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取 組 の 概 要 

本取組は、コミュニケーション教育と医療倫理教育を更に発展さ

せるため、「総合診療計画立案能力養成プログラム委員会」の設置と

「ペーシェント・コミュニティ」の設立を軸とし、これらを中心と

して国民が求める理想の歯科医師、人間力豊かな歯科医師を育成さ

せるためのプログラムをニーズに応じて立案し、継続的な FD とプロ

グラムの再評価を反復する「東京歯科大学教育プログラムシステム」

を確立するものである。 

 

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 

 本取組は学内教職員から構成される「総合診療計画立案能力養成プログラム委員

会」が主体となって企画、運営する。本委員会はプログラムを企画、立案、実施する

「実施グループ」と、プログラム自体を評価・改善する「改善グループ」の２グルー

プで構成される。「実施グループ」が主に本プログラムの実施体制を担い、その活動

は現在実施されているコミュニケーション教育、生命倫理、医療倫理学の評価を受け

ての新たな「総合診療計画立案能力養成カリキュラム」の編成と実施を行う。「改善

グループ」は教員の FD の企画・運営を行う。「改善グループ」のメンバーは次年度に

は「実施グループ」のメンバーに組み込まれ、実施内容の直接的な改善を行う。また

外部評価機関として、患者からより多くを学ぶことを主眼に、歯科医学教育への協力

に賛同し、登録した患者及び父兄会会員から構成される「ペーシェント・コミュニテ

ィ（P-Com）」が主にコミュニケーション学を通して学生評価を行う。なお P-Com の統

括ならびに P-Com に対する評価は歯科医学教育開発センターのメンバーからなる

「P-Com 運営委員会」が行う。さらに第 1～6 学年の学年主任・副主任で構成される

「ポートフォリオ評価委員会」が学生への直接フィードバックと「総合診療計画立案

能力養成プログラム委員会」を通してプログラムへの間接的フィードバックを行う。

(２)取組の実施内容について 

〈全体スケジュール〉 

平成 21 年度は「P-Com 設立準備」と位置付け、①P-Com メンバーの募集、②学内教

員への周知および東京歯科大学教育プログラム実施のためのワークショップ開催、③

P-Com メンバーのための Web 配信、④他大学等先進事例研究の実施、⑤GP フォーラム

への参加を計画した。これを受けて平成 22 年度は「P-Com 設立および学生評価のた

めの研修」を行う期間とし、①P-Com の設立、②学生評価のための研修、③P-Com メ
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ンバーによる教育診療チームの評価および再研修、④P-Com メンバーへの情報提供、

を計画した。 終年度である平成 23 年度は「P-Com による学生教育・評価」を行う

ことを目的として①学生診療時の P-Com メンバーによる評価、②模擬患者としての臨

床実習前教育への参加、③P-Com メンバーの継続募集、④P-Com への情報提供を計画

した。 

〈実施内容〉 

 平成 21 年度は①P-Com メンバーの募集のため、ホームページやパンフレットを作

成し、本学附属病院へ来院される患者、父兄会等に周知し、説明会を行った。②歯科

医学教育セミナーにおいて学内教職員へ本取組、360 度フィードバックやポートフォ

リオを活用する東京歯科大学教育プログラムについて周知を図った。③P-Com メンバ

ーのための Web 配信を行った。④先進事例の研究のため徳島大学歯学部および総合科

学部に歯科医学教育開発センターの教員 3 名、事務員 2 名が視察を行った。⑤札幌医

科大学の「双方向型医療コミュニケーション教育の展開」シンポジウムに歯科医学教

育開発センターから教員 3 名が参加した。 

平成 22 年度は①12 回の出張市民公開講座、1 回の特別講義、10 回の市民公開講座

を開き、それぞれの回に説明会を開催して P-Com に参加を希望した 15 名をメンバー

として P-Com を設立した。②360 度フィードバック、ポートフォリオの活用、患者参

加型教育などの東京歯科大学教育プログラムの作成実施のためのワークショップを

2 回行った（教職員計 67 名参加：スタッフ 29 名、受講者 38 名）。③コミュニケーシ

ョン学に P-Com メンバーが参加し、間接フィードバックを行った（コミュニケーショ

ン学 2 回、参加者計 14 名）。④P-Com メンバーへの情報提供を Web 上で引き続き行っ

たほか、P-Com ニュースを発行した（第 1～11 号）。 

平成 23 年度は①・②臨床実習前のコミュニケーション学に P-Com メンバーが参加

し、直接ならびに間接フィードバックを行った（コミュニケーション学 9 回、参加者

計 39 名）。なお、リアルタイムで附属病院の患者である方は、利害関係の問題から

P-Com メンバーに適さないとの評価を受け、一般市民から募り学生教育に参加いただ

いた。③5 回の市民公開講座と説明会を行い新たに 9 名が P-Com に加わった。④Web

上のほか P-Com ニュースを第 12～18 号まで発行し、P-Com メンバーに情報提供を行

った。この他、教職員の学生評価能力の向上のため 360 度フィードバック、ポートフ

ォリオの活用、患者参加型教育などの東京歯科大学教育プログラムの作成実施のため

のワークショップを 2 回開催した（教職員数計 79 名参加：スタッフ 37 名、受講者

42 名）。本取組に対して教職員は公開講座講師（のべ 28 名）、コミュニケーション学

指導教員（のべ 73 名）、ワークショップ参加者（スタッフとしてのべ 66 名、参加者

として 80 名）として参加した。また学生は第 1～4 学年までの学生全員がコミュニケ

ーション学において P-Com メンバーのフィードバックを受けた（間接、直接を含む）。

(３)社会への情報提供活動について 

 本取組に関する社会への情報提供として、①Web による情報の配信、②P-Com ニュ

ースの P-Com メンバーと公開講座出席者への配布（第 1～18 号）、③本取組の説明お

よび進捗状況の公開のためにフォーラムを 2 回開催した（教職員参加者約 100 名）。
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②取組の成果 【１ページ以内】 

 本取組の軸となるのは「総合診療計画立案能力養成プログラム委員会」の設置と「ペ

ーシェント・コミュニティ（P-Com）」の設立である。本取組は「総合診療計画立案能

力養成プログラム委員会」が企画、運営するが、その実施には P-Com の全面的な理解

と協力が必要である。ここでは上記の２つの軸についての成果を記載する。 

（１）総合診療計画立案能力養成プログラム委員会の発足と総合診療計画立案能力養

成プログラム 

 「総合診療計画能力立案能力養成プログラム委員会」はプログラムを企画・立案・

実施する「実施グループ」と、プログラム自体を評価・改善する「改善グループ」か

らなる。「改善グループ」のメンバーが次年度の「実施グループ」に組込まれること

により、改善グループのメンバーが次年度のプログラムを直接改善することができ

る。「実施グループ」による「総合診療計画立案能力養成プログラム」では①倫理教

育として、小グループによる学外の施設の見学を行った。②コミュニケーション教育

として 1 年次で病院見学、2 年次で患者体験実習、3 年次でコミュニケーション技法

実技実習、4 年次での医療面接シミュレーション実習を実施した。各年次の見学や実

習には教職員の他、後述する P-Com メンバーが参加し、間接あるいは直接フィードバ

ックを行うことによって能力の向上を目指した。③臨床推論教育として、5 年次にお

いて基礎科目がいかに臨床に関わっているのかについて「基礎から臨床への橋渡し」

とした基礎科目教員による講義を行い、evidence-based dentistry による臨床推論

能力の向上を図った。これらの成果として、4 年次の全国統一の共用試験 OSCE 医療

面接系課題では、昨年に比較して平均点で約 11 点向上しており、また、臨床推論教

育を行った 5年次の総合学力試験においても平均点で約 5点の上昇があり一定の成果

が得られたといえる。 

（２）P-Com の設立と授業参加 

 P-Com 設立のため本取組およびその中における P-Com の役割などについて公開講座

等で説明し、参加者を募集したところ期間内に 24 名がメンバーとして加わった。こ

れは目標（100 名）の約 1/4 ほどである。またこの 24 名のメンバーは第 1～4 学年ま

での 11 回のコミュニケーション学にのべ 53 名（1 回平均 4.8 名）が参加した。これ

は P-Com メンバーの 20％にあたる。メンバーは授業前に評価の公平性や客観性につ

いての研修を行った。第 1～4 学年の学生は全員 P-Com メンバーからの間接あるいは

直接フィードバックを受けたが、第 5、6 学年に対しては P-Com からの評価を実施す

ることができなかった。さらに第 1～4 学年の学生の一部に対して P-Com メンバーと

教員による 360 度評価を実施することができた。特に P-Com からの評価は、より患者

に近い視点からの、よりリアルな患者の声として学生が受け止め、歯科医師として望

まれる言動、立ち振る舞いなどに対する学びとなり、学生のコミュニケーション能力

の向上につながった。 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

 評価体制は「改善グループ」、「実施グループ」および「P-Com 運営委員会」の 3 グ

ループ体制で構成された。このうち「改善グループ」はプログラム自体や教員・指導

医を評価するものであり、グループのメンバーは次年度「実施グループ」に組込まれ

ることにより前年度のフィードバックを効果的に反映させるとともに、その次の年度

には新たな評価者による異なった視点からのフィードバックを期待したものである。

本取組期間内に「実施グループ」は設立され、機能を果たしたが、「改善グループ」

からの入れ替えをするに至らなかった。「実施グループ」は学生と教員・指導医を主

に 360 度フィードバックを用いて評価を行った。360 度フィードバックは学生の自分

自身の立ち振る舞いに対する「気づき」を促し、服装、言動に改善が見られた。この

ほか「実施グループ」は「ポートフォリオ評価委員会」とともにポートフォリオによ

る評価を行った。ポートフォリオは第 1 学年から 6 年継続して作成するものであり、

本取組期間では 6 年分のポートフォリオは作成されていない。しかし各学年でポート

フォリオ作成を開始したので、特に第 5 学年での臨床実習において教員のフィードバ

ックの下、ポートフォリオは学生評価（ただし形成的評価として用いている）に関す

る有用なツールとなり、各症例から学んだ事項の蓄積が「総合診療計画立案能力の向

上」に役立ったと考えている。 

学生と教員・指導医への評価として、外部評価者である P-Com が果たした役割は大

きかった。P-Com は第 1～4 学年のコミュニケーション学に関わり、それぞれにおい

て間接集団、間接個人、直接集団、直接個人の各フィードバックを行った。P-Com メ

ンバーに対する学生評価の基準や対応に関しては各コミュニケーション学参加前に

研修を行い、評価の質を安定させるように努めた。また P-Com による評価は教員・指

導医にも行われ、特に臨床研修医の医療面接の向上に寄与した。教員・指導医に対す

る評価は学生からも行われた。2 年次の患者体験実習における教員に対する評価は指

導医を介して教員に間接的にフィードバックされ、臨床において忘れられがちな基本

的な患者に対するコミュニケーションの重要性を再確認させるのに有効であった。 

 360 度フィードバックにおいては、評価項目のポイントの比較や全体のポイント数

により学習成果を図ることが可能であり、多くの人数から多くの回数の評価を受ける

ことが重要となるので、いかに 360 度フィードバックを行う回数、人員を増やすかが

今後の課題となっている。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

 本取組の各事項は 6 年間継続して行うものとして予定され、現在実行されている。

財政支援期間は 3 年間であるので、特に第 1 学年から開始されたものについては 6

年間のうちの半分が実施されたに過ぎない。従って財政支援期間終了後も本取組は継

続して行われる必要がある。 

360 度フィードバック、ポートフォリオの活用、患者参加型教育などの東京歯科大

学教育プログラム作成実施の為のワークショップに参加した教職員は財政支援期間

内に 80 名であり、「総合診療計画立案能力養成プログラム委員会」の「実施グループ」

と「改善グループ」に入る能力のある教職員数は十分であるので、期間内にできなか

った「改善グループ」の「実施グループ」への組込みと新たな「改善グループ」の設

立に人的資源として支障となるものはない。 

360 度フィードバックは多くの人数で、多くの回数、継続的に行われることに意味

がある。またポートフォリオは 6 年間継続することによって「総合診療計画立案能力

の向上」が得られるものと考えている。そのため上記の２項目は継続して行うととも

に、これらを確実に評価し、フィードバックする教員・指導医の質の向上のためのワ

ークショップを引き続き行う予定である。 

外部評価者である P-Com は 24 名のメンバーから成り立っているが、その数では十

分とは言い難い。これまでの P-Com の各コミュニケーション学参加の割合は 20%であ

り、当初の予定の 100 名を確保できれば、一回のコミュニケーション学に 20 名の

P-Com の参加が見込めることとなり、P-Com からのきめ細かいフィードバックが行わ

れることになるので、本取組の説明と P-Com の募集は今後も継続して行う。 

外部に対する本取組の成果は Web や P-Com ニュースを通じて行っているが、今後の

本取組への方針、P-Com メンバーの募集、さらに P-Com メンバーの質の確保のために

これらの情報開示、活動報告を含めた外部への情報提供は継続する。 

本取組は東京歯科大学全体によってなされるが、実質的な中心は「歯科医学教育開

発センター」が担当し、必要な経費の負担も行う。 
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 

本取組は、コミュニケーション教育と医療倫理教育を更に発展させるため、「総合

診療計画立案能力養成プログラム委員会」の設置と「ペーシェント・コミュニティ」

の設立を軸とし、これらを中心として国民が求める理想の歯科医師、人間力豊かな歯

科医師を育成させるためのプログラムをニーズに応じて立案し、継続的な FD とプロ

グラムの再評価を反復する「東京歯科大学教育プログラムシステム」を確立するもの

である。 

 

 取組にあたっては、図１の実施体

制のもと、①P-Com メンバーの募集、

P-Com の設立、学生評価のための研修、

学生教育への参加、メンバーへの情

報提供、②学内教員への周知および

東京歯科大学教育プログラム実施の

ためのワークショップ開催、③総合

診 療 計 画 立 案 能 力 養 成 プ ロ グ ラ ム

（図２）の実施、④他大学等先進事

例研究の実施、⑤公開シンポジウム

の開催を実施した。 

これらの取組を通じ、特に P-Com からの間接あるいは直接フィードバックは、より

患者に近い視点からのリアルな声として学生が受け止め、歯科医師として望まれる言

動、立ち振る舞いなどに対する学びとなり、学生のコミュニケーション能力の向上に

つながった。これは共用試験 OSCE の結果(平均点約 11 点向上)にも表れている。 

今後は、360 度フィードバックにおいては、評価項目のポイントの比較や全体のポ

イント数により学習成果を図ることが可能であり、多くの人数から多くの回数の評価

を受けることが重要となるので、いかに 360 度フィードバックを行う回数、人員を増

やすかが課題となっている。また、P-Com は 24 名のメンバーから成り立っているが、

その数では十分とは言い難く、本取組の説明と P-Com の募集を継続して行っていく。 

 

図 ３ P-Com メンバーの学 生 教 育 への介 入 深 度  
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