歯学部コンピテンシー
学士力

教養

専門性

情報力

行動力

学修目標（学部DP）

人間性に富む豊かな教養【教養】
自然や社会の多様な問題に対して関心を持ち，主体的な問題解決に向けての論理的思
考力・判断力・創造力を有し，人間性や倫理観に裏打ちされた歯科医療人としての豊か
な教養を活かす能力を身につけている。

目的につながる専門性【専門性】
医療に対する社会の要請と歯科医学の進歩に，主体的に，独創的に対応できる。また，
高度な医療福祉の担い手となりうる歯科医師として，専門的知識・技能・態度を以って活
動できる。

「学修成果（LCOs）」
日本語

関連するコア・コンピテン
シー
日本語

関連するコア・コンピテン
シー
英語

臨床・研究での倫理規範と患者の権利を尊重し誠実に行動できる。

Ability to demonstrate a commitment to clinical and research ethic
codes, professional standards, and patient rights.

倫理観

Ethical Perspectives

職務上の不正を認識し、所属機関・社会の規範を遵守できる。

Ability to recognize professional misconduct and comply with
professional and social norms.

市民としての社会的責任

Responsible Citizenship

患者の心理・社会的状態を理解し、信頼関係を築くことができる。

Ability to empathize with patients' psychological and social conditions
and build a relationship based on trust.

チームワーク・リーダーシップ

Teamwork and Leadership

社会における各種医療運用システムを理解し応用できる。

Ability to understand and apply various medical management systems
to dentistry.

情報リテラシー

Information Literacy

歯科医療に関連する生命科学的知識を身につけ応用できる。

Ability to apply knowledge of life sciences to dentistry.

人類の文化、社会と自然に関
する知識の理解

Basic Knowledge of
Humanities, Society, and
Nature

歯科医療に関連する臨床隣接医学知識を身につけて応用できる。

Ability to apply knowledge of clinical medicine to dentistry.

生涯学習力

Lifelong Learning Skills

診断の結果に応じて、適切な治療計画をたてることができる。

Ability to choose an appropriate treatment plan based on diagnoses.

論理的思考力

Critical Thinking Skills

歯科領域の各種疾患の基本的な予防と治療を計画・実施できる。

Ability to plan and execute basic prevention and treatment of various
dental disorders.

論理的思考力

Critical Thinking Skills

情報のアップデートと品質管理をしつつ、守秘義務を遵守できる。

Ability to keep information up to date and practice quality control to
comply with confidentiality obligations.

倫理観

Ethical Perspectives

患者中心の視点で、家族を含めた情報共有のもと診療ができる。

Ability to demonstrate a commitment to a patient-centered practice
by sharing information with patients and their families.

情報リテラシー

Information Literacy

臨床上の問題解決に質の高いエビデンスを収集し応用できる。

Ability to adopt evidence-based practice in clinical decision making.

問題解決力

Problem-solving Skills

症例に応じて適切な診査・検査を選択実施し、適切に診断できる。

Ability to select and carry out suitable tests and examinations leading
to an appropriate diagnosis.

問題解決力

Problem-solving Skills

世界的水準で歯科医学的に重要な事象を理解し議論できる。

Ability to conduct and participate in global discussions of dental
medicine.

多文化・異文化に関する知識
の理解

Intercultural Skills

歯科医学の専門的内容を英語で理解、記述し表現できる。

Ability to understand and discuss specialized knowledge of
dentistry in English.

コミュニケーション・スキル

Communication Skills

科学的研究を実践し、結果を分析・発表できる。

Ability to conduct scientific research, critically analyze
the results, and present the information.

論理的思考力

Critical Thinking Skills

医療人として適切な態度で、品位と思いやりをもって行動できる。

Ability to demonstrate a willingness to act with the
dignity and thoughtfulness appropriate to the medical
profession.

倫理観

Ethical Perspectives

歯科医学における問題を発見し、科学的解決に導くことができる。

Ability to identify and solve problems related to the
field of dentistry using a scientific approach.

問題解決力

Problem-solving Skills

自己管理力

Self-management Skills

効果的に活用できる情報力【情報力】
先端的な歯科医学，歯科医療の発展を担うための問題発見，情報収集・分析・応用能
力を身に付けると共に，成果を効果的に発信できる。

時代と社会をリードする行動力【行動力】
歯科医学と歯科医療技術を基盤に，地域社会から国際的な場に至るまでの幅広い領
域で活躍できる。

生涯にわたる自己実現力【自己実現力】
社会・文化活動等に親しむことを含めて，自立した個人・社会の一員として日々を享受す
自己実現力
る姿勢を一層高め，生涯にわたって歯科医療，歯科医学を志す者として自己の成長を
追求できる。

「学修成果（LCOs）」
英語

医療プロフェッショナルとして生涯にわたり自己を高めていく重要性を Ability to explain the importance of in pursuing lifelong self説明できる。
development as a medical professional.

歯科医療チームにおいて多職種連携・協働を効果的に実現できる。

Ability to practice effective interdisciplinary
cooperation as part of a dental team.

チームワーク・リーダーシップ

Teamwork and Leadership

地域の社会、文化、環境的要因や高齢化を考慮し医療に従事でき
る。

Ability to practice dentistry while considering local
social factors, including cultural and environmental
factors and aging.

市民としての社会的責任

Responsible Citizenship

