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朝日大学歯科医学教育推進センター活動実績 

 

１．歯学部教員に対する歯科医師国家試験過去問題の内容把握支援 

 １）歯科医師国家試験出題問題の簡単検索 CD の作成・配付 

  ＊ＣＤ：分野名、キーワード入力により該当する分野の問題、キーワードが入って   

いる問題が抽出できる。 

 ＜2011 年度版＞：第９５～第１０４回 

 ＜2012 年度版＞：第９５～第１０５回 

 ＜2013 年度版＞：第９５～第１０６回 

 ＜2014 年度版＞：第９５～第１０７回 

 ＜2015 年度版＞：第９５～第１０８回 

 

  ２）本学教員受験用歯科医師国家試験過去問題の整理・入力（CBT 方式）と成績分析 

  （受験は助教、講師が必須で准教授、教授は自由） 

 ＜2013 年度＞    

     実施日：１回目：10 月 18 日（金）、19 日（土）13：00～17：00 

              ２回目：11 月９日 （土）９：30～12：00 

           11 月 10 日（日）13：00～17：00 

    受験方法：１回目か２回目のどちらかで受験する。 

    受験者 ：63 名（教授１名、准教授２名含む） 

     場所    ：３号館 １階 IT ルーム 

 ＜2014 年度＞ 

   実施日：10 月３日（金）～５日（日） ９：30～12：00、 13：00～16：00    

   受験方法：時間内にＡＢＣＤの４ブロックを受験する。 

   受験者  ：71 名（教授３名、准教授２名含む）     

     場所    ：３号館 １階 ＩＴルーム 

 ＜2015 年度＞ 

   実施予定日：11 月 20 日（金）～22 日（日） ９：30～12：00、 13：00～16：00 

         12 月４日（金）～６日（日） ９：30～12：00、 13：00～16：00 

   受験方法：時間内にＡＢＣＤの４ブロックを受験する。 

   受験者  ：76 名（教授３名、准教授２名含む）     

     場所    ：３号館 １階 ＩＴルーム 

  

２．良質な試験問題作成支援 

 ・教育システムの開発 

  ・試験（4 学年客観演習）問題のデータベースの構築   

 ・コンピューター支援による試験（CBT システム）の導入 

 

１）IT ルームでの CBT システムによる多肢選択式試験問題の登録法とブラッシュアップ 

講習会 

 (CBT-Medical・WEB 学修支援システム操作講習会) 
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  ＜2014 年度＞  

    ① 第１回 

  実施日：３月７日（金）、13：00～16：30 

   参加者：２２名 

      場所  ：３号館１階 ＩＴルーム 

  ② 第２回 

   実施日：３月 10 日（月）、13：00～16：30 

     参加者：２５名 

     場所  ：３号館１階 ＩＴルーム 

 

  ２）２～４学年で CBT システム応用の試験問題（基礎・臨床歯科学Ⅰ・Ⅱ・演習）の 

ブラッシュアップ 

  ＜2013 年度＞ 

    （１）ブラッシュアップ委員（亀山、渋谷、田沼、平田、永山、住友教授、小萱 

准教授、飯田、石津、大橋、羽田、脇阪講師、渡辺（竜）助教） 

    （２）学内 CBT システム（CBT-Medical）の動作試験 

      対象者：ブラッシュアップ委員 

      実施日：７月 16 日（火） 13：00～15：30  

         場所  ： IT ルーム 

   （３）ブラッシュアップ  

      ① 第１回 

        実施日：９月 17 日（火）  16：40～  

         場所 ： 臨床系ゼミ室Ｎｏ１ 

      ② 第２回 

        実施日：12 月６日（金）  16：40～  

          場所  ： 学事一課内会議室 

   ＜2014 年度＞   

    （１）ブラッシュアップ委員（亀山、渋谷、田沼、平田、永山、住友教授、小萱 

准教授、飯田、石津、大橋、羽田、脇阪講師、渡辺（竜）助教） 

    （２）ブラッシュアップ  

       ① 第１回 

          実施日：８月 19 日（火）  16：40～  

           場所 ：学事一課内会議室 

   ＜2015 年度＞   

    （１）ブラッシュアップ委員（永山、亀山、渋谷、住友、田沼、平田教授、羽田、 

飯田講師、廣瀬、渡辺（竜）助教） 

    （２）ブラッシュアップ 

（２～４学年で CBT メディカルを使用して行う試験の問題） 

       ① 第１回 

          実施日：９月 12 日（土）  10：00～  

           場所 ：学事一課内会議室 
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       ② 第２回 

          実施日：９月 26 日（土）  10：00～  

           場所 ：学事一課内会議室 

       ③ 第３回 

          実施日：10 月８日（木）  17：00～  

           場所 ：学事一課内会議室 

       ④ 第４回 

          実施日：11 月２日（月）  17：00～  

           場所 ：学事一課内会議室 

       ⑤ 第５回 

          実施日：12 月 14 日（月）  17：00～  

           場所 ：学事一課内会議室 

 

  ３）定期試験問題（２～４年）の出題範囲と質の評価 

  （１）各分野から提出された定期試験（前・後期）の問題、出題範囲（モデルコアカリ    

キュラムの出題コードとの対比）、各問題の予想正答率の点検・管理 

  （２） 各分野（２～４学年）から提出された定期試験結果の分析（問題の質、各問題         

の予想正答率と実正答率の比較、各問題の識別指数）と自己評価（良かった点、        

悪かった点、改善すべき点、今後の反映点）の点検・管理 

  ＜2013 年度前期・後期＞ 

    歯科医学教育推進センターで分析した（上記（１）、（２））の結果を各分野に配信 

  ＜2014 年度前期> 

      テスト結果集計システム（カードリーダー採点システム「ＳＳくんⅢ」）を各分野 

で使用させ、分析させるようにした。センターではシステム内に保存されたデータ 

     を管理（上記（１））し、各分野からの自己評価の内容を点検（上記（２））した。 

        ・テスト結果集計システム（カードリーダー採点システム「ＳＳくんⅢ」） 

講習会 

   － 第１回 

           ３月 27 日（木）  15：00～16：00 参加者  18 名 

           － 第２回  

           ４月９ 日（水）  16：40～17：40 参加者  51 名 

  ＜2014 年度後期> 

      システム内に保存されたデータを管理（上記（１））し、各分野からの自己評価の 

内容を点検（上記（２））した。 

 

 ３．多肢選択式問題作成能力向上支援 

   １）朝日大学歯学部教員講習会 －多肢選択式問題作成 WS－ 

   ＜2012 年度＞  

   ① 第１回  

         実施日：７月 28（土），29 日（日）  

         参加者：25 名   スタッフ 12 名  

       場所 ：朝日大学６号館 ８階 
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    ② 第２回  

      実施日：８月 11（土），12 日（日）  

         参加者：27(-1)名  スタッフ 12 名 

         場所 ：朝日大学６号館 ８階 

     ③ 第３回 

         実施日：３月３０日（土） 

         参加者：20 名   スタッフ６名 

          場所 ：朝日大学６号館 ８階 

  

 ４．授業内容の e-ラーニングシステム（Moodle）への登録支援 

   １）授業内容・多肢選択式演習問題・解答・解説の e-ラーニングシステム（Moodle）   

への登録の推進・支援 

      (朝日大学 Moodle コース作成・多肢選択式問題作成講習会) 

   ＜2013 年度＞ 

      実施日：８月２日、15：00～16：30 

    参加者：３９名 

      場所  ：７号館３階 パソコン教室１ 

 

 ５．新たな教育技法の導入支援 

   １）朝日大学歯学部教員講習会 －ＴＢＬの理解向上ＷＳ－ 

  ＜2013 年度＞  

    ① 第１回   

       実施日：３月２７日  

       参加者：62 名  スタッフ４名 

       場所 ：基礎系実習室   

  ＜2014 年度＞  

  ① 第１回   

     実施日：８月 29 日   

        参加者：36 名 スタッフ３名 

     場所 ：基礎系実習室   

  ２）ＴＢＬ学習法 －学生説明用－  CD の作成・配布 

  ＜2013 年度＞  

      配布日：１２月２日（主任教授、教授と各分野） 

  ３）TBL による授業内容の報告書（教員）とアンケートの分析 

  ＜2013 年度＞  

      ① 授業（４月～７月実施・１～４年）内容の報告書と教員アンケートの分析 

      ② 学生アンケート（４月～７月に実施）の分析 

 

 ６．教育手法・生活指導法の評価と改善 

  １）５年臨床実習学生症例報告会の評価（学生アンケートの実施・分析） 

   ＜2013 年度＞ 

回答数 108/136 名 
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  ＜2014 年度＞ 

回答数  91/121 名 

   ２）６学年解剖実習の評価（学生アンケートの実施・分析） 

   ＜2012 年度＞  

11 月 17 日  出席者 95/164 名  回答者  69 名 

   ＜2013 年度＞  

 12 月 12 日  出席者 37/136 名 回答者  37 名 

         （領域別講義の試験③と重なった為に、少人数となる） 

  ＜2014 年度＞ 

  11 月 29 日  出席者 109/137 名  回答者 109 名 

   ３）本学チューター制度とその役割・ＷＳ 

   ＜2015 年度＞  

  ① 第１回   

     実施日：６月６日   

        参加者：37 名 スタッフ３名 

     場所 ：基礎系第１実習室   

  ② 第２回   

     実施日：６月 27 日   

        参加者：18 名 スタッフ３名 

     場所 ：基礎系第１実習室   

   ４）本学歯学部学生に対する教育の改善・充実に向けた具体策・ＷＳ 

   ＜2015 年度＞  

     実施日：７月 18 日   

        参加者：27 名 スタッフ７名 

   ５）カリキュラムＷＳ 

   ＜2015 年度＞  

     実施日：11 月 16 日～17 日   

        参加者：12 名（カリキュラム検討専門委員会） 

         スタッフ３名、学長、事務職１名 合計 17 名 

   ６）朝日大学教育ＷＳ 

    朝日大学式アクティブラーニングシステムを用いた凝縮ポートフォリオのルーブ

リック評価 

   ＜2015 年度＞  

  ① 第１回   

     実施日：３月 25 日 15:00～19:30 

        参加者：63 名 スタッフ３名 

     場所 ：基礎系第３実習室   

  ② 第２回   

     実施日：３月 29 日 15:00～19:30  

        参加者：41 名 スタッフ３名 

     場所 ：基礎系第３実習室   
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 ７．その他 

  ＜2012 年度＞ 

  １）１～４学年留年生(平成 24 年度)に対するサポート 

       毎月、会議を開催して意見・情報交換を実施 

 

    （１）サポート委員と各学年担当者 

      委員長  ：倉知歯科医学教育推進センター長 

      副委員長 ：住友歯科医学教育推進センター員 

         ２学年担当：土屋教授、中島准教授 

         ３学年担当：平田教授、小萱准教授 

      ４学年担当：中嶋教授、近藤教授 

      ５学年担当：岡准教授 

 

 

 ２）４学年模擬試験・客観総合演習・定期試験と共用試験（ＣＢＴ）の相関性の分析 

   ＜2013 年度＞ 

    2013 年度学内試験と 2014 年度共用試験（ＣＢＴ）において実施 

    ＜2014 年度＞ 

    2014 年度学内試験と 2015 年度共用試験（ＣＢＴ）において実施 

 

   ８. 業績 

１）朝日大学歯学部臨床実習に関するアンケート調査-2009 年度生と 2010 年度生の比較- 

 石神 元、倉知正和､吉田隆一、関根源太、後藤昌彦、安田順一、羽田詩子、田中四郎、 

川崎馨嗣､松岡正登、長谷川信乃、石津恵津子、大橋静江、岩島弘明、大森俊和、 

   住友 伸一郎、都尾元宣 

 岐歯学誌 38(3), 142-148, 2012(1) 

 (概要) 臨床参加型臨床実習をより効果的な実習に改善していく目的で、2009 年度と

2010 年度の本学臨床実習生に行った意識調査を比較検討した。その結果知識や技

術の不足を感じる学生が多く、身だしなみについては適切なドレスコードを求め

る学生が増加していた。 

 

２）Moodle を用いた歯学部学生に対する教育法についての検討 －第２報，自律的家庭 

学習の履修と定期試験の成績との関係－ 

  住友伸一郎、滝川俊也、倉知正和 

   岐歯学誌 39(2), 61-64, 2012(9) 

 (概要) 朝日大学歯学部教育における e-ラーニングの有用性を検証するために、2010  

年度 4 年生を対象として調査した自律的家庭学習課題の履修状況と局所麻酔学の

定期試験結果との関連性を検討した。定期試験の得点から、学習課題を 11 回以上

履修した者の平均点と、全く履修しなかった者の平均点を比較すると、前者が有

意に高かった。 
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３）Moodle を用いた口腔外科のブレンデッド・ラーニングに対するアンケート調査 

  住友伸一郎、倉知正和 

   第 31 回日本歯科医学教育学会総会 2012/07/20-21 岡山 

 (概要) 2010 年度朝日大学歯学部 4 年生 118 名を対象として、ブレンデッドラーニング

を施行し、受講した学生に対してアンケート調査を行い、良好な評価を得たこと

を報告した。 

 

４）携帯情報端末を用いた口腔外科のブレンデッド・ラーニングに対するアンケート調査 

  住友 伸一郎, 倉知 正和 

 第 32 回日本歯科医学教育学会総会 2013,7 札幌 

 Source：日本歯科医学教育学会総会・学術大会プログラム・抄録集 32 回 P109 

2013．7 

 (概要) 歯学部４年生の顎顔面外科学客観演習において Moodle 使用した CBT と対面講

義のブレンド授業を行い、その授業に対する学生のアンケート結果を集計して報

告した。 

 

５）2012 年度臨床実習生からみた朝日大学歯学部臨床実習前後の意識変化 

 飯沼光生、安村真一、吉田隆一、関根源太、後藤昌彦、安田順一、横山孝紀、 

松岡正登、長谷川信乃、医静恵津子、大橋静江、松原 誠、大森俊和、南 哲至、 

長谷川ユカ、後藤隆志、住友伸一郎、石神 元、都尾元宣、倉知正和、永原國央、 

磯崎篤則 

    岐歯学誌 41(1), 24-31, 2014, 6 月 20 日 

(概要) 臨床実習の成果を検証する目的で 2012年度の朝日大学歯学部５年次臨床実習生 

134 名を対象に、実習開始前と終了時点に臨床実習生の意識をアンケート調査し

た。その結果、学生の臨床実習前の知識、技能をさらに向上させるとともに、よ

り多くの症例で診療参加型の実習に改善していく必要性が明らかとなった。 

 

６）チーム基盤型学習（TBL）の評価 －学生アンケート調査による－ 

   宇野光乗、松井孝介、野々垣龍吾、横山貴紀、岡 俊男、石神 元、倉知正和 

     第 33 回日本歯科医学教育学会総会 2014 年 7 月 4-5 日 北九州  

 （概要） 固定性義歯学の授業に TBL を導入し、その学習効果についてアンケート調査  

した。その結果、「TBL 法は、従前の講義形式よりも楽しく、授業内容がよく

理解できた。」と回答した者が約 60％を占め、TBL 法の有用性を示唆した。 

 

７）歯学部学生の生活および学習習慣と学業成績との関連性 

住友伸一郎、倉知正和、磯崎篤則、永原國央、吉田隆一、飯沼光生 

   第 33 回日本歯科医学教育学会総会 2014 年 7 月 4-5 日 北九州 P-069 

 (概要) 学生の日常生活についてのアンケートを施行し、試験結果との関係を検討した結 

果、習慣的な規則正しい日常生活が学力向上に寄与することが推測された。 
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８）2013 年度朝日大学臨床研修歯科医のメンタルヘルスに関するアンケート調査 

  横山貴紀、吉田隆一、岡俊夫、北後光信、大橋静江、田邊俊一郎、山田尚子、 

長谷川信乃、近藤亜子、瀧谷佳晃、松岡正登、安田純一、羽田詩子、松原誠、 

瀧田史子、都尾元宣、住友伸一郎、倉知正和 

 第 33 回日本歯科医学教育学会総会 2014 年 7 月 4-5 日 北九州 P-104 

 (概要) 臨床研修歯科医のメンタルヘルスを把握する目的でアンケート調査を実施し、 

きわめて早期に過度のストレスを経験する者が散見され、メンタルヘルスケアの充

実が必要と考えられた。 

 

９）固定性義歯学における「チーム基盤型学習（TBL）」の有用性 

  宇野光乗、足立憲正、澤田季子、野々垣龍吾、松井孝介、横山貴紀、太田義人 

 古谷昌義、岡 俊男、倉知正和、石神 元 

  公益社団法人日本補綴歯科学会 第１２４回学術大会 平成 27 年５月 29 日、30 日 

  大宮ソニックシティ 

 （概要）固定性義歯学における TBL 学習法は、それによる授業回数が多い方が、より  

教育効果が増すことが示唆された。 

 

10)「チーム基盤型学習（TBL）」導入による固定性義歯学の学習効果 

  宇野光乗、野々垣龍吾、横山貴紀、岡 俊男、永山元彦、住友伸一郎、倉知正和、 

 石神 元 

  第 34 回 日本歯科医学教育学会総会および学術大会 

  平成 27 年(2015)７月 10 日（金）、11 日（土） 

（概要）教室でのアクティブラーニングの一つであるチーム基盤型学習 TBL を、本学歯   

学部固定性義歯学の学習に取り入れた結果を検証した結果、本学習法は教員が経験

を重ねることによって、学習効果が大きく上がることを示唆した。 

 

11)平成 26 年度 朝日大学附属病院の歯科医師臨床研修医の臨床スキル満足度調査 

   －プログラム間の比較－ 

  横山貴紀、岡 俊男、北後光信、田邊俊一郎、山田尚子、長谷川信乃、近藤亜子、 

 瀧谷佳晃、松岡正登、安田順一、羽田詩子、名知ひかる、都尾元宣、櫻井 学、 

 石神 元、吉田隆一、倉知正和 

  第 34 回 日本歯科医学教育学会総会および学術大会 

  平成 27 年(2015)７月 10 日（金）、11 日（土） 

 （概要）本院研修プログラムの内容をより充実したものとする目的で、研修歯科医の臨 

床スキルの満足度を研修プログラム間で比較、検討した。アンケート調査の結果、

本院の研修歯科医の臨床スキルの満足度には、プログラム（A1、A3、B）間で差

異があることがわかった。 
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12)ポスター④2014年度朝日大学臨床研修歯科医のホワイトニングに関するアンケート調査 

  羽田詩子、横山貴紀、岡 俊男、北後光信、田邊俊一郎、山田尚子、長谷川信乃、 

 近藤亜子、瀧谷佳晃、松岡正登、安田順一、都尾元宣、住友伸一郎、吉田隆一、 

  倉知正和 

  第 34 回 日本歯科医学教育学会総会および学術大会 

  平成 27 年(2015)７月 10 日（金）、11 日（土） 

（概要）歯のホワイトニングに対する理解や関心が患者に広まってきているのと比例的  

に、若い歯科医師の間にもこの術式を臨床に取り入れたいと考えている者が増加し

てきている。本院の臨床研修歯科医を対象に歯ホワイトニングセミナー（講義と実

習）前後に意識調査した結果、今後ホワイトニングを行う上で、特に注意する点、

適応症などを十分に理解する必要があることがわかった。 

 

13)臨床研修歯科医に対する一次救命処置（胸骨圧迫手技）習得におけるリアルタイム     

フィードバックの有用性 

  名知ひかる、櫻井 学、後藤隆志、智原栄一、住友伸一郎、吉田隆一、都尾元宣、 

 倉知正和 

  第 34 回 日本歯科医学教育学会総会および学術大会 

  平成 27 年(2015)７月 10 日（金）、11 日（土） 

 （概要）臨床研修医を対象とした G2010 での一次救命処置(BLS)講習会において、胸骨

圧迫の視覚的リアルタイムFB器具の有無による胸骨圧迫手技の習得効果について

検討した。視覚的リアルタイム FB 器具の使用は、BLS における質の高い手技の習

得に有効と考えられた。 


