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研究成果の概要（和文）： 
 
 本研究では、東京医科歯科大学によって独自に作成された、歯科臨床に関するコンピュータ

シミュレーション教材を、歯学部学生、歯科臨床研修医等に活用し、その教育効果を評価・解

析した。その結果、本教材によるシミュレーション実習（自己学習）が、歯学臨床教育におけ

る従来の講義・実習形態に加えた新たな授業形態として応用可能であり、歯学教育において有

効であることが示唆された。 
 
研究成果の概要（英文）： 
Computer-assisted education materials were developed in Tokyo Medical and Dental 
University, utilized for the students in School of Dentistry and School of Oral Health Care 
Sciences, and evaluated on their effectiveness. Results suggest that these education 
materials were feasible and effective on the education in dentistry and oral health care 
sciences. 
 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
2009 年度 6,500,000 1,950,000 8,450,000
2010 年度 4,400,000 1,320,000 5,720,000
2011 年度 3,900,000 1,170,000 5,070,000

年度

年度

総 計 14,800,000 4,440,000 19,240,000
 
 
研究分野： 医学教育学、歯周外科学、口腔保健学 
科研費の分科・細目： 分科：科学教育・教育工学  細目：教育工学 
キーワード： コンピュータシミュレーション，e-learning，教材開発，教育システム，

臨床教育，歯学教育，口腔保健学教育 
 
１．研究開始当初の背景 
 
 経験を積むことによって修得できる知識
や技能の学習は、試行・失敗・成功を繰り返
すことが効果的と考えられている。近年のコ
ンピュータ技術の発達により、フライトシミ
ュレータ、大型航空機の故障診断・修理のた

めのシミュレータ、ドライブシミュレータ等、
数多くのシミュレーション学習システムが
実用化され、効果をあげている。 
 現行の歯科医学教育では、精神運動領域の
学習においては、歯の切削実習等が、マネキ
ンや抜去歯を使用したシミュレーション実
習として行われている。このような模型実習
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は、実際の患者さんを対象とした臨床総合実
習の前に、最低限必要な技能を修得すること
において、一定の効果をあげている。また、
認知領域、情意領域の学習、すなわち、症状
の把握、正確な診断、治療方針立案のための
学習は、インストラクターの指導管理のもと
で、学生の診療に同意した実際の患者を対象
に行われている。しかし、実際の患者に対し
て、試行や失敗は決して許されず、学生実習
だからといって許容される範囲は存在しな
い。 
 そこで、本研究代表者・分担者は、コンピ
ュータ内に擬似患者の情報を蓄積し、学生に
医療面接（問診等）・診査・検査・診断・投
薬・処置・手術のシミュレーションを行わせ
るための、歯科における臨床シミュレーショ
ン教材の作成と普及を推進してきた。 
 
２．研究の目的 
 
 本研究では、蓄積されたシミュレーション
教材を歯学部（歯学科、口腔保健学科）学
生、歯科臨床研修医に対して活用して、その
有効性を評価、分析した。 
 
３．研究の方法 
 
(1)医歯学シミュレーション教育システムの
活用とフィードバック 
① 教材の内部評価 
 本学にて独自に作成された歯科臨床のコ
ンピュータシミュレーション教材（以下「教
材」）を、研究班内で内部評価し、その結果
を教材の改善に反映させた。 
② 教材のレビューシステム 
 上記内部評価が終了した教材を、研究班以
外の教員、歯科臨床研修医、臨床系大学院生
等に実施させ、教材作成に関わらない立場か
ら教材のレビューを行ってもらい、その結果
を教材の改善に反映させた。 
③ 教材を実施した学習者からのフィード
バック 
 引き続き教材を e ラーニングサーバから配
信し、アカウントを配布した学生に実施させ
て、 
・ 教材の流れや、意図がつかみにくかった点 
・ 解説で理解しにくかった点 
・ 自ら選んだ選択肢が不適切である理由が

理解できなかった点 
等を、e ラーニングサーバ上でアンケート調
査し、教材作成者にフィードバックして教材
の改善を行った。 
(2)医歯学シミュレーション教育システムの
有効性の解析 
① 教材実施履歴の蓄積・抽出 
 教材実施時の実施履歴と得点、学習者によ
る教材評価をサーバに蓄積し、任意の時点で

抽出できるシステムを活用することによっ
て、教材実施結果を学生にフィードバックし
た。 
② 教材の有効性評価 
 教材を実施した歯学部学生に、個別の教材
を評価させると共に、医歯学シミュレーショ
ン教育システム全体を評価させた。 
 
４．研究成果 
 
 最終年度の歯学科の研究成果の一部を示
す。 
 平成 23 年度歯学科 4 年生に 139 教材を活
用し、57 名の学生から評価を得た。 
 実施した学生からの評価では、シミュレー
ション実習（以下「実習」）は難しかった
（81％）が、実習に興味を持ち（98％）、実
習の内容は将来役立つ（98％）、実習により
他の授業への興味を深めた（96％）、実習を
もっとやりたい（95％）、実習を今後も継続
すべき（98％）、実習により臨床の知識を自
己学習する能力を身につけた（96％）との回
答を得た。これらの結果より、医歯学シミュ
レーション教育システムの有効性が示唆さ
れた。 
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e-learning システムについて．第４回日
本臨床検査学教育学会学術大会，抄録集
p107，2009 年 8月 19-21 日，8月 20 日 口
演，東京． 

30 齋藤良一，三澤慶樹，小池和彦，木下淳博，
長 雄一郎，千田俊雄，岡村登，窪田哲朗：
臨床検査の現場と連携した e-learning 教
材の作成．第４回日本臨床検査学教育学会
学術大会， 抄録集 p108，2009 年 8 月
19-21 日，8 月 20 日 口演，東京． 

31 小松博義，齋藤朝子，元藤陽子，木下淳博，
芝 紀代子：オープンキャンパスにおける
アドミッション・ポリシーおよびカリキュ
ラム・ポリシーの提示のための eラーニン
グ活用．第４回日本臨床検査学教育学会学
術大会，抄録集 p110，2009 年 8月 19-21
日，8月 20 日 口演，東京． 

32 元藤陽子，齋藤朝子，中川内光江，須永昌
代，木下淳博，芝 紀代子，小松博義：オ
ープンキャンパスへの ICT 活用教育の導
入とその評価について．第 4 回日本臨床検
査学教育学会学術大会，抄録集 p111，2009
年 8月 19-21 日，8月 20 日 口演，東京． 

33 大山 篤，須永昌代，吉岡隆知，樺沢勇司，
荒木孝二，俣木志朗，木下淳博：医歯学シ
ミュレーション教育システムの活用．総合
歯科医療に関する学術研究セミナー2009，
2009 年 7 月 20 日，日本大学松戸歯学部，
招待講演，松戸市． 
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究センター・教授 
研究者番号：70167998 
吉田 直美（YOSHIDA Naomi） 
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近藤 圭子（KONDO Keiko） 
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構・助教 
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