい ○普段から問題作成を行っているため、あまり代わり映えがなかった ○個人で作ると選

択肢の内容や設問等、細かい事項まで注意がいかなかった。また写真が足りなかったので、問題作

製に不備が出てしまった ○放射線科だと口腔内写真を手に入れるのが困難である。治療方針を問

うのであればそれに対する教科書類も放射線科としては持参しなければならないので準備不足だ

った ○３年間問題作製から離れていたのでつらかった ○言い回しなど今まで何も考えずにい

たが、１日目終了後にはいろいろ考えるようになった 

 

［考察］ 

 前回（第４回）と同様、第３回まで多かった「視覚素材の重要性」に関する意見ではなく、問題

作成そのものについての意見が増えている。また視覚素材を含む問題作成の難しさについて感じた

という意見も目立った。 



 

  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（６名）  

○多くの場合、問題作成者の意図を充分理解できず、とまどっていた ○他講座の問題についてブ

ラッシュアップすることがなく、また知識が少なかったのでこの機会を持ててよかった。問題作製

時に、専門分野のみに偏らずに他分野に少し至る問題を出せるようにしたい ○多くの人と問題を

ブラッシュアップすることによって問題の質の向上を実感できた ○思い込みを修正することに

役立つと思われた ○１日目は時間が足りなかった。１グループに基礎系が２人は欲しい ○グル

ープでブラッシュアップするのはかなり重要であることが分かった ○専門分野でないところは

知識が不足しており、改善点を指摘しにくいと思った ○皆さん積極的で大いにディスカッション

できたと思う。しかし分野が異なると全く分からない ○個人で気がつかなかった問題点を抽出で

きて良いと思う ○ブラッシュアップに精通している人が必ず１人は必要で、分からない者同士で

ブラッシュアップしてもなかなか効果がない ○他の人の問題に対して意見を言うのは簡単だが、

それに対する正しい対処法が分からないので（例えば選択肢の１つが不適切だ等の指摘）、意見に

対する正しい答えも教えていただきたい ○スキルが身につきやすい方法だと思う ○もう少し

ブラッシュアップの時間が必要だと思った ○皆先生方とても優秀だった ○楽しかった。いろい

ろ勉強になった ○率直な意見が聞けて良かった 

 

［考察］ 

 前回（第４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「講座の問題についてブラッシュアップすることがなく、また

知識が少なかったのでこの機会を持ててよかった」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生じる「分野が異なると全く分からない」という事態をどのよう

に解消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（１０名） ○活発で良かったと思う ○多くの場合、問題作成者の意図を

充分理解できず、とまどっていた ○他講座の問題についてブラッシュアップすることがなく、ま

た知識が少なかったのでこの機会を持てて良かった。問題作製時に、専門分野のみに偏らずに他分

野に少し至る問題を出せるようにしたい ○多くの人と問題をブラッシュアップすることによっ

て問題の質の向上を実感した ○思い込みを修正することに役立つと思われる ○１日目は時間

が足りなかった。１グループに基礎系が２人は欲しい ○グループでブラッシュアップするのはか

なり重要であることが分かった ○専門分野でないところは知識が不足しており、改善点を指摘し

にくいと思った ○皆さん積極的で大いにディスカッションできたと思う。しかし分野が異なると

全く分からない ○個人で気がつかなかった問題点を抽出できて良いと思う ○ブラッシュアッ

プに精通している人が必ず１人は必要で、分からない者同士でブラッシュアップしてもなかなか効

果がない ○他の人の問題に対して意見を言うのは簡単だが、それに対する正しい対処法が分から

ないので（例えば選択肢の１つが不適切だ等の指摘）、意見に対する正しい答えも教えていただき

たい ○スキルが身につきやすい方法だと思う ○もう少しブラッシュアップの時間が必要だと



 

思う ○皆先生方とても優秀だった ○楽しかった。いろいろ勉強になった ○率直な意見が聞け

て良かった 

 

［考察］ 

 今回も前回と同様、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が、

「大変有意義であった」「活発で良かったと思う」との意見が多く、形式については現状で問題な

いと思われる。 

 

２．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（１４名） ○問題作成のため

の基本事項と留意点が分かった（１０名） ○自分の分からないところが明確になった（３名） ○

集中して問題作成に取り組めた（２名） ○実習形式であったこと ○ブラッシュアップの重要性

について理解できた ○細かい点が確認できたので良かった ○具体的な注意点が示された点 

○グループのブラッシュアップ時間がもう少しあれば、他は時間的余裕があってよかった ○きつ

すぎず、空気も良く（雰囲気）比較的楽な気持ちで臨めた ○タスクフォースの先生は非常に熱心

だった ○分からなかったことが直接質問できて良かった ○グループでのブラッシュアップを

行ったこと。 

 

［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」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「問題作成のための

基本事項と留意点が分かった」「自分の分からないところが明確になった」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。 

 

３．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） ○ブラッシュアップの時間が短かった（４名） 

○基礎系の者が参加する場合、視覚素材を利用した問題を作ることが困難。基礎系の者を参加させ

るのならその意図を示して欲しい ○ネガティブな意見が多く、モチベーションの低下が見られた 

○問題作成の基礎をもう少しやっていただいた方が良かったかもしれません ○長い ○「必修」

問題や禁忌肢を考えさせるようにしても良かったのではないか ○具体的な改善法を教授してい

ただきたい ○基礎系の方がほとんどいなかった ○２日間に分けている点 ○途中で集中が切

れてしまった ○人数が多いと思う ○他分野を発表すること ○修正事項を指摘されても「正

解」を教えてもらえなかった。分からないままの点があったこと。（直し方の見本がなかった） ○

問題作製において（総義歯の問題等で）、必要な写真（デジタル写真）が必要であるとかははじめ

に知らせて欲しい ○プレナリーが長かった。最後の方は頭が回らなかった ○グループでの部屋

の狭さ ○一般問題はやらなくて良いのか ○事前に用意する問題の設定があいまいだった。（Ⅲ

型にするとの説明がなかった。） ○理想的な問題の例題をもう少し多く教えて欲しかった ○平

日に行われること ○国試で成績が悪い講座は、優先して受講すべき ○大学でやればよいのでは 



 

○専門分野でないところは知識が不足しており、改善点を指摘しにくいと思った ○結局どういう

問題にすればいいのかが分からないものもあった 

 

［考察］ 

 日程については「宿泊する必要はなかったのではないか」「ブラッシュアップの時間が短かった」

「長かった」「途中で集中が切れてしまった」等の意見があった。 

 その他「具体的な改善法を教授していただきたい」等の問題再修正の指摘に関してや「事前に用

意する問題の設定があいまいだった」等の意見があった。 

 

４．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   １６名 

［考察］ 

 前回（４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。 
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多肢選択式試験問題作成法の解説 
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第５回 東京歯科大学 試験問題作成ワークショップ

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20年３月21日(金)
クロスウエーブ船橋

【 配布資料 】

歯科医師臨床研修に臨む歯科医師として、卒前
教育の目標と内容とを踏まえ、歯科医療に第一歩を
踏み出すに足る知識、技能、態度を具有しているか
否かを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

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、技能、
態度を適切に評価できる試験であること。

国家試験に求められているのは？

国民により質の高い歯科保健・医療を提供する
ことが求められており、歯科医師の資質向上を図る
ことが喫緊の課題となっている。

歯科医師国家試験に必要なのは

良質で、内容のある試験問題を作成・出題する。

試験問題作成に当たり常に考慮すること

・卒前教育における教育内容、臨床実習で学んだ成果が
反映されている問題であること。

・試験のための内容ではなく、歯科医師として業を行う
際に役立つ内容であること。

・出題されたことに意味のある内容、質問形式である
こと。

・画一(パタ－ン)化された内容、質問形式でないこと。

・基本的知識を問う問題であっても、その内容について
正しく理解されているかを評価できる問題であること。

・画一(パタ－ン)化された内容、質問形式でないこと。

・基本的知識を問う問題であっても、その内容について
正しく理解されているかを評価できる問題を作成する。

◆ 根拠を問う問題
（～○○である根拠はどれか。）

◆ 理由を問う問題
（～○○である理由はどれか。）

◆ 単に知識を問う問題
（～○○で正しいのはどれか。）

一般問題の作成

再発を繰り返す ガマ腫の
治療法はどれか。

ａ 嚢胞摘出術

ｂ 導管移動術

ｃ 開窓術

ｄ 顎下腺摘出術

ｅ 舌下腺摘出術

再発を繰り返す ガマ腫の治療法で
舌下腺を摘出する理由はどれか。

ａ 形成不全が原因のため

ｂ 炎症が原因のため

ｃ 粘液溢出が原因のため

ｄ 腫瘍が原因のため

ｅ 唾石が原因のため

求められている知識・行為（舌下腺摘出）について、
「なぜそうなのか」「どのような意味があるのか」を
正しく理解しているのか否かを評価できる。

一般問題の例題
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臨床実地問題の作成

従来の臨床実地問題では、診断名を問う問題や治療法を
問う問題が多く、臨床実習の成果を十分反映した内容
とは言い難かった。
単に診断名や治療法のみを問うのであれば、一般問題で
出題可能である。

・画一(パタ－ン)化された内容、質問形式でないこと。

質問内容

診断名（疑い病名）

適切な処置
（治療法、対応法、装置名）

第99回 第100 回 第101回

24問 13問 10問

30問 27問 31問

減少

臨床実地問題の作成

臨床実地問題の作成では、視覚素材から極力
臨床技能が評価できる質問形式を採用する。

◆ 症例に応じた臨床的判断能力を問う問題
（○○法を採用する際に考慮(注意)すべき

点はどれか。）

◆ 一連の診療過程や手技が理解されているかを
問う問題
（続いて行う(操作、検査等)のはどれか。）

◆ 症例に応じた具体的手技の内容を問う問題
（適切な手技(操作等)はどれか。）

診療の過程における臨床的判断を問う問題

a ア

b イ

c ウ

d エ

e オ

臨床実地問題の例題【 99-B77 】

48歳の男性。上顎右側第一大臼歯の再根管治療を開始したが、３根管の
拡大終了後も打診痛が 消退しないため、未発見の根管を探索することにし
た。初診時のエックス線写真（別冊№35A）と３根管の拡大形成終了時の
実態顕微鏡写真（別冊 №35B ）とを別に示す。

探索する部位はどれか。

診療過程・手技が理解されているかを問う問題

a ゴシックアーチ
トレーサーの設置

b 義歯の重合

c 下顎義歯の咬合器再付着

d 選択削合

e 自動削合

60歳の女性。上下顎全部床義歯を制作中である。試適の終わった
蝋義歯を咬合器に装着した写真（別冊 №18）を別に示す。

続いて行う操作はどれか。

臨床実地問題の例題【 99-B43 】

多肢選択式問題作成法

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

良質な試験問題とは
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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．問題形式を決定する。

Ａタイプ (5肢単純択一)

Ｘ2タイプ (５肢複択：定数２肢)

◆ 必須問題はＡタイプ
一般問題、臨床実地問題はＡタイプまたは
Ｘ2タイプ（概ね総出題数の30％以内）

◆ 問題のタクソノミーにも配慮し、
必須問題、一般問題では 想起型(Ⅰ型)、解釈型(Ⅱ型)
または 問題解決型(Ⅲ型)とする。

臨床実地問題では、解釈型(Ⅱ型) または
問題解決型(Ⅲ型)とする。

５．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

問題作成時の留意事項

１．題材の選択

①「歯科医師国家試験出題基準」に準拠し、専門的過ぎる
題材や重箱の隅をつつくような些細な題材は避ける。
学説の分かれているような題材は避ける。

② 臨床実地問題においては、臨床で遭遇する機会の多い
症例(場面)を題材とする。
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。
ただし、稀な題材であっても 必ず知っておく必要の
ある疾患は除く。

１．題材の選択

③ 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) 。

④ 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。

⑤ 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 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 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
適切な正解率となるような問題が望ましい。

正解の目安：

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％程度

全員が正解（正解率100％）ないし誤答（正解率０％）の
問題は、問題の質を評価できないため、好ましくない。
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問題作成時の留意事項
３．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 薬品名は、日本薬局方の日本名を優先する。

局方未収載の薬品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 腫瘍 等の名称は、ＷＨＯの国際分類による。

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

４．表現・表記法
① 表現は、明確かつ簡潔で、問題解答に際して十分な

内容であること。
また、不用意なヒントを含まないこと。

② 臨床実地問題では、視覚素材から判断可能な情報等を
設問文中への記載はさけること。

③ 年齢別呼称は以下によること。

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．解答所要時間
一般問題は、平均６0秒程度

臨実問題は、平均1５0秒程度で解答できること。

問題作成時の留意事項
問題作成時の留意事項

６．設問文
◆ 設問文は原則肯定型とし、

文末は必ず「～はどれか。」とする。

「～は (ａｂｃｄｅ) の どれか。」の略記である。

ただし、禁止行為、禁止薬物、不適切な行為や発言
等の内容を問う場合に限って否定形を使用できる。

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

６．設問文

◆ 設問文は極力簡潔に ～について → ～で

◆ 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

７．選択肢

◆ 各選択肢は同等の重みを持ち、同一範疇の事象で
あること（異質の選択肢を含まない）。
ただし、広い領域から出題する場合は、同一範疇の
事象にこだわらなくとも良い。

◆ 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）を含まないこと。

◆ 各選択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。）

◆ 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。）
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問題作成時の留意事項

７．選択肢

◆ 二律背反の関係となる肢のペアを含まないこと。
（特にＸ２type の問題では注意する。）

◆ 一つの選択肢を否定すると、他の肢も否定できる
ような同一内容の肢を含まないこと。
（特にＸ２type の問題では注意する。）

◆ 選択肢の配列順序は可及的に論理的であること。
論理的根拠がない場合は、短い順とすること。

問題作成時の留意事項

８．正解肢および解答コード

◆ 正解は 必ず一つ（Ｘ2typeでは二つ）であること。
学説や解釈による異なった解答が 生じる可能性が
ないか十分に検討すること。

◆ 正解肢は『唯一絶対』が望ましい。
「相対的に正しい」場合でも、必ずone best で
あること。

◆ 正解肢は特定位置に偏らないこと。

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

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型で出題すること。

◆ 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。

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）

すなわち、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。
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２．出題範囲・内容

◆ 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。

３．視覚素材の活用

◆ 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。）

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

４．設問文の表記法
◆ 臨床の実際に即して以下の順序で問題文を作成する。

① 患者の年齢、性別 ： ○○歳の○性（児、子）。
② 主 訴 ： ～を主訴として来院した。
③ 主訴の病歴 ： ～であった（過去形）という。
④ 現 症 ： ～を認める（現在形）。
⑤ 視覚素材の提示（必ず問題文の最後に）

◆ 設問文（否定形は原則不可）
① 適切な処置 (対応 )はどれか。
② 正しい所見はどれか。
③ 続いて行うのはどれか。

×④ 誤った処置はどれか。
不適切 (誤った)な解釈や解決法を選ばせない。

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、ｃ ，ｄ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：必須の基本事項 （101頁 7 – Ａ）

７ 非歯原性 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
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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

視覚素材不適 → 歯頸部不適合インレー

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

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」「ため」を使用
疼痛により睡眠不足 → 疼痛によって(のため)睡眠不足

・「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

・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

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

C B T



 

 

 

 

 

 

 

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１０回  平成１９年４月１６日 

第１１回  平成１９年５月２２日 

第１２回  平成１９年６月２６日 

第１３回  平成１９年７月３０日 

第１４回  平成１９年９月１１日 

第１５回  平成１９年１０月２３日 

第１６回  平成１９年１１月２８日 

第１７回  平成１９年１２月１７日 

第１８回  平成２０年１月２２日 

第１９回 平成２０年２月２７日 

 

◎公開フォーラム 

・東京歯科大学ＧＰフォーラム ： 平成１９年１２月２２日開催 

「ＩＣＴを活用した教育改善 ～歯学教育での取組～」 

   セッションⅠ：「態度・技能領域への ICT の利用」 



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 
OSCE の態度・技能評価における評価者間の評価の不一致という問題点の解決、映像・音

声の記録、客観的な再評価などの目的で、OSCE 態度・技能試験再評価システムを考案、作

製した。このシステムによって、OSCE のリアル映像・音声を電子ファイルで記録すること

が可能となった。そして、評価者間の不一致項目は再評価シートとして自動抽出され、再

評価者によって２人の評価者の点数、映像、音声を確認可能となった。よって、これまで

困難であった OSCE の評価不一致に関する再評価が可能となっただけでなく、各評価者、被

評価者へのフィードバックが可能となり、今後の態度・技能教育にとって極めて有用であ

ると考えられた。 

《システム全体》 

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。 

 

 

図１ システム全体図 

ＯＳＣＥ実習試験を複数の試験官がＰＣ上で評価すると同時

に、そのリアル映像・音声を電子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。 



《再評価シート》 

年度（西暦）、科目名、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    とする。 

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。再評価は、「再

評価」のボタンをクリックする。ボタンの数字は予め設問ファイルで決められた点数を表

す。そのつど下に加算された点数と正規化評価点（％）を表示する。 

 

 

 

《まとめ》 

 OSCEの態度・技能評価における評価者間の評価の不一致という問題点を解決する目的で、

OSCE 再評価システムを考案、作製し、 評価者間の不一致項目は再評価シートとして自動抽

出され、再評価者によって２人の評価者の点数、映像、音声を確認後、再評価され、点数

を修正することができた。 

 

２．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 

 

３．取組状況 
平成 19年 5月-8月 評価システム上の問題点について改良。 

平成 19年 7月   第 26回日本歯科医学教育学会に演題提出。 

「IT環境下での OSCE再評価のシステム構築 

図２ 再評価シート例 

再評価シート上に「映像開始」ボタ

ンのクリックでOSCE の映像、音声が

再生される。 



平成 19年 9月   第 4学年小児歯科学 OSCE 医療面接での運用。 

平成 19年 12月   GP フォーラムにて発表 

平成 20年 1月   大学院生向けの口頭試問を実施。基礎系科目での口頭試問・ 

フィードバックへの応用を検討。 

平成 20年 1月-3月 評価者 1名および 2名に対応できるソフトウェアの改良を実施 

 

４．今後の課題 
１）ソフトウェアの操作性、評価内容等の機能アップ 

２）運用回数を増やし、本システムの効果を評価・分析する。 

 

５．平成20 年度取組計画 
１）現在のシステムのバージョンアップ 

２）臨床系科目の OSCE、基礎系科目の口頭試問での運用、その結果の分析 

 

システムの詳細は下記の通り報告した。 

１） Development of a computer-based OSCE re-rating system for minimizing 

inter-rater discrepancy. Bull Tokyo dent Coll 49, 2008. (in press) 

２） 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. 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

齲蝕歯の作成 

左：表面ペイント。右；レーザーによる表面の焼き付け 

 

 

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１９年４月 ソフトウェア、ハードウェア改修の打ち合わせ 

平成１９年５月 齲蝕のレーザーによる設定についての試作 

平成１９年６月 第６年生による齲蝕歯（ペイント）による検討 

平成１９年７月 ＸＹテーブル作動ソフトウェアの発注 

 第６年生による齲蝕歯（ペイント）による検討（３６番歯） 

 齲蝕マップの修正 

平成１９年９月 ４歯自動計測用ジグの作製依頼 

 三次元ｐｄｆファイル作成ソフトウェアの打ち合わせ 

平成１９年１０月 ４歯自動計測ソフトウェアの作成依頼 

平成１９年１１月 窩洞形成評価装置の改修（レーザーユニット、リミットスイッチ等） 

 窩洞形態評価プログラムの修正（１級、２級） 

 窩洞形態の再評価 

平成１９年１２月 メール添付用ｐｄｆファイルの仕様打ち合わせ 

 ＸＹテーブル移動ソフトウェアの作成依頼 

平成２０年１月 第５年生による齲蝕マップの確認 

 第３年生による試験課題の実施 

平成２０年２月 窩洞形態の再評価 

 ＸＹテーブル移動ソフトウェアの検証 

 

４．今後の課題 

 本年度は齲蝕歯マップの作成、装置の自動化に関するソフトウェアの作成とそれに伴う

ハードウェアの改修を行い、レーザーによる齲蝕歯作製のためのＸＹテーブル駆動ソフト

ウェアの作成を行った。第５学年生による齲蝕マップの検証と後期に実習を行った第３学

年の形成試験に使用し、検討することとした。 

来年度は窩洞形態評価装置を学生自身で使用し、自身による目視の評価と窩洞形態評価

装置による評価が比較し検討できるように整備する。学生自身の目視による窩洞形態の評

価を基にし、さらに修正を加えた後、繰り返しの評価を実現させる。プリントアウトの他

に三次元画像を添付した評価結果をメールに添付し、さらに詳細なレポートを作成できる

ようにする。 

 

５．平成２０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が自動化

できるため、人工歯毎に用意されたプログラムを選択して用いることにより、学生の自己

トレーニングに使用する。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

整合性を高めるように評価マップの高精度をはかる。さらに評価マップのバリエーション

を多く作成し、汎用性の高いシステムを目指す。 



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、 （５）

歯に対するスケーラーの側方圧、（６）スケーラーのストローク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 19 年 4 月 スケーラストローク計測システムの精度分析 

平成 19 年 5 月-10 月 スケーラストローク計測システムの試作品によりデータ解析 

平成 19 年 12 月- 

平成 20 年 3 月 

ストローク計測システムソフトウェアの開発 

平成 20 年 1 月 ストローク計測システムのハードウェア納入 

 

４．今後の課題 

 １）歯に対するスケーラーの側方圧の測定方法についての分析。 

 ２）歯に対するスケーラーのストローク計測システムでの評価法の改善 

 

５．平成20 年度取組計画 

 １）歯に対するスケーラーの側方圧の測定システムの開発。 

２）本システムの運用および効果測定 



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の開発を目的と

している。昨年度は、フィルム・歯・エックス線装置（様のもの）の位置・角度関係

を認識するのに適したセンサーを選定するとともに、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するソフトの開発を行った。 

 

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 19 年 4 月～ 

 平成 20 年 3 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改良 

平成 19 年 4 月～8 月 候補となるセンサーの仕様・性能・価格についての最終調査 

平成 19 年 9 月～11 月 購入したセンサーを組み込んだフィルム様物体、マネキン、

口内法用エックス線装置の模倣器材を作製するための設計

図の作成 

平成 19 年 11 月～ 

平成 20 年 1 月 

センサーを組み込んだフィルム様物体、マネキン、口内法

用エックス線装置の模倣器材の作製 

平成 20 年 2 月～3 月 センサーからの 6 自由度位置情報を取得し、画像再現ソフトに

必要な形式に加工して受け渡しを行うソフトの作成 

平成 20 年 2 月～3 月 フィルム・歯・エックス線装置（様のもの）の位置・角度

情報を基に、得られる画像の評価を行うソフトの作成 

 

４．今後の課題 
① 現状では、マネキンの形態と画像再現用のボリュームデータが一致してないため、 

 正確な再現画像は得られない。ボリュームデータを基にしたマネキンを作製する 

 必要がある。 



 

② 現状の各種ソフト群は、改良を容易にできるような形で作成されているため、か 

 なり肥大化している状態にある。改良が不要になった段階で、不要部分の削除およ 

 びアルゴリズムのスリム化を行い、最終的にはパッケージ化する必要がある。 

 

５．平成20 年度取組計画 

① ボリュームデータを基にしたマネキンを作製する 

② 各種ソフト群のパッケージ化を行う。 

 



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 

 歯科医学教育において、これまでの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。 

 本テーマは、実習時のマネキンからのデータと実習の映像・音声を記録、管理、評

価することで客観性、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

を可能にするシステムの開発と構築を目的としたものである。 

 平成 19 年度は、IT 環境を利用したシステムの構築と評価機能付きシミュレーショ

ンソフトウェアの開発、本システムを利用したトライアルとシステムの再評価を目的

とした。 

 

２．システムの概要 

 今回開発した IT 環境を利用したシステムでは、既存の心肺蘇生シミュレーター（心肺蘇

生トレーニングシミュレーター レサシアン：Laerdal 社製）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（図 1）。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（図 2）。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（図 3）、各項目の評価を行った時間も共に記録す

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。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 4）。実習実技終了後には、実習者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。 

  
図１ システムの概要 図２ 動画ウィンドウ 



 

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 登院臨床実習 歯科麻酔科（外来） 

６年生 登院臨床実習 歯科麻酔科（外来） 

 

３．取組状況 

年月 取組  

平成１９年５-１１

月 

シミュレーションソフトウェアの開発、 

マネキンからのデータの処理の見直し、改良 

 

平成２０年２月 BLS プロバイダによるトライアルとシステム評価  

平成２０年３月 臨床研修医を対象にトライアルとシステム評価  

平成２０年２-３月 ソフトウェアの再評価と修正  

平成２０年２-３月 実習評価の要約の修正  

 

４．今後の課題 

 IT 環境を利用した心肺蘇生法の技能評価システムとしてはほぼ完成しており、実際の教

育現場での運用も可能であるが、今後も複数回のトライアルをくり返し、アンケート調査

の結果を反映させ、システムソフトウェアの再評価と細部の修正を加える必要がある。 

 

５．平成 20 年度取組計画 

・臨床研修医と BLS プロバイダによるトライアルとアンケート調査 

・学生実習（臨床基礎実習、登院臨床実習）での運用、アンケート調査 

・シミュレーションソフトウェアの再評価と修正（マイナーバージョンアップ） 

 

  
図３ 評価ウィンドウ 図４ シミュレーションソフトウェア 



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意義・目的を自学自習するとともに、正確な技能を身につ

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、正確な計測方法を学習させるものである。 

 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、

e-learning システムとリンクさせた上で、混合歯列分析のレポートを作成させる。 

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 
５，６年生 臨床実習 小児歯科 

 

３．取組状況 

平成１９年４月   混合歯列分析シミュレーションシステムプロトタイプの 

           試用、問題点の抽出  

          （計測部位別にみた計測値に誤差がないことを確認） 

平成１９年５月    システムに組み込む計算式（小野の回帰方程式）の整合性につい 

           て検討。現在の小児に対して応用した場合の誤差、信頼性につい 

           て解析した結果、予測精度に臨床上問題のないことを確認。 

           日本歯科医学教育学会で発表 

平成１９年６月    デジタルノギスによる計測部位、計測方法の評価法について 

           検討 

平成１９年１１月   ビジュアルプレゼンター:L-1n を借用し、模型およびノギス先端 

           の拡大像、フォーカス機能を調査。 

           オートフォーカス機能、画像の鮮明度などから応用可能である 

           ことを確認。 

           シミュレーションソフトとの連動が可能かどうか、デジタル 

           ノギス計測入力時のフットスイッチで静止画像が取り込めるか 

           どうか確認。 

平成１９年１２月   TWAIN ドライバー機能のあるビジュアルプレゼンターについて 

           問い合わせ。 

平成２０年１月    シミュレーションソフト追加開発の打ち合わせ。納入時期の協議。 

平成２０年２月    ビジュアルプレゼンターの上位機種の借用。 



           シミュレーションソフトとの連動、デジタルノギス計測入力時 

           のフットスイッチでの静止画像の取り込みについて確認。 

平成２０年３月    シミュレーションソフトの納入。 

 

４．今後の課題 

１）計測方法の手技評価に関わるソフトを追加開発し、シミュレーションシステムを更

に充実させたい。 

 ２）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。 

 ３）現代 GP の自学自習システムとリンクさせ、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 20 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汎用性、システム上で可能な分析法の拡大 

 

 

 


