歯学部コンピテンシー
学部DP

教養

専門性

情報力

行動力

学部DPフレーズ

人間性に富む豊かな
教養
【教養】

学部DP詳述

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、先人の足跡に学
び、人間性や倫理観に裏打ちされ
た豊かな教養を身につけている。

医療に対する社会の要請ならびに
歯科医学の進歩に主体的に、独創
目的につながる専門性 的に対応し、高度な医療福祉の
【専門性】
担い手となりうる歯科医師としての
専門的知識・技能・態度を身につ
けている。

効果的に活用できる
情報力
【情報力】

コンピテンシー（能力）

スポーツ・文化活動等に親しむこと
を含めて、自立した個人として日々
生涯に亘る自己実現力
自己実現力
を享受する姿勢を一層高め、生涯
【自己実現力】
に亘って歯科医療、歯科医学を志す
者として自己の成長を追求できる。

コンピテンシー（内容）

コンピテンシー（内容）の英訳

歯科医療人倫理

Ethics in the dental profession

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 act in good faith, respecting clinical
and research ethics and patients' rights.

社会規範の理解と遵守

Compliance with regulations

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。

To comply with the regulations of one's own
organization and society, recognizing
professional misconduct.

対人関係構築維持能力

Personal communication skills

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 establish trusting rapport with patients,
understanding their psychological and social
conditions.

医療社会基盤の理解

Consideration of medicosocial systems

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 dental medicine.

生命科学の知的基盤

Background in biosciences

歯科医療に関連する生命科学的知識を身に
つけている。

To utilize the knowledge of life sciences related
to dentistry.

臨床医学の知的基盤

Background in clinical
medicine

歯科医療に関連する臨床隣接医学知識を身に
つけている。

To utilize the knowledge of clinical medicine
related to dentistry.

治療計画策定力

Clinical planning abililty

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 construct an appropreate care plan
based on diagnoses.

予防・治療の技術

Prevention and therapeutic
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
care procedures to treat dental disorders.

情報活用能力

Information literacy 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 comply with confidentiality, updating
information and maintaining its quality.

Information exchange skills

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 perform patient-centered clinical
activities, sharing information with patients and
their families.

Evidence-based medicine

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 skillfully collect and apply high quality
evidence for the resolution of clinical problems.

診査・診断能力

Examination & diagnosis 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 make correct diagnoses by selecting
and performing proper examinations for each
clinical case.

国際的視野

Taking a global view

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 understand and discuss critical issues
in dental medicine to global standards.

実践的英語力

Ability with practical English

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, state and describe the
expertise of dental medicine in English

リサーチマインド

Having the mind of a
researcher

科学的研究を実践し、結果を分析・発表できる。

To perform scientific research, analyze the
results and make presentations.

医療人としての態度

Behavior as a medical
professional

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。

To act with dignity, thoughtfulness and behave
properly as a medical professional.

問題発見・解決能力

Trouble shooting skills

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 detect and scientifically solve the
problems that dental medicine presents.

プロフェッショナリズム

Professionalism

医療プロフェッショナルとして生涯にわたり自己
を高めてゆける。

To continue self-improvement as a medical
professional throughout life.

医療現場での対話能力

Team communication skills

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 establish effective interprofessional
cooperation in a dental team.

地域包括ケア展開力

Comprehension of regional
medicine

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。

To practice dental medicine, considering social,
cultural, enviromental factors and aging in
regional societies.

情報共有・説明能力
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・分析能力を身に付けると共に、
科学的医療の実践
成果を効果的に情報発信できる。

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

コンピテンシー（能力）の英訳

