
 

大学教育・学生支援推進事業【テーマＡ】 

大学教育推進プログラム 事業結果報告書 

大 学 等 名 東京医科歯科大学 

取 組 名 称 コンピュータによる診療模擬実習の展開 

取 組 期 間  平成２１年度 ～ 平成２３年度 （３年間） 

取 組 学 部 等 全学 取組担当者 木下淳博 

Ｗ ｅ ｂ サ イ ト http://www.tmd.ac.jp/dent/program/tmd04/index.html 

 

取 組 の 概 要 

本取組では、医学科、歯学科、保健衛生学科、口腔保健学科の学生

が共通して、または相互に学ぶべき内容、症例等に関するコンピュ

ータシミュレーション教材を、学科を超えて共同開発し、全学科の

学生が、時間や空間の制約なく学べるコンピュータシミュレーショ

ン教育システムを発展させる。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【２ページ以内】 

(１)取組の実施体制について 

 平成 21 年度は、医学部・歯学部・事務局で選出された委員で構成された教育メデ

ィア支援専門委員会を年 3 回開催し、コンピュータシミュレーション教育・e ラーニ

ングに関する全学的なシステム構築、調整を継続的に行った。平成 22 年度には図書

館情報メディア機構を設置し、機構内にメディア教育推進部門を設けるとともに、全

部局の教授会等から選出された委員で構成されるメディア教育推進部門運営委員会

を組織した。平成 22 年度は 3 回、平成 23 年度は 6 回の委員会を開催した。 

 医学部、歯学部それぞれの学部での教材開発は、おおむね月１回程度開催した小委

員会、作業部会にて行った。小委員会・作業部会では、新規症例・教材内容の検討と、

教材開発環境の整備・改良についての討論を行った。 

 コンピュータシミュレーション教材を活用・配信する e ラーニングシステムは図書

館情報メディア機構内のメディア情報掛が中心となって管理し、教材の管理、教材評

価の管理、教材のアップロード等は図書館情報メディア機構内の教育メディア開発部

が中心となって行った。 

(２)取組の実施内容について 

■申請書に記載した取組の全体スケジュール 

1)学科間共有教材の開発、共有素材の蓄積による学科間連携（平成 21～23 年度） 

2)教材開発の学科間連携の強化（平成 21～23 年度） 

3)学科間での教材相互活用のための e ラーニングシステムのコース設置（平成 21～

23 年度） 

4)学生への教材活用と教材評価の実施（平成 21～23 年度） 

5)「術者の目からみた診療映像」の収録（平成 21～23 年度） 

6)新規オリジナル教材の開発と学生評価結果のフィードバック（平成 21～23 年度）

7)リアルタイム立体動画撮影・提示システムの開発（平成 22～23 年度） 

8)教材作成数、教材活用数、学科間連携の評価（平成 23 年度） 
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9)学生の学士力向上の評価（平成 23 年度） 

■各年次の実施内容 

1,6) 教材作成支援ツールを改良することにより、オリジナルのコンピュータシミ

ュレーション教材を作成する環境を整備した（平成 21 年度：前回ログイン日時表

示機能、素材等アップロード画面 I/F を FLASH へ変更、画像ファイル一括登録機

能、サムネイル表示機能、素材アップロードボタン追加、シナリオプロパティ―

画面のタイトルデフォルト選択機能、解説ブロック非表示の際の赤文字表示、平

成 22 年度：アンドゥ機能、リドゥ機能、最終アクション日時情報表示機能、選択

ユーザ表示位置保持機能、平成 23 年度：3D ムービーSCORM 出力機能）。 

  診療映像収録･編集装置の活用、素材・教材の一元管理、オリジナルのコンピュ

ータシミュレーション教材の作成支援により教材を充実させた（平成 21 年度 277

教材、平成 22 年度 328 教材、平成 23 年度 382 教材）。 

2,8)  作業班会議等を開催し（平成 21 年度：医学系会議 5 回、歯学系会議 10 回、

医療コミュニケーション系会議 8 回、平成 22 年度：医学系会議 10 回、歯学系会

議 10 回、医療コミュニケ―ション系会議 5 回、平成 23 年度：医学系会議 11 回、

歯学系会議 8 回）、学科間連携を促進した（平成 23 年度評価時：複数学科共通教

材数 36 教材（18％）、他科教材実施数（歯学科 13％、口腔保健学科 56％、医学科

23％）。 

  他大学と連携して教材を開発し、他大学での教材の活用を支援した（平成 22 年

度 3 大学、平成 23 年度 5 大学）。 

3,4) 教材実施環境、e ラーニングコースを整備し、学生への教材の活用、学生か

らの評価を行った（平成 21 年度 11 科目、平成 22 年度 16 科目 172 教材、平成 23

年度 11 科目 211 教材）。 

5,7)  リアルタイム立体動画撮影・提示システムを活用し、術者目線の映像を収録

して、講義の中で学生に活用した。 

9)  全学科の中で最も多くの教材を実施した歯学科に関して、全国共用試験（CBT）

の本学の成績を、全国平均を 100％とした場合の比率で比較したところ、平成 21

年度教材実施学年 107.3％、平成 22 年度教材実施学年 105.5％であり（平成 23 年

度教材実施学年の CBT は平成 24 年度に実施予定）、取組実施前の 104.1％、104.7％

（それぞれ平成 19、20 年度教材実施学年）を上回った。 

■取組に参加した教職員や学生の数と大学全体に占める割合（平成 23 年度） 

 参加学生数/全学の学部学生数（比率）：499/1,405（35.5％） 

 参加教職員数/全学の教職員数（比率）：53/1,941（2.7％） 

(３)社会への情報提供活動について 

 取組の概要、背景、シミュレーション教材のデモムービー、シミュレーション教材

例 、 学 生 か ら の 評 価 結 果 、 教 材 実 施 科 目 に つ い て は 、 取 組 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.tmd.ac.jp/dent/program/tmd04/index.html）にて公表している。 

 他大学の教員等から教材作成支援ツールのモニターを募集し、92 機関 182 の外部

モニターに ID を配付した。その結果、前述の通り平成 23 年度末時点で 5 大学と共同

教材開発を行った。 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

■計画時における達成目標と成果 

 目標 成果 目標達成率 

総教材作成数 500 本  382 本  76％  

実施教材数 

歯学科 150 本  166 本  111％  

口腔保健学科 100 本  34 本  34％  

医学科 150 本  26 本  17％  

保健衛生学科 100 本  16 本  16％  

実施共通教材数/全実施教材数（共通教材比率） (5%) 
36 本 /205 本

(18%) 
360％  

共通教材実施数(比率) 

歯学科 

(5%) 

22 本 (13%) 260% 

口腔保健学科 19 本 (56%)  1120% 

医学科 6 本(23%)  460% 

保健衛生学科 0 本(0%)  0% 

■質保証の強化のプロセス 

 総教材数、実施教材数については、歯学科以外は残念ながら目標を達成できなかっ

たが、医療人としての学士力の確保に大きくかかわると考えられる複数学科共通教材

比率および共通教材実施数（比率）については、目標を大きく上回る成果が得られた。

これは、本取組において複数学科の教員が合同で教材開発を行ったため、他学科の学

生が学習することを意識した教材開発ができたことによるものである。また、他学科

の教材を積極的に活用したことにより、将来のチーム医療を担う学生を教育するため

の教育力向上につながったことを意味する。将来医療人となる学生に、保健医療全般

を網羅した広領域の症例を経験させ、医療人としての学士力の確保すなわち臨床現場

での臨床推論能力、臨床判断能力、問題解決能力、チーム医療を実践するための連携

能力の向上を図る環境が整備された。 

 前述の通り、全学科の中で最も多くの教材を実施した歯学科に関して、全国共用試

験（CBT）の本学の成績を、全国平均を 100％とした場合の比率で比較したところ、

平成 21 年度教材実施学年 107.3％、平成 22 年度教材実施学年 105.5％であり（平成

23 年度教材実施学年の CBT は平成 24 年度に実施予定）、取組実施前の 104.1％、

104.7％（それぞれ平成 19、20 年度教材実施学年）を上回った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■本取組が学外に与えた波及効果 

 前述の通り、学外 92 機関 182 の外部モニターに教材作成支援ツールの ID を配付し

た。その結果平成 23 年度末時点で 5 大学と共同教材開発を行うことができた。 

本シミュレーション実習に興味を持てましたか

本シミュレーション実習のレベルは簡単でしたか

本シミュレーション実習の内容は将来役立つと思いますか

他の講義や実習に対する興味を深めることができましたか

本シミュレーション実習をもっとやりたいですか

本シミュレーション実習は今後とも継続するべきだと思いますか

臨床の知識を自己学習する能力を身につけたと思いますか

シミュレーション教材の操作性は、良かったですか

1711 30 41

170 27 2

260 32 6

257 32 9

165 28 6

351 36 11

253 32 13

いいえはい
どちらかといえば、

はい
どちらかといえば、

いいえ

74 23 3 1

全学科の学生からの評価（％）
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

申請書に記載の評価体制・評価方法 実施状況 

 本取組によって作成された教材の蓄

積状況、活用状況、学生からの評価等に

ついては、医学部教育委員会、歯学部教

育委員会にて報告し、取組進捗の評価を

受ける。 

 本取組によって作成された教材の蓄

積状況、活用状況、学生からの評価等に

ついては、医学部シミュレーション教育

作業部会、歯学部教育シミュレーション

作成小委員会、メディア教育支援専門委

員会にて報告した。その結果、複数学科

共通教材比率および共通教材実施数（比

率）については、目標を大きく上回る成

果が得られ、教育の充実に貢献した。 

 個々の教材については、各学科小委員

会による教材評価、学生からの教材評価

によって評価し、教材作成教員にフィー

ドバックするとともに、随時教材の改訂

を行う。 

 個々の教材については、各学科小委員

会による教材評価、学生からの教材評価

によって評価し、教材作成教員にフィー

ドバッ  クするとともに、随時教材の改

訂を行った。 

 学科間連携については、学科間共同開

発教材数、学科間共同活用教材数、共同

開発・共同活用に携わった教員からのア

ンケート結果により、全学の教育メディ

ア支援専門委員会（年 6 回）で評価する。

 学科間連携については、学科間共通教

材比率、共通教材実施数（比率）により

評価した（前述）。医療人としての学士

力の確保に大きくかかわると考えられ

る複数学科共通教材比率および共通教

材実施数（比率）については、目標を大

きく上回る成果が得られ、教育の充実に

貢献した。 

 取組期間終了時には、開始時からの教

材作成数の推移、教材活用数の推移、教

材に対する学生の評価、教員による取組

評価をまとめ、各学部教育委員会におい

て本取組全体の総合評価を行う。 

 取組期間終了時には、開始時からの教

材作成数の推移、教材活用数の推移、教

材に対する学生の評価をまとめた（前

述）。本結果は取組期間終了後のメディ

ア教育推進部門運営委員会に報告し評

価を行う予定。 

 科目の終了時に無記名による授業評

価を行い、その結果はモジュール実施小

委員会、カリキュラム評価委員会、教育

委員会、学科運営会議、学部教授会に報

告し、次年度の指導の検討に生かす。 

 科目の終了時に無記名による授業評

価を行っており、その結果は教育委員

会、学部教授会に報告され、次年度の指

導方法の検討に生かした。 

 学生の学習到達度評価については、各

教材の実施履歴、実施時評点（100 点満

点）、実施時間、実施教材数で評価する。

 学生の学習到達度評価については、各

教材の実施履歴、実施時評点（100 点満

点）、実施教材数で評価し、成績に反映

させた。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

■申請書に記載した「財政支援期間終了後の取組の展開の概要」 

 貴重な臨床症例映像、手術映像、立体ムービーを多用した豊富なコンテンツが、他

の医療系大学における臨床教育で活用されれば本邦全体としての医学・歯学教育に寄

与するところ大である。また、他大学との連携により、他大学附属病院における臨床

素材も、著作権処理を明確にした上で本学において活用できれば、本学学生にとって

も有益である。さらに、臨床研修医はじめ卒後の医師・歯科医師・看護師・臨床検査

技師・歯科衛生士がインターネット経由でコンテンツを活用できる環境を整備できれ

ば、医学・歯学の生涯教育にも活用できる。 

■申請書に記載した「財政支援期間終了後の財政的措置について」 

 本学知的財産本部と連携して本学からのコンテンツ発信を行い、他大学や卒業生か

らコンテンツのライセンス収入が得られれば、本取組期間終了後も導入した装置の保

守費用、管理担当教職員の人件費が捻出できるため、取組内容を継続実施させること

が可能である。 

 仮に、コンテンツのライセンス収入が十分でなかった場合でも、取組を継続、発展

させるため、「財政支援が終了したプロジェクト等に係るフォローアップ経費」制度

等を活用して、自己資金により財政的措置を行う。 

■本取組の全体的な課題、問題点 

1. 財政支援期間終了後の保守費の安定的な確保 

2. コンテンツ作成のための、最新機器の購入予算の確保 

3. 様々な e ラーニングシステムに対応するための、システム改修予算の確保 

4. ICT 環境の変化に対応した、システム改修予算の確保 

■財政支援期間終了後の本取組の実施状況 

1. メディア教育推進部門運営委員会、医学部・歯学部の小委員会・作業部会、図書

館情報メディア機構メディア情報掛、図書館情報メディア機構教育メディア開発

部が中心となって、新規教材の開発、評価、既存教材の管理、更新と継続的な活

用、教材作成支援ツールの管理等を行い、継続的に取組を実施している。 

2. 学長裁量フォローアップ経費を学内措置し、保守費、コンテンツ作成のための最

新機器の購入予算、システム改修予算を確保して発展的に継続実施している。 

3. 研究・産学連携本部と図書館情報メディア機構が連携し、他大学とのライセンス

契約による教材の共同開発、共同利用の促進を図っている。 

■教育の質保証の強化に向けた改善・充実を図る計画 

1. 継続的に新規教材を作成するとともに、活用の範囲をさらに広げ、医歯学融合教

育での活用を目指す。 

2. 海外の大学も含めて学外モニターユーザーをさらに増やし、独自のシミュレーシ

ョン教材の作成を促す。 

3. 他大学とのライセンス契約により、教材の共同開発、共同利用を促進し、本学学

生により多くの症例、教材を提供できるようにする。 
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事業の目的 

・ 臨床現場を疑似体験させられるコンピュータシミュレーション教材を充実させる。  

・ 学生に、保健医療全般を網羅した広領域の症例や他職種向けの症例を経験させる。  

・ 他の医療職の立場や責務、業務内容や判断根拠を理解できる医療人を育成する。 

・ 医療人としての創造的思考力を培い学士力の確保を図る。 

具体的な取組と成果 

・ 教材作成支援ツールを改良することにより、オリジナルのコンピュータシミュレー

ション教材を作成する環境を整備した。 

・ 診療映像収録･編集装置の活用、素材・教材の一元管理、オリジナルのコンピュータ

シミュレーション教材の作成支援により教材を充実させた。 

・ 作業班会議等を開催し、学科間連携を促進した。 

・ 他大学と連携して教材を開発し、他大学での教材の活用を支援した。 

・ 教材実施環境、e ラーニングコースを整備し、学生への教材の活用、学生からの評価

を行った。 

・ リアルタイム立体動画撮影・提示システムを活用し、術者目線の映像を収録して、

講義の中で学生に活用した。 

・ 歯学科全国共用試験（CBT）の本学の成績を、全国平均を 100％とした場合の比率で

比較したところ、平成 21 年度教材実施学年 107.3％、平成 22 年度教材実施学年

105.5％であり、取組実施前の 104.1％、104.7％（それぞれ平成 19、20 年度教材実

施学年）を上回った。 

・ 教材作成数、実施数等による評価結果 

 成果 目標達成率 

総教材作成数 382 本  76％  

実施教材数 

歯学科 166 本  111％  

口腔保健学科 34 本  34％  

医学科 26 本  17％  

保健衛生学科 16 本  16％  

共通教材実施数/全実施教材数（共通教材比率） 
36 本 /205 本

(18%) 
360％  

共通教材実施数(比率) 

歯学科 22 本 (13%) 260% 

口腔保健学科 19 本 (56%)  1120% 

医学科 6 本(23%)  460% 

保健衛生学科 0 本(0%)  0% 

今後の展開

 

２．取組の全体像 【１ページ以内】 
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