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則宏１)・吉田 礼子２)・岩下 洋一朗１)・諏訪 素子２)
松本 祐子２)・志野 久美子２)・河野 博史２)

1) 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 健康科学専攻 社会・行動医学講座 歯科医学教育実践学分野
2) 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 歯科総合診療部

当分野は, 歯学部卒前教育, 卒直後の歯科医師臨床
研修, 卒後および生涯にわたる研修など, 歯科医師の
キャリアパスすべての過程に対する教育的支援ととも
にその根拠となるエヴィデンスの構築を行っている｡
特に卒直後の歯科医師臨床研修は, 医療者としての第
一歩を歩みだす非常に大切な時期であり, 平成18年度
からの法制化にも対応する必要があるため, その管理
運営, より良い臨床教育の提供へ向けたカリキュラム
開発, 教育方法および評価方法の開発などを行ってい
る｡ また, 全人的歯科医療の実践は, 患者−医療者間
の強固な信頼関係の上に成り立つものである｡ その基
盤の一つである ｢ヘルスコミュニケーション能力｣ に
ついて, 当分野では他施設と共同で質的・量的研究を
行うとともに, その結果を実際の医療現場へフィード
バックし, 研修歯科医教育または学部教育にも活用し
ている｡
医歯学教育のグローバルスタンダードと教育の質保
証, そして臨床実習に関する議論の行われている中,
実践研究を通して歯学教育の向上に貢献できるような
成果を提供できればと考えている｡

・ニーズ分析に基づくカリキュラムデザイン (卒前,
卒直後, 卒後) とその評価
・新たな教育方法, ツールの開発 (振り返り記録, シ
ミュレータ開発,
)
・新たな臨床能力評価法 (観察記録法, ｢振り返り記
録｣ 分析法等の開発)
・教育 (学習) 環境評価
・教育効果の分析 (アウトカムの分析)
・学習者個々の個性に応じた指導方法に関する研究
(学習スタイル分析)

・メンタリング, 学生支援に関する研究
・キャリアサポート, 進路相談 (女性歯科医師のキャ
リア支援等)
・指導者の教育業績評価に関する研究

・効果的なヘルスコミュニケーション教育の方法論に
関する研究

田口・吉田・岩下・諏訪・松本・志野・河野

・患者と医療者間の言語・非言語・コミュニケーショ
ンに関する研究
・ヘルスコミュニケーション能力の適正な評価法の開
発
・模擬患者の養成
・多職種間のコミュニケーションに関する研究
・ヘルスコミュニケーションとプロフェッショナリズ
ムに関する研究

広島大学病院 口腔総合診療科
東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科
育開発学分野
東京大学 医学教育国際協力研究センター
京都大学 医学教育推進センター
鹿児島大学 医歯学教育開発センター

日本歯科医学教育学会
日本総合歯科協議会
日本医学教育学会
ヨーロッパ歯科医学教育学会
ヨーロッパ医学教育学会

歯学教

など

・田口則宏 佐藤友昭 松口徹也 宮脇正一：鹿児
島大学歯学部
委員会 教員の教育能力開発 −
鹿児島大学歯学部の取り組み− 鹿歯紀 32 71
75 2012
・岩下洋一朗：平成23年度鹿児島大学病院歯科医師

臨床研修指導歯科医講習会報告 鹿歯紀 32 95
102 2012
・吉田礼子：三部局 (医学部
委員会・歯学部
委員会・医歯学総合研究科
委員会) 合同
企画：医療者のコミュニケーション教育に関する
講習会報告, 鹿歯紀, 32 109 111, 2012
・河野博史：日本医学教育学会主催 医学教育専門
家養成を目指したパイロットコース報告, 鹿歯紀,
32 113 118, 2012
・田口則宏, 諏訪素子, 吉田礼子, 松本祐子, 志野
久美子, 河野博史, 岩下洋一朗：鹿児島大学医学
部・歯学部附属病院歯科医師臨床研修プログラム
の評価, 鹿児島県歯科医師会会報, 101 8 10
2012
・松本祐子：
−３参加体験レポート 新しい医
学教育の流れ 45 64 67 2012
・田口則宏：臨床歯科医学教育 −診療参加型臨床
実 習 を 推 進 す る た め に − 鹿 歯 紀 31 41 46
2011
・諏訪素子：医学教育ワークショップに参加して,
新しい医学教育の流れ, 40 146 147 2011
・志野久美子：教育プログラム評価を行うためには,
新しい医学教育の流れ, 40 132 133 2011
・諏訪素子：医学教育ワークショップに参加して,
新しい医学教育の流れ, 39 211 212 2011
・志野久美子：講習会を通して得られたこと, 新し
い医学教育の流れ, 39 94 96 2011
・吉田礼子：臨床研修における模擬患者シミュレー
ション, 第15回日本コミュニケーション学会中国
四国支部大会・医療コミュニケーション教育研究
セミナー (第７回), 2012年12月, 広島.
・諏訪素子, 志野久美子, 松本祐子, 吉田礼子, 岩
下洋一朗, 田口則宏：鹿児島大学病院歯科医師臨
床研修の研修修了者による評価, 第５回日本総合
歯科協議会, 2012年12月, 大阪.
・松本祐子, 吉田礼子, 諏訪素子, 志野久美子, 岩
下洋一朗, 田口則宏：鹿児島大学医学部・歯学部
附属病院歯科医師臨床研修における鹿児島大学学
生歯科検診導入の試み, 第５回日本総合歯科協議
会, 2012年12月, 大阪
・志野久美子, 諏訪素子, 吉田礼子, 松本祐子, 岩
下洋一朗, 田口則宏：鹿児島大学病院における離
島診療研修の現状分析, 第５回日本総合歯科協議
会, 2012年12月, 大阪.
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・岩下洋一朗, 河野博史, 志野久美子, 諏訪素子,
松本祐子, 吉田礼子, 田口則宏：鹿児島大学病院
歯科医師臨床研修における
システム導
入の試み, 第31回日本歯科医学教育学会 2012年
７月, 岡山
・吉田礼子, 松本祐子, 諏訪素子, 志野久美子, 河
野博史, 岩下洋一朗, 田口則宏：歯科医師臨床研
修における
を用いた振
り返り, 第31回日本歯科医学教育学会, 2012年７
月, 岡山
・田口則宏, 中村典史, 杉原一正, 門川明彦, 今村
晴幸, 西原一秀, 岩崎智憲, 糀谷 淳：鹿児島大
学歯学部における臨床能力評価の取り組み, 臨床
実習終了時
第31回日本歯科医学教育学会
2012年７月, 岡山
・吉田礼子, 松本祐子, 諏訪素子, 志野久美子, 河
野博史, 田口則宏：患者説明研修におけるフィー
ドバックに関する研究 第30回日本歯科医学教育
学会 2011年７月, 東京.
・田口則宏, 田松裕一, 鎌下祐次, 諏訪素子, 河野
博史, 佐藤友昭, 松口徹也, 宮脇正一, 杉原一正：
鹿児島大学歯学部教員の教育活動に関するリフレ
クション
ワークショップの結果から 第30
回日本歯科医学教育学会 2011年７月, 東京.
・田口則宏：｢
歯
科医学におけるベストエヴィデンスとは？｣, 基
調講演 第１回歯科医学教育研究を議論する研究
集会, 日本歯科医学教育学会 2012年７月, 岡山
・田口則宏：｢学習者はどのように学ぶのか｣, 基調
講演 平成24年度鹿児島大学歯学部教員
ワー
クショップ 2012年６月
・田口則宏：｢学習者中心の教育と指導上のティッ
プス｣, 基調講演, 平成23年度九州大学歯学部カ
リキュラムプランニング講習会, 2011年８月
・田口則宏：｢歯科医師臨床研修制度について｣, 基
調講演, 第10回鹿児島大学歯学部同窓会進路相談
会, 2011年５月

・田口則宏：｢学習者中心の歯科医学教育｣, 基調講
演, 平成23年度鹿児島大学歯学部
ワークショッ
プ, 2011年１月
・平成24年度鹿児島大学歯学部
ワークショップ,
2012年６月23日
・平成24年度歯科医師臨床研修ワークショップ,
2012年４月
・平成23年度鹿児島大学医学部・歯学部附属病院歯
科医師臨床研修指導歯科医講習会, 2011年12月３−
４日
・第14回中国四国地区歯科医師臨床研修指導歯科医
講習会 広島県歯科医師会・広島大学病院 2012
年12月22−23日 タスクフォース：田口則宏
・第３回歯科医学教育者のためのワークショップ
(富士研), 日本歯科医学教育学会, 2012年12月13−
16日, タスクフォース：田口則宏
・平成24年度鹿児島大学歯学部
ワークショップ,
鹿児島大学, 2012年６月23日, ディレクター：田
口則宏, タスクフォース：吉田礼子, 岩下洋一朗
・第２回歯科医学教育者のためのワークショップ
(富士研), 日本歯科医学教育学会, 2011年12月８−
11日, タスクフォース：田口則宏
・平成23年度鹿児島大学医学部・歯学部附属病院歯
科医師臨床研修指導歯科医講習会 2011年12月３−
４日 ディレクター：田口則宏 タスクフォース：
諏訪素子, 吉田礼子, 松本祐子, 河野博史, 志野
久美子
・平成23年度第１回鹿児島大学新任教員
研修会,
鹿児島大学, 2011年10月25日, 鹿児島大学稲盛ア
カデミー, ディレクター：田口則宏
・平成23年度九州大学歯学部カリキュラムプランニ
ング講習会, 九州大学歯学部, 2011年８月６−７
日, タスクフォース：田口則宏
・第13回中国四国地区歯科医師臨床研修指導歯科医
講習会, 広島県歯科医師会・広島大学病院, 2011
年６月11−12日, タスクフォース：田口則宏

