
学科･コース 歯科衛生士学科　　　Ⅰ部 

回

【授業単元】Unit 6

【授業形態】 講義

【到達目標】

以前の病歴とその治療について患者に聞くことができる

【授業単元】Unit 5

【授業形態】 講義

【到達目標】

最近の歯の症状・治療について聞くことができる
口腔・歯各部位について説明できる
口腔内のどの部分に問題があるか尋ねることができる

【授業単元】Unit 7 Pt.1 & 2

【授業形態】 講義

【到達目標】

歯周病について説明できる
歯周病の治療について説明できる

【授業単元】Unit 9

【授業形態】 講義

【到達目標】

歯石除去の必要性を説明できる
歯石除去の方法を説明できる

【授業単元】Unit 14

【授業形態】 講義

【到達目標】

大人のための細かい歯磨きの手順を説明できる

８

科目名 15時間 1単位 講師名 ILC

歯科英語

【授業への心構え・留意点】

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

滋慶学園の英語教育に長期にわたって携わってきた英語教員が、
学生が専攻分野に関連した専門英語の基本的な表現を使って、外国人を前に怖がったり、恥ずかしがったりせず、
流暢でなくても意思疎通を図ろうとする「姿勢」を身につけることを目的とした授業を行う。

歯科衛生士として、職場で使われる英語の語彙、表現方法を学ぶとともに、ロールプレイをともして実践的なコミュニケーション練習を行う。自身が専門的に学ん
でいることを英語で表現したときの違いを感じたり、異なる言語でコミュニケーションする際に必要なことに気づく、発音を気にせず単語を並べるだけでも積極的
に英語を使うことにチャレンジしてほしい。

開講時期 2年 前期　　月曜日　1時限&2時限

【講師略歴】

【科目目標（一般目標）】　

歯科衛生士として、外国人の患者さんと簡単な英語コミュニケーションができ、対応できるようになる

【使用教科書・教材・参考書】

授　業　概　要

【歯科英語】の語彙力を身につける

歯科衛生士として、外国人の患者さんと簡単な英語コミュニケーションができるようになる

１

歯科英語

２

３

４

５

６

【授業単元】Unit 10

【授業形態】 講義

【到達目標】

歯の問題を詳しく説明できる
治療の必要性と詳細を説明できる

７

【授業単元】Unit 11

【授業形態】 講義

【到達目標】

歯の治療（シーランド）について提案・説明できる

定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（20点満点）

　 実施方法：

定期試験（80点満点）

　 実施方法：　筆記試験



学科･コース

回

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】 講演・演習

【到達目標】

歯科業界で使用する漢字を読み書きすることができる。

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 クラスリーダー主体のクラス交流会

【授業形態】 講演・演習

【到達目標】 クラスリーダーが主体となり、クラス全体の交流を深め帰属意識を高めることができる

科目名

キャリアデザインⅡ
15時間 1単位 講師名

永井　里枝・
加藤　由梨乃

必須
開講時期 2年

前期　後半
月曜日　　　3限歯科衛生士学科　　　Ⅰ部

【講師略歴】

氏名：永井　里枝　　保有資格：歯科衛生士 略歴：歯科衛生士として一般診療所を経て、2020年度より歯科衛生士専任教員。

【授業への心構え・留意点】　

本校3年制の歯科衛生士学科において、2年次は臨地臨床実習へ臨む大切な学年です。 自身の将来像を明確にすることでより有意義な学校生活を過ごせるように、また臨床実習への準備を整えます。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

卒業後どのような歯科衛生士になりたいか、どのようなの現場で活躍したいかなど自身の将来像を明確にすることで、日々の学びや臨床実習へ取り組む姿勢を前向きに整える。

【科目目標（一般目標）】

卒業後の将来像を明確にし、学ぶ姿勢を身に付ける 　

【使用教科書・教材・参考書】

授　業　概　要

1

小学校健康診断実習について/働く歯科衛生士

講義・演習

小学校の健康診断時での歯科衛生士の業務内容を理解する事ができる。

働く歯科衛生士の様子を知り、就職先についてイメージを明確にすることができる

国家試験・卒業までの流れを知り、自身のこれからの目標を明確にする

2

就職について

講演

就職活動の流れを理解する事ができる。

就職活動に必要な知識をまとめることができる。

歯科衛生士の活躍の場を知り、自身のこれからの目標を明確にする

就職活動に向けて身構え、気構え、心構えを持つことができる。

3

国家試験

講演

国家試験までの流れを理解する事ができる。

ロードマップを作成し、今後の学習計画を立てることができる。

国家試験に向けて身構え、気構え、心構えを持つことができる。

4

マナー講座①メンタルトレーニング

講演

社会人としてのマナーを理解し、実施することができる。

臨床実習にむけて医療人・社会人としての心がまえを持つことができる。

5

マナー講座②文章術

文章読解力や作文能力を身に着け、実践することができる。

6

在校生講演

講演

臨床実習へのイメージを明確にすることができる

臨床実習実習に向けて身構え、気構え、心構えを持つことができる。

8

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

提出物・レポート・出席率でS・U評価となる

7

レポートの書き方

講演

レポートの正しい書き方を理解し、実践することができる

期日を守りレポートを提出することができる



学科･コース

医療人は医療現場で素早い決断を求められることが多い。医療人は自分の判断と行動が正しい理由を、医学的観点だけでなく倫理的観点からも説明できなければ

回

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】 ゲノム編集について理解する

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 終末期医療

【授業形態】

【到達目標】 医学の進歩によりこれまでの生命観や価値観と合わない医療が出現したことを知る

人の生死に医療が介入するようになたことを理解する

安楽死・尊厳死の定義を説明できる

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

８

科目名

医療倫理　Ⅱ
15時間 1単位 講師名 深川雅彦

必修
開講時期 2年

前期
木曜日　　　1，2限歯科衛生士学科　　　1部

【講師略歴】

歯科大学卒業後、英国リーズ大学大学院で学位取得。現在、横浜市で歯科開業。30年以上歯科医師として歯科臨床に携わると同時に、国内外の学会誌等で医師患者
関係論に関する論文発表を行ってきた。著書：The Light and Shadow of Globalization、論文：Teeth Color in Japan: A Cultural Study　米国審美歯科学会誌、交換可能な
消費財としての歯　日本顎咬合学会誌、等

【授業への心構え・留意点】　

講義では、倫理理論を丸暗記するのではなく、医療の現場で起こる倫理的諸問題に理論をどのように適用するか考えることが求められる。講義で扱う具体的な事例につ
いて主体的に考え積極的に発言し議論をする授業参加型の態度を期待する。予習として、テキストで授業内容に該当する部分を読み、講義後は配布された資料に目を
通しておくこと。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

ならない。倫理理論は個々の判断や行動を正当化するための根拠を提供してくれる。本講義では、実際に起こった事件や出来事などの例を考察しながら、時代と共に
変化する倫理の基本概念を理解し医療人としてふさわしい行動がとれる方法論を学ぶ。

【科目目標（一般目標）】

医療倫理Ⅱでは現代の医療倫理の問題を扱う。現代では医学の飛躍的な進歩や高度化したため、これまで人類が経験したことのない新たな倫理的問題が生じている。
本講義では、ヒトの生死や遺伝子に関わる医療がもたらす問題について実例を交え医療倫理の観点から考えていく。

【使用教科書・教材・参考書】

授　業　概　要

1

パンデミックと倫理を検討するための必要な免疫とワクチンの基礎知識

講義

免疫とは何か理解する

免疫担当細胞を説明できる

抗体を説明できる

2

パンデミックと倫理

講義

パンデミック下の医療資源の配分の問題点を説明できる

救命数最大化と生存年数最大化を説明できる

ワクチン接種と患者治療の優先順位を考える

新型コロナワクチンとEBMを理解する

3

ゲノム編集と倫理

講義

クリスパー・キャス９とは何か、その構成を知る

ゲノム編集技術の開発が進む主な分野を知る

デザイナーベビーの倫理的問題について考える

4

再生医療

講義

「STAP細胞発見」の例から幹細胞利用の問題点を知る

再生医療の基礎知識を学ぶ

幹細胞（（ES細胞・iPS細胞・体性幹細胞）について学ぶ

再生医療をめぐる倫理的問題について考える

5

出生前診断

講義

「障害児を産む産まないは自己責任」か障害児出産について考える

出生前診断の定義・目的・手法について学び、出生前診断にひそむ問題を考える

人工妊娠中絶と女性の自己決定の問題を理解する

出生前診断の結果に基づく人工妊娠中絶は、優生学的な生命の選別に当たるのか考える

6

講義

「生命の尊厳」対「生命の質」について考える

7

臓器移植と脳死

講義

臓器移植の必要性を説明できる

脳死について説明できる　なぜ脳死が問題なのか考える　臓器移植のタイプを知り、各方法の問題点を考える

三徴候死が説明できる　脳死賛成論と脳死反対論を検討する

定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（20点満点）

定期試験（80点満点）



回 回

8

科目名

口腔衛生学 II
30時間 2単位 講師名

石川芽生、梶山創太郎、今井奬、
カイルール マティン

必修

開講時期 2年 前期前半 木曜日1，2時限、前期後半 金曜日1，2時限
学科･学部 歯科衛生士科　　　Ⅰ部

【講師略歴】　石川芽生：歯科医師、博士（歯学）。鶴見大学歯学部所属。梶山創太郎：歯科医師、博士（歯学）。鶴見大学歯学部所属。今井奬：歯学博士。

カイルール マティン：歯科医師、歯学博士。

　

【授業への心構え・留意点】

毎回の講義の予習・復習だけでなく、関連する他の講義や実習の復習も行いましょう。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

仕事は、社会からの二－ズにより成立します。医療における今を見つめ、将来を見据えたときに「口腔と全身の健康」が鍵となります。したがって、歯科保健指導に携わる歯科衛生士として
どのように「口腔と全身の健康」に関わるべきかを常に模索しつづける姿勢が必要になります。まずは口腔衛生学を学び、そのヒントを得てください。

【科目目標（一般目標）】　

細菌学、生化学、衛生・公衆衛生学、保存修復学の知識を基盤に、口腔衛生学を理解する。

【使用教科書・教材・参考書】

スライド、指定の教科書

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】歯周病の成り立ちと病態

9

【授業単元】ライフステージ・ライフコースアプローチ総論

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
歯周病の成り立ちとその病態について理解する。

【到達目標】
ライフステージとライフコースアプローチについて理解する。

2

【授業単元】歯周病と全身疾患

10

【授業単元】妊娠期の口腔衛生

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
口腔と全身との関連について理解する。

【到達目標】
妊娠期の口腔の特徴について理解する。

3

【授業単元】歯周病の検査

11

【授業単元】乳幼児期の口腔衛生

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
歯周病の検査の方法と評価を理解する。

【到達目標】
乳幼児の口腔の特徴を理解する。

4

【授業単元】歯周病予防①

12

【授業単元】学童期の口腔衛生

【授業形態】 講義 【授業形態】

【到達目標】
歯周病の予防方法について理解する。

【到達目標】
学童期の口腔の特徴を理解する。

5

【授業単元】歯周病予防②

13

【授業単元】成人期の口腔衛生

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
歯周病の予防方法について理解する。

【到達目標】
成人期の口腔の特徴を理解する。

6

【授業単元】口臭の病態と予防対策

14

【授業単元】高齢者の口腔衛生

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
口臭の病態と予防方法を理解する。

【到達目標】
高齢者の口腔の特徴を理解する。

7

【授業単元】国際歯科保健

15 定期試験

【授業形態】 講義

【到達目標】
国際歯科保健活動について理解する。

　 実施方法：　選択肢/記述

定期試験（60点満点）

　 実施方法：　選択肢/記述

中間テスト

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）

　 実施方法：　選択肢/記述

中間テスト（30点満点）



学科･コース 歯科衛生士学科　　　１部

回

８

科目名 15時間 1単位 講師名 畑山　貴志

保存修復学
開講時期 ２学年 前期　　火曜日　1.2時限

【講師略歴】

略歴：国立東京医科歯科大学歯学部歯学科卒業，同大学院修了（歯学博士）．現在同大学院特任助教．
専門医資格など：日本歯科保存学会認定医

【授業への心構え・留意点】

教科書を忘れずに参加をお願いいたします．

　

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

高頻度歯科治療である保存修復治療の基本と応用について学習する					
					

【科目目標（一般目標）】　

保存修復分野の診療に際し必要な知識を習得し、各修復法の目的を理解し、必要となる器材・材料についての知識を習得する。

【使用教科書・教材・参考書】

最新歯科衛生士教本　歯の硬組織・歯髄疾患　保存修復・歯内療法

授　業　概　要

１

【授業単元】 保存修復学

【授業形態】 講義

【到達目標】

保存修復で扱う疾患を説明する。

２

【授業単元】保存修復学各論１

【授業形態】講義

【到達目標】

う蝕について説明する。

３

【授業単元】 保存修復学各論２

【授業形態】講義

【到達目標】

直接法修復について説明する

４

【授業単元】保存修復学各論３

【授業形態】講義

【到達目標】

直接法修復に用いる材料とその取扱いについて説明する

５

【授業単元】保存修復学各論４

【授業形態】講義

【到達目標】

間接法修復について説明する

６

【授業単元】保存修復学各論５

【授業形態】講義

【到達目標】

間接法修復に用いる材料とその取扱いについて説明する

７

【授業単元】保存修復学各論６

【授業形態】講義

【到達目標】

最新の保存修復治療について説明する

定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（20点満点）

　 実施方法：選択肢式試験

定期試験（80点満点）

　 実施方法：選択肢式試験



学科･コース 歯科衛生士学科　　　１部

回

８

科目名
15時間 １単位 講師名 大塚　源

歯内療法学
開講時期 ２学年 前期 　火曜日　１/2時限

【講師略歴】

保有資格：歯科医師、日本保存学会専門医、日本歯周病学会専門医

略歴：2010年に３月に歯科医師免許を取得し、日本歯科大学付属病院で臨床研修医として１年間研修後、2011年4月から日本歯科大学付属病院総合診療科に勤務。

　　　　歯内療法チームと歯周治療チームに所属。2016年から助教。

【授業への心構え・留意点】

歯内療法は歯科診療において行う機会が多く、歯を保存するためにはとても大切な治療になります。

卒業後のことも意識しながら授業に望んでもらうと良いと思います。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

歯内療法における疾患の種類や、それに対する治療の流れ、使用する材料や道具を学ぶことにより、卒業後のスムーズ
な歯科業務に結びつけることができる。

【科目目標（一般目標）】　

・歯髄に起こる病変と治療法について理解する。
・歯内療法の術式について理解する。
・歯内療法に必要な器具器材を理解する。

【使用教科書・教材・参考書】　歯科衛生士教本、配布資料
授　業　概　要

１

【授業単元】 歯髄疾患

【授業形態】 講義

【到達目標】歯髄疾患の原因・分類・症状、歯髄疾患の検査・診断・処置について理科する。

２

【授業単元】根尖性歯周疾患

【授業形態】講義

【到達目標】根尖性歯周疾患の原因・分類・症状、根尖性歯周疾患の処置について理解する。

３

【授業単元】歯髄の保存療法

【授業形態】講義

【到達目標】歯髄鎮痛消炎療法、覆髄法について理解する。

４

【授業単元】歯髄の除去療法、歯髄切断法

【授業形態】講義

【到達目標】断髄法と抜髄法について理解する。

５

【授業単元】根管治療、根管充填

【授業形態】講義

【到達目標】根管治療、根管充填について理解する。アペキソゲネーシス・アペキシフィケーションについて理解する。

６

【授業単元】外科的歯内療法

【授業形態】講義

【到達目標】外科的歯内療法の適応・術式について理解する。

７

【授業単元】歯内療法における偶発症、歯のホワイトニング

【授業形態】講義

【到達目標】歯内療法における偶発症、歯のホワイトニングについて理解する。

定期試験
【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（40点満点）
　 実施方法：記述試験
定期試験（60点満点）

　 実施方法：記述試験



回 回

8

科目名

歯科補綴学
30時間 2単位 講師名 　佐藤貴映（サトウタカオ）

必修

開講時期 ２年 前期　　水曜日　１・２時限
学科･学部 歯科衛生士学科　　　Ⅰ部

【講師略歴】

保有資格　歯科医師　歯学博士　明海大学歯学部非常勤講師　滋慶学園グループ歯科衛生士学部非常勤講師　新東京歯科技工士学校非常勤講師　歯科医学教育国際支援機構理事（OISDE)　ヘルスサイエンス大学ラオス国立客員教授　ヘルスサイエンス大学カンボジア王国立客員講
師など　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和光市ひかり歯科クリニック院長，朝霞地区歯科医師会理事会（和光支部長）

【授業への心構え・留意点】

この授業を通し，皆さんには歯科医療専門家の一人として歯科医師と連携を取りながら患者さんのニーズに応えることはもちろん、患者さんから頼られる歯科医療人になってもらいたいと考えています．皆さんにとって有意義な授業になるよう，実際の医療現場を伝えたり，他科との繋がりや
考え方も伝えたいと思っています．専門用語が頻繁に出てくるので，予習はしてください．また，わからない専門用語は必ず質問してください．

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

歯科医院に通院するほぼすべての患者さんの最終目的であろう美味しく不安なく食事ができるための補綴装置についてしっかりと学んでいただき，口腔内清掃を指導する際にどのような補綴装置が装着されているか，その補綴装置をどのように清掃してもらって，長期的に使用してもらうか
を関連付けてください．咀嚼障害から患者さんを救うために必要なさまざまな知識を医療現場の実際と共に伝えます．歯科医療専門職として咀嚼障害をもつ患者さんの傍に寄り添えるよう歯科補綴学の知識をしっかりと身ににつけていただきたいと思います．

【科目目標（一般目標）】　

歯科における補綴の意義と目的を学術的・臨床的に理解する．補綴歯科治療は，歯や顎などの欠損といった身体の障害を克服して，生き生きとした生活が送れるよう支援する医療である．補綴治療の各ステップを修得し，治療前，治療期間中，補綴物装着時・装着後の各々の段階に応じ
て歯科衛生士が行う診療補助および患者指導を学ぶ．

【使用教科書・教材・参考書】

最新歯科衛生士教本　咀嚼障害・咬合異常１　歯科補綴　第2版

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】歯科補綴の概要

9

【授業単元】有床義歯治療

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】補綴歯科治療の目的を概説できる．歯の欠損に伴う生理的変化を説明できる．補綴装置の種類と特徴を概説できる． 【到達目標】有床義歯治療の特徴を概説できる．

2

【授業単元】歯科補綴の概要

10

【授業単元】有床義歯治療

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】補綴装置の種類と特徴を説明できる．補綴歯科治療における歯科衛生士の役割を概説できる． 【到達目標】全部床義歯治療の流れを概説できる．

3

【授業単元】補綴歯科治療の基礎知識

11

有床義歯治療

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】補綴歯科治療における咬合と歯列にかかわる基本的な用語を概説できる．口腔機能の特徴を説明できる． 【到達目標】全部床義歯治療の患者への説明と指導が実施できる．全部床義歯治療に伴うトラブルとその対応が説明できる．

4

【授業単元】補綴歯科治療における検査

12

【授業単元】有床義歯治療

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】口腔内の検査を説明できる．咬合と顎機能検査の種類と特徴を説明できる． 【到達目標】部分床義歯治療の特徴を概説できる．

5

【授業単元】クラウン・ブリッジ治療

13

【授業単元】有床義歯治療

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】クラウン・ブリッジ治療の特徴を概説できる． 【到達目標】有床義歯治療の流れを説明できる．

6

【授業単元】クラウン・ブリッジ治療

14

【授業単元】有床義歯治療

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】クラウン・ブリッジ治療の流れと流れに沿った器材を準備できる． 【到達目標】部分床義歯治療の患者への説明と指導が実施できる．部分床義歯治療に伴うトラブルとその対応を説明できる．

7

【授業単元】クラウン・ブリッジ治療

15 定期試験
【授業形態】 講義

【到達目標】クラウン・ブリッジ治療の患者への説明と指導が実施できる．クラウン・ブリッジ治療に伴うトラブルとその対応が説明できる．

　 実施方法：対面もしくはWebにて実施する．
定期試験（60点満点）

　 実施方法：対面もしくはWebにて実施する．

中間テスト
【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）
　 実施方法：8回目，15回目を除き毎回実施する．最高点は10点とする．
中間テスト（30点満点）



実際には子どもの口腔ケアに関して高い関心を持つ保護者も少なくない。う蝕だけでなく咬合や習癖、増加傾向にある外傷など、小児歯科の取り扱う分野は

回 回

8

科目名

小児歯科学
30時間 2単位 講師名 永尾　悦子

必修

開講時期 2年 前期　　火曜日   1,2時限
学科･学部 歯科衛生士学科　　　Ⅰ部

【講師略歴】

保有資格：歯科医師、博士(歯学)、日本小児歯科学会専門医　

略歴：大学病院で診療、研究.を経て現在は都内歯科医院にて歯科診療に従事

　

【授業への心構え・留意点】

小児歯科学は小児に関する歯科診療全般を学ぶため、これまで皆さんが学んできた歯科に関する基礎知識をフル活用して授業に臨んでほしいと思います。

また日常生活の中で、折に触れ子どもに接し、観察し子どもを知るように努めることで授業内容への理解が一層深まるでしょう。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

少子化が進み１人あたりのう蝕有病率が減少する近年、歯科医療の現場における小児歯科の需要が減少してきたかのような誤解が持たれているが、

多様化しており、より専門的な知識が求められている。

【科目目標（一般目標）】　

発育途中にある小児の心身の成長変化について理解するとともに小児の歯科診療の特性を知り、口腔保健の重要性や口腔疾患の予防、治療についての

知識を深める。

【使用教科書・教材・参考書】

歯科衛生士教本 ｢小児歯科｣ 医歯薬出版株式会社    配布資料

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】小児歯科学概論、発育の概念と分類、発育状態の評価

9

【授業単元】小児歯科診療における診療体系

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
・なぜ小児歯科を学ぶ必要があるのか。小児歯科の特性について考え今後の学
習の動機づけとする。
・発育の概念や原則を理解する。
・発育期の分類と各時期における特徴を知る。

【到達目標】
・1口腔1単位とした小児歯科診療の流れを理解し具体的な診療システムを知る。
・母親教室やリコール（定期診査）の意義を説明する。

2

【授業単元】生理的年齢、器官の発育、精神発達

10

【授業単元】小児への歯科的対応法

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
・器官によって発育パターンに違いがあることを知る。
・言語、情動、運動機能の発達について学ぶ。
・特に摂食、嚥下機能の発達について学ぶ。

【到達目標】
・小児歯科と成人歯科との対応法の違いについて説明する。
・診療に恐怖心や不安が強い小児に対してどのような歯科的対応や工夫がなさ
れているか知る。

3

【授業単元】小児の生理的特徴、顔面頭蓋の発育

11

【授業単元】小児歯科におけるう蝕予防、抑制と歯科衛生士の役割

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
・小児の生理的特徴について知る。
・脳頭蓋、顔面頭蓋の発育の特徴について知り、上下顎の発育と成長様式を説
明する。

【到達目標】
・小児歯科診療での歯科衛生士の実際の業務を知り、様々な注意点について理
解する。
・小児のう蝕予防の方法やう蝕進行抑制法にはどのようなものがあるかを知る。

4

【授業単元】歯の発育と特徴とその異常

12

【授業単元】小児の歯冠修復処置

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
・乳歯と幼若永久歯の形態学的特徴を知る。
・乳歯、永久歯はいつ頃からつくられ、どのように萌出するかを理解するとともに、
歯の形成異常や萌出異常はどのようなものがあるかを知る。

【到達目標】
・小児診療での審査法について学ぶとともに、乳歯や永久歯の歯冠修復の方法
について理解する。

5

【授業単元】歯列咬合の発育と異常

13

【授業単元】小児の歯内療法

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
・乳歯列の歯並びや咬合の特徴を知り、どのように永久歯に変化していくか理解
する。
・歯列および咬合の発育異常を概説する。

【到達目標】
・乳歯や幼若永久歯の歯内療法（比較的重度なう蝕治療）方法や具体的に使用
する機材・薬剤について知る。

6

【授業単元】小児にみられるう蝕

14

【授業単元】小児の外傷、外科的処置、咬合誘導

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
・乳歯う蝕の特徴、為害性、罹患型と年齢別の好発部位を理解する。
・幼若永久歯のう蝕の特徴を説明する。

【到達目標】
・小児の外傷、抜歯などの外科的処置について方法と注意点を知る。
・小児歯科で行われる咬合誘導（主に保隙装置）について理解し、用いられる装
置の種類、適応症および留意点を説明できる。

7

【授業単元】小児みられる口腔軟組織の異常と疾患

15 定期試験

【授業形態】 講義

【到達目標】
・小児の口腔軟組織（歯肉、口腔粘膜、口唇など）にみられる疾患や異常につい
て知る。
・唇裂口蓋裂の問題点と小児歯科の関わりを説明する。

　 実施方法：

定期試験（60点満点）

　 実施方法：

中間テスト

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）

　 実施方法：

中間テスト（30点満点）



回 回

8

科目名

矯正歯科学
30時間 2単位 講師名 岸　重人

必修

開講時期 ２年 前期　　月曜日　1.2時限
学科･学部 歯科衛生士科　　　Ⅰ部

【講師略歴】

元旧日本興学会歯科診療所矯正歯科担当

　

　

【授業への心構え・留意点】

毎回のワークショップを丁寧に考えながら勧めて下さい。

はさみとスティックのりは準備しておいてください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

歯科矯正に従事する歯科衛生士の業務範囲は広くほとんどが診療補助でなく主体的(つまりデンタルチェアの右側に座ってする業務)になります。

なぜそのようになるかがこの授業シリーズで分ってきます。

【科目目標（一般目標）】　

矯正歯科診療のある場面を見た時にそれが患者さんにとってどの場面の治療風景なのかがわかるようにしていきます。

【使用教科書・教材・参考書】

新歯科衛生士教本　全国歯科衛生士教育協議会　編集　医歯薬出版　配布オリジナルワークブック、シチュエーション別カード、プラチナチェック他

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】初診相談の内容：治療の流れに沿って

9

【授業単元】"いよいよマルチブラケット装置登場です"

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
1)初診相談の内容と注意事項から歯科矯正学の意義を理解する。
2)患者さん及び家族に矯正歯科治療のベネフィットとリスクをわかりやすく説明で
きる。"
 

【到達目標】
1)マルチブラケット装置による治療を学習します。
2)結紮方法を理解する。

2

【授業単元】アングル不正咬合分類を手で覚える

10

【授業単元】"マルチブラケットのアポイントが続きます"

【授業形態】 講義及びワークショップ 【授業形態】 講義

【到達目標】
1)アングル不正咬合分類を懐かしい切り絵ワークショップによって理解する。
2)診断資料の分析やその準備を学び、実践できるようにする。"
 

【到達目標】
1)アーチワイヤー交換・調整など頻度の高いアポイント内容を学習する。
2)調整時に使用するインスツルメントの準備が出来るようにする。"
 

3

【授業単元】頭部X線規格写真(セファロ)の理解

11

【授業単元】"4名の患者さんの治療が着実に進みます"

【授業形態】 講義及びワークショップ 【授業形態】 講義

【到達目標】
1)頭部X線規格写真(セファロ)の計測ポイントを学習します。
2)アーチレングスディスクレパンシーについて学習します。"
 

【到達目標】
1)顎間固定法とその方法を理解する。
2)主な顎間ゴムの扱いをわかりやすく説明できる。

4

【授業単元】"4名の患者さんの装置を装着するアポイントです"

12

【授業単元】"ブラケットを外して保定装置に移行します"

【授業形態】 講義及びロールプレイング 【授業形態】 講義

【到達目標】
1)矯正装置を装着する際に使用する器材を理解する。
2)装置の性質や扱いを患者さん親子にわかりやすく説明できる。

【到達目標】
1)ブラケットを外す手順を理解する。
2)保定装置の種類と意義について理解する。

5

【授業単元】矯正用バンドの装着方法と手順について

13

【授業単元】歯の移動時の組織学的変化を学びます

【授業形態】 講義 【授業形態】

【到達目標】
1)矯正用バンドの装着方法と手順について学習します。
2)必要な使用器材を理解する。

【到達目標】
１）歯の移動時の組織学的変化をヴィジュアルで学びます
2)治療期間がなぜかかるかを理解する。

6

【授業単元】矯正力の作用時間について

14

【授業単元】ここまでの治療の流れをプラチナチェックで復習

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
1)矯正力の作用時間について学習します。
2)歯列の形状の特長について理解する。

【到達目標】
1)初診から永久歯列期治療までの知識と使用した手技の総復習をします。
2)ここまでの矯正治療で達成できたことをわかりやすく説明できる。"
  

7

【授業単元】ここまでの治療の流れをプラチナチェックで復習

15 定期試験

【授業形態】 講義

【到達目標】
1)初診から混合歯列期治療までの知識と使用した手技の総復習をします。
2)ここまでの矯正治療で達成できたことをわかりやすく説明できる。"
  

　 実施方法：　2者択一問題にて行います。

定期試験（60点満点）

　 実施方法：　回答選択問題にて行います。

中間テストおよび８回目講義入ります

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）

　 実施方法：　10回分の小テスト(各1点：第2回より開始予定)にて行います。

中間テスト（30点満点）



回 回

8

科目名

口腔外科学 30時間 2単位 講師名 石畝　亘
必修

開講時期 2年 前期　　水曜日　1.2時限
学科･学部 歯科衛生士学科　　　Ⅰ部

【講師略歴】　  平成9年3月　 　日本歯科大学卒業

　　　　　　　　　 平成9年4月　　 東京医科歯科大学第2口腔外科入局(現顎口腔外科学分野）　

                    平成18年4月　　社会保険中央総合病院歯科勤務（現東京山手メディカルセンター）

                    平成25年11月　 医療法人尚寿会大生病院歯科口腔外科勤務　　　　　　平成１９年４月より日本医歯薬専門学校口腔外科学非常勤講師任用

【授業への心構え・留意点】

この授業では、症例写真や処置時の写真を多く見せます。頭に画像を焼き付ける様にして学習して下さい。
毎年、口腔外科という科目に抵抗があり、最初写真も見たくないという生徒が多いのですが、13回の授業が終了した時に、口腔外科に興味がもてる様な授業を
目指し行ないます。中間・定期試験問題にしやすい部分は、繰り返し強調し教えるのでメモをする様にしましょう。
国家試験に繋がるポイントも話すので、集中しましょう！

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

口腔外科疾患を学ぶ事により、患歯の治療時に一口腔単位で口の中を診る目が養われます。更に、口腔内変化（病変）より全身疾患との関連も考える知識が
身につきます。有病者の増加、そして高齢社会に向かう中、患者の口腔管理が重要となり病変の早期発見・治療までのマネージメントができるスキルが必要で
あり、学ぶことのできる科目です。今後は大学病院や総合病院の歯科勤務を希望する衛生士だけでなく、個人医院で勤務する衛生士も訪問歯科診療が増える
時代となり、顎・口腔粘膜疾患に遭遇する機会は多くなります。

【科目目標（一般目標）】　

口腔外科の概要・疾患を学び、歯科衛生士として必要な知識及び診断・治療法を理解する。
歯科麻酔法と全身管理、緊急時の対応（救急蘇生法）について理解する。
小手術に対する介助、必要な器材を理解する。

【使用教科書・教材・参考書】

口腔外科・歯科麻酔（医歯薬出版）

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】先天異常・変形症

9

【授業単元】唾液腺疾患、口腔領域の神経疾患

【授業形態】 講義（PCプロジェクター使用） 【授業形態】 講義（PCプロジェクター使用）

【到達目標】
顎口腔領域の先天異常の種類、治療方法について理解する。

【到達目標】
唾液腺にみられる疾患の症状、診断、治療方法を理解する。口腔乾燥症患者の口
腔衛生指導の必要性を理解する。
口腔領域における神経支配、神経疾患の診断、治療方法を理解する。

2

【授業単元】損傷、外傷と創傷処置

10

【授業単元】血液疾患と出血性素因

【授業形態】 講義（PCプロジェクター使用） 【授業形態】 講義（PCプロジェクター使用）

【到達目標】
顔面外傷、顎骨骨折、口腔内の外傷を症状、診断、治療方法について理解する。
外傷時の口腔衛生管理、栄養指導など歯科衛生士として必要な知識を理解する。

【到達目標】
血液疾患と口腔内・外に発現する症状との関連を理解する。
出血性素因を有する患者の全身状態、歯科治療時の注意事項・対処法を理解す
る。
口腔出血への対応・処置法について理解する

3

【授業単元】粘膜疾患

11

【授業単元】口腔外科診療の実際（抜歯術）

【授業形態】 講義（PCプロジェクター使用） 【授業形態】 講義（PCプロジェクター使用）

【到達目標】
粘膜疾患の種類、診断、治療方法について理解する。
口腔内だけではなく皮膚疾患との関連、全身疾患の部分症状として現れる粘膜症
状を理解する。

【到達目標】
抜歯時の適応症と禁忌症、また器材の準備につき学ぶ。
抜歯の基本的手順を学び介助時のポイントを理解する。

4

【授業単元】炎症

12

【授業単元】歯科麻酔の麻酔法

【授業形態】 講義（PCプロジェクター使用） 【授業形態】 講義（PCプロジェクター使用）

【到達目標】
炎症に対する診断、治療方法、口腔衛生管理・栄養管理を理解する。
炎症時の適確な消炎処置、抗菌剤の投与等につき理解する。

【到達目標】
歯科麻酔についての概略、患者の管理について理解する。
全身麻酔、局所麻酔法、精神鎮静法の目的、方法に関して理解する。

5

【授業単元】顎関節疾患

13

【授業単元】救急蘇生法

【授業形態】 講義（PCプロジェクター使用） 【授業形態】 講義（PCプロジェクター使用）

【到達目標】
顎関節の解剖、運動を理解する。顎関節にみられる疾患の症状、診断、治療法を
理解する。

【到達目標】
歯科診療時における患者急変時に迅速かつ的確な処置ができる様、偶発症の原
因・種類その対応法につき理解する。

6

【授業単元】嚢胞

14

【授業単元】口腔外科診療の実際（小手術）

【授業形態】 講義（PCプロジェクター使用） 【授業形態】 講義（PCプロジェクター使用）

【到達目標】
顎骨内にできるもの・軟組織にできるもの、歯に関連してできるもの・それ以外のも
のに分けられるが、各嚢胞の症状、診断、治療方法を理解する。

【到達目標】
嚢胞摘出、腫瘍切除、歯槽整形、歯牙移植など外来で管理できる小手術に関し適
応、手術方法、歯科衛生士としての介助について理解する。

7

【授業単元】腫瘍

15 定期試験

【授業形態】 講義（PCプロジェクター使用）

【到達目標】
腫瘍は良性・悪性に分類されるが、性状の違いを理解する。
診療において腫瘍の症状、診断、治療方法、また腫瘍類似疾患について理解す
る。

　 実施方法：　多肢選択問題　（記述問題も入る時あり）

定期試験（60点満点）

　 実施方法：　多肢選択問題　（記述問題も入る時あり）

中間テスト

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）

　 実施方法：　○/✕問題

中間テスト（30点満点）



学科･コース 歯科衛生士学科　　　Ⅰ部

回

８ 定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（20点満点）

　 実施方法：今まで通り、毎回5点満点で実施し、7回終了後に20点換算に変更する。

定期試験（80点満点）

　 実施方法：原則記述式筆記試験

６

【授業単元】口外法エックス線撮影の実際

【授業形態】講義

【到達目標】・パノラマエックス線撮影の準備、位置づけ、写真のみかたを理解する。

７

【授業単元】写真処理と画像保管の実際　放射線治療と口腔管理

【授業形態】講義

【到達目標】・写真処理と画像保管の実際を理解する。また放射線治療と口腔管理について理解する。

４

【授業単元】歯科における各種エックス線検査

【授業形態】講義

【到達目標】・歯科における各種エックス線検査の用途と特徴を理解する。

５

【授業単元】口内法エックス線撮影の実際

【授業形態】講義

【到達目標】・口内法エックス線撮影の準備、位置づけ、患者への配慮、感染予防、写真のみかたを理解する。

２

【授業単元】放射線の人体への影響と防護

【授業形態】講義

【到達目標】・放射線の人体への影響と防護を理解する。

３

【授業単元】エックス線画像の形成

【授業形態】講義

【到達目標】・エックス線と画像の形成を理解する。フィルムとデジタル画像系の違いを理解する。

【使用教科書・教材・参考書】　最新歯科衛生士教本　歯科放射線　著者　岡野友宏ほか　（医歯薬出版株式会社）

授　業　概　要

１

【授業単元】歯科医療と放射線

【授業形態】 講義

【到達目標】　・歯科におけるエックス線写真とその特徴、エックス線検査の有用性を理解する。　また放射線の種類とその性質を理解する。

また、専門的知識だけではなく、一般教養についても授業に取り入れ、いち社会人として患者さんと接することができるようになっていただきたいと思っています。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

日常臨床においてエックス線検査は頻繁に利用されるものであるから、その意義を理解し、歯科医師と連携してより安全で適切な受診環境を提
供することができる術を授業に取り入れる。

【科目目標（一般目標）】　

歯科診療におけるエックス線検査の重要性を理解し、検査の根拠と検査による被ばくとの関係に関する知識を得る。またエックス線装置の一連
の操作及びエックス線画像の読影に関する能力を身に付ける。

【講師略歴】

保有資格：歯科医師

略歴：1988年東京医科歯科大学歯学部卒業　歯科医師国家試験合格　1996年目白ハイマート歯科院長　2007年より昭和大学歯科放射線学教室入局

2012年歯学博士取得兼任講師となる。2008年より日本医歯薬専門学校日常勤講師を務める。

【授業への心構え・留意点】

知識を増やすことがこれからの人生において必ずプラスになるということを伝えたいと思います。

科目名 15時間 1単位 講師名 寺内庸泰

歯科放射線学
開講時期 2年 前期　　月曜日　1.2時限



学科･コース

回

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

15

科目名

歯科保健指導論演習
30時間 2単位 講師名 菊池　俊子

必修
開講時期 2年

　前期（前半）月曜日 3限：1組 /　水曜日 3限：2組
　前期（後半）水曜日 3限：1組 /　火曜日 1限・2組歯科衛生士学科　　　Ⅰ部

【講師略歴】

　歯科衛生士歴　（現場）　20年　　（教育現場）　15年

【授業への心構え・留意点】

　集団（小学生）に対する歯科保健指導用媒体を作成するため、学齢期の各年齢別特徴について理解を深める。
　行動変容をさせるために必要なスキルや技術を再履修する。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

　臨床の現場で歯科保健指導（ブラッシング指導、食生活指導など）をするために必要なもの

【科目目標（一般目標）】

　集団（学齢期）に対しての指導内容を考え、指導計画に立案に基づいて指導媒体の作成をすることができる。
　各学年に対し、集団における歯科保健指導ができるようになる。

【使用教科書・教材・参考書】
最新歯科衛生士教本　【歯科予防処置論・歯科保健指導論】　　(医歯薬出版株式会社)

授　業　概　要

1.2

指導計画立案

講義

　学校歯科保健を理解し、各学年で取り組むべき歯・口腔の健康づくりの課題に基づき指導計画の立案を行う

先輩たちの媒体を見せる

3.4

指導用媒体作成

 講義

　各学年に対し必要な内容に対してパワーポイントにて媒体を作成する①

5.6

指導用媒体作成

講義

各学年に対し必要な内容に対してパワーポイントにて媒体を作成する②

集団に対する歯科保健指導を行うにあたり、指導案を作成する

先輩たちのVTRを見せる

7.8

指導用媒体作成

講義

各学年に対し必要な内容に対してパワーポイントにて媒体を作成する③

集団に対する歯科保健指導を行うにあたり、指導案を作成する

　

9.10

集団に対する歯科保健指導を行うにあたり、指導案を作成する

講義

各学年に対し必要な内容に対してパワーポイントにて媒体を作成する④

集団に対する歯科保健指導を行うにあたり、指導案を作成する

11.12

指導用媒体作成・発表

 講義

各学年に対し必要な内容に対してパワーポイントにて媒体を作成したものを発表する

13.14

指導用媒体作成

 講義

各学年に対し必要な内容に対してパワーポイントにて媒体を作成し修正を行う

定期試験（80点満点）

　　実施方法：筆記試験

定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）

　　実施方法：記述試験、課題ワークシート提出

中間試験　（30点満点）
　　実施方法：記述試験、課題ワークシート提出



回 回

8

科目名

歯科予防処置論実習Ⅲ
60時間 2単位 講師名 小櫃 綾乃

必修

開講時期 2年
前期　　　　　  木曜日　1・3時限 :  2組
　　　（前半）　金曜日　1・2時限 ： 1組
　　　（後半）  金曜日　1・3時限 ： 1組

学科･学部 歯科衛生士学科　　　Ⅰ部

【講師略歴】

・歯科衛生士免許取得。訪問介護員2級養成研修課程修了。

・歯科医院での臨床経験（一般歯科・予防歯科・口腔外科・審美歯科など）や、企業健診経験を経て、2014年より歯科衛生士養成校にて専任教員として勤務。

【授業への心構え・留意点】

・今まで学んだ「歯科予防処置論」の基礎知識を基に、総合的に知識を身につける。

・講義を通じて各自「なるほど」「わかった」と、沢山気づきを得られる学び多い授業にするため予習復習は必須。

・卒業後、社会に貢献することができる即戦力となる歯科衛生士育成を目指す。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

･卒業後、各自が担当する患者対応に戸惑うことなく施術を進めていくことができるようになる。

・歯科衛生士として確実に基礎力を身につけるることで、スタッツフ及び患者からの信頼を獲得できる技術を養う。

【科目目標（一般目標）】　

　・基礎学力を基に患者の既往歴を把握し、口腔内診査を始め相互実習を通じて技術を習得できるようにする。

　・シックルスケーラー・キュレットスケーラーのスケーリング操作方法を習得する。

【使用教科書・教材・参考書】

・最新歯科衛生士教本 「歯科予防処置論・歯科保健指導論」

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】偶発事故の対処法・歯科衛生介入における分析データの評価方法
　　　　　　　  カルテへの記入方法 ・ PMTC（講義）

9

【授業単元】相互実習 ⑤

【授業形態】 講義・実習（グループワーク） 【授業形態】 講義 ・ 実習（グループワーク含む）

【到達目標】
・偶発事故の対処法を理解することができる。
・カルテへの記入をすることができる
・PCR値の計算方法を理解することができる
・ブラッシング指導内容を考えることができる（事例検討）
　【キャリア教育】 主体性：自分から進んで取り組む力

【到達目標】
・口腔内診査を記録することができる。
・ブラッシング指導をすることができる。
・正しいポジショニングを意識してスケーリング操作を行うことができる。
・ブラッシング指導を記録することができる。
【キャリア教育】 計画力：計画的に行動する力を身につける

2

【授業単元】口腔内診査 ①

10

【授業単元】相互実習 ⑥

【授業形態】 講義 ・ 実習（グループワーク） 【授業形態】 講義 ・ 実習（グループワーク含む）

【到達目標】
・口腔内診査の記録の仕方を学ぶことができる。
・グループワークを通じて理解を深めることができる。
　【キャリア教育】 実行力：目標に向かって実行する力を身につける
※現場が見える「歯科医院で活躍している歯科衛生士」

【到達目標】
・口腔内診査を記録することができる。
・ブラッシング指導をすることができる。
・正しいポジショニングを意識してスケーリング操作を行うことができる。
　【キャリア教育】 主体性：自分から進んで取り組む力

3

【授業単元】口腔内診査 ②　相互実習の流れ 　　　　　　　　　※オンライン授業
　　　　　　　 超音波スケーラー・エアスケーラー（総論）

11

【授業単元】相互実習 ⑦

【授業形態】 講義 ・ 実習（グループワーク） 【授業形態】 講義 ・ 実習（グループワーク含む）

【到達目標】
・口腔内診査を記録することができる。
・相互実習の一連の術式を理解することができる。
・超音波スケーラー・エアスケーラーの使用目的を理解することができる。
　【キャリア教育】 計画力：計画的に行動する力を身につける

【到達目標】
・口腔内診査を記録することができる。
・ブラッシング指導をすることができる。
・正しいポジショニングを意識してスケーリング操作を行うことができる。
　【キャリア教育】 実行力：目標に向かって実行する力を身につける

4

【授業単元】相互実習 ①　PMA　プロービング測定　PCR　ブラッシング指導

12

【授業単元】相互実習 ⑧

【授業形態】 講義 ・ 実習（グループワーク含む） 【授業形態】 講義 ・ 実習（グループワーク含む）

【到達目標】
・口腔内診査で行う各種測定方法を理解することができる。
・ポケットデプスを測定することができる。
・付着歯肉幅の測定方法を理解することができる。
　【キャリア教育】 実行力：目標に向かって実行する力を身につける

【到達目標】
・口腔内診査を記録することができる。
・ブラッシング指導をすることができる。
・正しいポジショニングを意識してスケーリング操作を行うことができる。
　【キャリア教育】 計画力：計画的に行動する力を身につける

5

【授業単元】相互実習 ② 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※オンライン授業

13

【授業単元】相互実習 ⑨

【授業形態】 講義 ・ 実習（グループワーク含む） 【授業形態】 講義 ・ 実習（グループワーク含む）

【到達目標】
・口腔内診査を記録することができる。
・ブラッシング指導をすることができる。
・正しいポジショニングを意識してスケーリング操作を行うことができる。
　【キャリア教育】 課題発見力：今の状況から課題をみつける力を身につける

【到達目標】
・口腔内診査を記録することができる。
・ブラッシング指導をすることができる。
・正しいポジショニングを意識してスケーリング操作を行うことができる。
　【キャリア教育】 主体性：自分から進んで取り組む力

6

【授業単元】相互実習 ③　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※オンライン授業

14

【授業単元】相互実習 ⑩

【授業形態】 講義 ・ 実習（グループワーク含む） 【授業形態】 講義 ・ 実習（グループワーク含む）

【到達目標】
・口腔内診査を記録することができる。
・ブラッシング指導をすることができる。
・正しいポジショニングを意識してスケーリング操作を行うことができる。
　【キャリア教育】 計画力：計画的に行動する力を身につける

【到達目標】
・口腔内診査を記録することができる。
・ブラッシング指導をすることができる。
・正しいポジショニングを意識してスケーリング操作を行うことができる。
　【キャリア教育】 計画力：計画的に行動する力を身につける

7

【授業単元】相互実習 ④                                           ※オンライン授業

15 定期試験

【授業形態】 講義 ・ 実習（グループワーク含む）

【到達目標】
・口腔内診査を記録することができる。
・ブラッシング指導をすることができる。
・正しいポジショニングを意識してスケーリング操作を行うことができる。
　【キャリア教育】 課題発見力：今の状況から課題をみつける力を身につける

　 定期試験（60点満点）　 実施方法：記述試験

中間テスト ／ シャープニング講義

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）

　 実施方法：記述試験

中間テスト（30点満点）　　実施方法：記述試験



回 回

8

科目名

歯科診療補助論実習　Ⅲ
60時間 2単位 講師名 河野せつ子

必修

開講時期 ２年
前期　　1組：木曜2・3限　　2組：金曜1・2限
後期　　1組：木曜2・3限　　2組：金曜2・3限学科･学部 歯科衛生士学科　　Ⅰ部

【講師略歴】
保有資格：歯科衛生士
略　　　歴：1995年より歯科助手として歯科医療に従事する。幅広い業務に携わりたく歯科助手をしながら夜間部へ通い歯科衛生士免許を取得。現在、神奈川県内
の歯科医院にて歯科衛生士として働きながら、歯科衛生士科の非常勤講師として勤務

【授業への心構え・留意点】
・実際の口腔内への相互実習も行っていくので、顎模型実習にはない患者さんへの声掛けやコミュニケーション等の気遣いも学んで欲しいです
・今年度から始まる臨床実習に向けて、1年時に学んだ知識や練和などの技術の総復習も行っていきます

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
・日々の業務に必要な手技やコミュニケーションの重要性を学び、臨床に出てすぐにでも技術や知識を発揮できるようにする

【科目目標（一般目標）】
・主要3科の複合をすることにより知識や技術を学び、歯科衛生士の仕事を身に付ける
・歯科衛生士として緊急時に対応するために必要な知識・技能・態度を習得する
・臨床・臨地実習での医療事故防止と対策について必要な知識・態度を習得する

【使用教科書・教材・参考書】
「歯科診療補助」　「歯科材料の基礎」　「歯科器機」　　他に必要な時には、事前に連絡します

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】 放射線撮影

9

【授業単元】 保存修復時の診療補助（直接修復）

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
放射線撮影方法と現像方法について学び、手順を理解する

【到達目標】
・直接修復時の術式と処置に伴う使用器材を学ぶ
・各器具の名称・用途・形状を理解する

2

【授業単元】 放射線撮影実習

10

【授業単元】 保存修復時の診療補助（間接修復）

【授業形態】 実習 【授業形態】 講義

【到達目標】
口内法撮影の相互実習→現像実習を行い撮影の手順と流れを習得する

【到達目標】
・間接修復時の術式と処置に伴う使用器材を学ぶ
・各器具の名称・用途・形状を理解する

3

【授業単元】 スタディーモデル作製実習①　（1組：上顎　　2組：下顎）

11

【授業単元】 歯内療法時の診療補助　①

【授業形態】 相互実習 【授業形態】 講義

【到達目標】
・患者の口腔内の状況を理解し適切に印象採得をする事が出来る
・患者に不安や苦痛を与えずにコミュニケーションを取って印象採得が出来る
・適切な石膏練和・石膏注入をし、最適な模型を作ることが出来る

【到達目標】
・歯内療法（抜髄）時の術式と処置に伴う使用器材や薬剤を学ぶ
・各器具の名称・用途・形状を理解する

4

【授業単元】 スタディーモデル作製実習②　（1組：下顎　　2組：上顎）

12

【授業単元】 歯内療法時の診療補助　②

【授業形態】 相互実習 【授業形態】 講義

【到達目標】
・患者の口腔内の状況を理解し適切に印象採得をする事が出来る
・患者に不安や苦痛を与えずにコミュニケーションを取って印象採得が出来る
・石膏模型をモデルトリマーで危険なくトリミングすることが出来る

【到達目標】
・歯内療法（根管治療・根管充填）時の術式と処置に伴う使用器材や薬剤を学ぶ
　・各器具の名称・用途・形状を理解する

5

【授業単元】 精密印象材の取り扱い実習

13

【授業単元】 口腔外科治療時の診療補助　①

【授業形態】 実習 【授業形態】 講義

【到達目標】
・寒天とアルジネート印象材の連合印象の術式を理解する
・シリコーン印象材での精密印象採得の術式を理解する
・酸化亜鉛ユージノール印象材の練和実習

【到達目標】
・普通抜歯時の術式と処置に伴う使用器材を学ぶ
・各器具の名称・用途・形状を理解する

6

【授業単元】 歯科材料の取り扱い実習①

14

【授業単元】 口腔外科治療時の診療補助　②　　外科器具セッティング実習

【授業形態】 実習 【授業形態】 講義・実習

【到達目標】
・歯科用セメント（合着材や仮着材）の練和方法を復習する
・さまざまな仮封材を用いて、仮封操作を復習する
・歯周パックの練和方法と取り扱い方法をを習得する

【到達目標】
・普通抜歯時の術式と処置に伴う使用器材を学ぶ
・各器具の名称・用途・形状を理解する
・外科治療時に使用する器具のセッティング方法を理解し、実際に組み立てられる

7

【授業単元】 口腔内写真撮影法　①

15 定期試験

【授業形態】 講義と実習

【到達目標】
口腔内写真撮影の意義を理解し、目的に応じて適切な構図を理解する
5枚法の撮影実習を行い、口角鉤の使い方を習得する
口腔内写真撮影時の診療補助業務について理解する

　 実施方法：

定期試験（60点満点）

　 実施方法：

中間テスト/口腔内写真撮影　②

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）

　 実施方法：

中間テスト（30点満点）



学科･コース 歯科衛生士学科　　Ⅰ部

【授業への心構え・留意点】　

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

【科目目標（一般目標）】　

回

科目名

国際教育
15時間 １単位 講師名 永井　里枝・加藤　由梨乃

必修
開講時期 ２年 後期前半

【講師略歴】

資格：歯科衛生士国家資格
高校卒業後、歯科衛生士専門学校に進学。歯科衛生士国家資格を取得後、都内の一般歯科医院に勤務。
2021年より歯科衛生士専任教員として勤務。

この授業では、校外実習に向けての「身構え・気構え・心構え」を身につけ、研修センターでの英語コミュニケーションを実践する内容となっています。安心・安全に
実施するために、教員や指導員の指示に従うほか、報告・連絡・相談を怠らないようにしてください。

今日、日本の歯科医院に通院する患者さんも国際色豊かになりました。英語を母国語または第二言語とする人口は世界人口の75％といわれています。英国の文
化を知るだけでなく、英語でのコミュニケーションを学び、臨床の現場で応用できる基礎力を身につけます。

国際的な感性を身につけることで、相手を理解する気持ちや自分のことをよく知り、主張できる力を身につける。

【使用教科書・教材・参考書】

様々なシチュエーションに応じた英会話を学び実践する.

授　業　概　要

１

【授業単元】 　オリエンテーション

【授業形態】 　講義

【到達目標】

国際教育の概要を知る

日常生活での英会話コミュニケーションを体験する.

２

【授業単元】 　Lesson1

【授業形態】 　講義

【到達目標】

安全かつ適切な行動が、校外活動にてできる。

３

【授業単元】 　Lesson2

【授業形態】 　講義・演習

【到達目標】

諸外国の文化や歯科医療について学び、多様性を理解できる。

４

【授業単元】 　Lesson3

【授業形態】 　講義・演習

【到達目標】

英語でのリサーチ力、ディスカッション力、プレゼン力を学ぶ.

５

【授業単元】 　Lesson4

【授業形態】 　講義・演習

【到達目標】

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

6

【授業単元】 　Lesson5

【授業形態】 　講義・演習

【到達目標】

日本の文化や魅力を英会話で伝えられるよう学ぶ.

7

【授業単元】 　Lesson6

【授業形態】 　講義・演習演習

【到達目標】

出席率と個人課題評価の2要素で評価する

8

【授業単元】 　Lesson7

【授業形態】 　講義・演習演習

【到達目標】

英語学習の振り返りを文書化できる。



回 回

8

科目名

衛生学・公衆衛生学
30時間 2単位 講師名 岡田　マティン

必修

開講時期 2年 後期　　金曜日　1.2/1.3時限
学科･学部 歯科衛生士科　　　Ⅰ部

【講師略歴】

岡田）歯科医師、博士（歯学）。現在、鶴見大学歯学部所属。

マティン）ダッカ大学ダッカデンタルカレッジ卒業（歯科医師）、新潟大学大学院修了；歯学博士。東京医科歯科大学大学院歯学部および鶴見大学歯学部所属　

　

【授業への心構え・留意点】

之を知る者は之を好む者に如かず

Good classes always need good responses from the students side.

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

仕事は、社会からの二－ズがあって成り立ちます。医療における今を見つめ、将来を見据えたときに「健康長寿」がキーワ－ドです。したがって、歯科衛生士として
どのように健康長寿に関わるべきかを常に模索しつづける姿勢が必要です。まずは衛生・公衆衛生学を学び、そのヒントを得てください。

【科目目標（一般目標）】　

関連する法律、統計学および健康概論を中心に衛生・公衆衛生学を理解する。

【使用教科書・教材・参考書】

スライド、指定の教科書

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】総論

9

【授業単元】地域保健学総論

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
衛生・公衆衛生学とはどのような学問であるかを理解する。

【到達目標】

地域保健学とはどのような学問であるかを理解する。

2

【授業単元】疫学

10

【授業単元】地域保健各論（母子保健・学校保健・産業保健）

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
疫学の種類を理解する。

【到達目標】
母子保健、学校保健、産業保健について理解する。

3

【授業単元】保健統計

11

【授業単元】地域保健各論（高齢者保健・精神保健、口腔保健）

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
様々な保健統計について理解する。

【到達目標】
高齢者保健・精神保健・口腔保健について理解する。

4

【授業単元】疾病予防と健康管理

12

【授業単元】環境衛生I

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
疾病予防と健康管理について理解する。

【到達目標】
環境衛生に対する国内と国際的な取り組みについて理解する。

5

【授業単元】健康づくりと栄養

13

【授業単元】環境衛生II

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
生活習慣病や健康づくりについて理解する。

【到達目標】
上下水道、放射線について理解する 。

6

【授業単元】感染症I

14

【授業単元】国際保健

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
感染症と食中毒に関わる知識を深める。

【到達目標】
国際保健の世界的な状況について理解する。

7

【授業単元】感染症II

15 定期試験

【授業形態】 講義

【到達目標】
感染症を取り巻く国際的な状況を理解する。

　 実施方法：　選択肢

定期試験（60点満点）

　 実施方法：　選択肢

中間テスト

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（10点満点）

　 実施方法：　選択肢/記述

中間テスト（30点満点）



学科･コース 歯科衛生士学科　　　Ⅰ部

回

８

科目名 15時間 １単位 講師名 城　明妙

高齢者歯科学
開講時期 ２年 後期　　火曜日　１時限・3時限

【講師略歴】

歯科衛生士学校卒業後矯正歯科勤務、行政、メーカーなどを経て現職へ。訪問歯科、介護予防、摂食嚥下、地域歯科保健、企業検診等に携わる。

歯科衛生士が生涯現役で活躍できる仕組みづくりを実施。　訪問歯科口腔ケア、摂食嚥下評価と訓練についての認定制度を設立し認定修了書多数。

介護、教育等認定資格を多数取得。　現場経験をもとに事例を生かした講義を実施している。

【授業への心構え・留意点】

超高齢社会における歯科衛生士の役割を認識し、外来、訪問、地域社会において、専門職として多職種連携を図るための知識を幅広く習得する必要がある。

歯の問題だけでなく、全身疾患、服薬と口腔機能、嚥下機能との関係や口腔の粘膜疾患についての知識をしっかり習得する必要がある。

近年の国家試験問題にも多数、この分野から複合的な出題がされているため、非常に重要な分野である。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

現在の日本の人口比率は圧倒的に高齢者が多い超高齢社会である。社会的な制度、医療職や介護職の役割などを理解して置くことが

大変重要な要素となっている。特に、高齢者の心身の特徴やり患しやすい疾患と口腔内の状態との関係や、服薬と身心との関係性を理解

しておくことが大切である。心身機能の低下、認知症、理解力の低下など高齢者との関わりに必要な知識を習得しておくことは必須である。

【科目目標（一般目標）】　

・高齢者の心身の特徴と超高齢社会における歯科衛生士の役割について理解する

・介護保険制度と地域包括ケアシステムにおける多職種連携について理解する

・嚥下障害の評価や訓練、、

【使用教科書・教材・参考書】

高齢者歯科　医歯薬出版

授　業　概　要

１

【授業単元】 超高齢社会と介護保険制度

【授業形態】 　講義・演習

【到達目標】

・高齢者を取り巻く社会と環境　　・健康寿命と平均寿命の違い　　　・高齢者に関わる法制度について　・介護保険制度について

２

【授業単元】　高齢者の身体的、精神的特徴と疾患

【授業形態】　講義・演習

【到達目標】

・高齢者の心、からだの特徴　　・老化と加齢の違いについて　　・高齢者の口腔の特徴　・高齢者に多い疾患　　・認知症の理解

３

【授業単元】　高齢者の生活機能と栄養状態を把握する方法

【授業形態】　講義・演習

【到達目標】

・生活・ＡＤＬの評価について　・認知機能の評価の方法　・バイタルサインの理解　・血液検査の知識　・高齢者の栄養状態　・低栄養とは　・服薬の知
識

４

【授業単元】口腔のケアについて

【授業形態】講義・演習

【到達目標】

・高齢者の口腔に関する特徴　・口腔をケアする方法(自立・介助）　・口腔ケアに用いる用具　　・有病高齢者への口腔ケア実施方法と留意点
・要介護高齢者の口腔ケア実施方法と留意点　　・口腔ケア困難者への対応

　実施
方法：

【授業単元】　高齢者の摂食嚥下機能について

【授業形態】　講義・演習

【到達目標】

・摂食嚥下の仕組みの理解　・高齢者に多い摂食嚥下機能障害　　・摂食嚥下機能の評価　　・摂食嚥下機能の訓練とリハビリテーション
・在宅、施設等における摂食嚥下機能のリハビリテーション実施方法

６

【授業単元】高齢者に関わる医療と介護

【授業形態】講義・演習

【到達目標】

・在宅医療で実施する事　　・訪問歯科診療と往診の違い　　・訪問歯科診療で行うこと　・介護保険制度における訪問歯科診療の役割
・歯科衛生士が行う居宅療養管理指導　　・介護予防とは？

７

【授業単元】地域社会における多職種連携と歯科衛生過程

【授業形態】講義・演習

【到達目標】

・事例をもとに歯科衛生過程を整理する　　・アセスメント、情報収集、情報の分類　・歯科衛生診断　・計画立案　・評価

定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（20点満点）

　 実施方法：3回目と6回目に小テストを実施。　3回目：振り返りテスト10点満点　6回目：振り返りテス10点満点

定期試験（80点満点）

　 実施方法：記述式（主として選択問題）



学科･コース 歯科衛生士学科　　　Ⅰ部

回

・障害者の概念と分類、実態について理解する。

・障害者を取り巻く環境的な問題について理解する。

・障害者の教育・福祉制度について理解する。

・精神遅滞（知的障害）の定義・症状・口腔と歯の特徴について理解する。

・発達障害（ASD、ADHD、LD）の定義・症状・口腔と歯の特徴について理解する。

・身体障害（とくに脳性麻痺、筋ジストロフィー）の定義・症状・口腔と歯の特徴について理解する。

・精神障害の定義・症状・口腔と歯の特徴について理解する。

・障害者へのコミュニケーション法について理解する。

・障害者の歯科医療における行動調整法を理解する。

・障害者や介助者への口腔ケア支援と専門的口腔ケアについて説明できる。

・特別な配慮が必要な患者の口腔衛生管理について理解する。

・障害者歯科におけるリスク評価と安全管理について理解する。

・摂食・嚥下障害への対応と歯科衛生士の役割について説明できる。

・障害者歯科と地域医療連携・多職種連携について理解する。

・障害者に対する歯科保健指導の留意点と指導の実際について説明できる。

８

科目名 １５時間 １単位 講師名 井上　美津子

障がい者歯科学
開講時期 ２年 後期　　水曜日　１，２時限

【講師略歴】

井上美津子：歯科医師、博士(歯学）、日本小児歯科学会専門医・指導医、日本障害者歯科学会認定医（2017年まで）。1974年東京医科歯科大学歯学部卒業、
1974年～東京医科歯科大学歯学部卒業、1974年～東京医科歯科大学小児歯科学教室副手・医員　1977年～昭和大学歯学部小児歯科学教室助手・専任講師・
助教授を経て2006年～主任教授（小児成育歯科学講座）、2015年～客員教授、昭和大学では臨床・研究と学生講義・実習を担当、また臨床と学生講義では小児
歯科学とともに障害者歯科も担当。

【授業への心構え・留意点】

障害者の歯科治療や歯科保健指導に当たっては、障害者の全身や口腔の特徴を理解することが前提であり、それにより安全な歯科治療や適切な保健指導につ
なげることができる。幅広い内容であるが、授業中にしっかり理解して、復習を行ってもらいたい。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

特別な医療機関ばかりでなく、一般の歯科医院にも障害者が来院する機会は増えている。歯科衛生士も障害者の全身や口腔の特徴を理解したうえで、適切な歯
科保健指導や診療補助を行う必要がある。また、地域の中でも多職種と連携して口腔ケアに関わる機会が多くなっており、歯科衛生士の活躍の場や担うべき役割
は広がっている。

【科目目標（一般目標）】　

特別な配慮を必要とする障害のある患者さんを理解し、障害者の歯科治療に関する知識や安全に歯科治療を行うための手法を習得するとともに、歯科衛生士が
障害者の歯科医療現場やチーム医療の中で果たすべき役割についても理解する。

【使用教科書・教材・参考書】

最新歯科衛生士教本　障害者歯科　第2版　全国歯科衛生士教育協議会監修　医歯薬出版株式会社

授　業　概　要

１

【授業単元】  障害者歯科学概論
【授業形態】　講義

【到達目標】

２

【授業単元】  知的障害、発達障害の特徴と歯科医療
【授業形態】　講義　　（小テスト　5点）

【到達目標】

３

【授業単元】　身体障害、精神障害の特徴と歯科医療
【授業形態】　講義

【到達目標】

４

【授業単元】　障害者の歯科医療と行動調整
【授業形態】　講義　　（小テスト　5点）

【到達目標】

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

５

【授業単元】　障害者の健康支援と口腔衛生管理
【授業形態】　講義　　（小テスト　5点）

【到達目標】

６

【授業単元】　障害者の歯科医療における安全管理と摂食・嚥下障害への対応
【授業形態】　講義

【到達目標】

小テスト（20点満点）

　 実施方法：

定期試験（80点満点）

　 実施方法：

７

【授業単元】　障害者歯科と医療連携および障害者への歯科保健指導
【授業形態】　講義　　（小テスト　5点）

【到達目標】

定期試験



学科･コース

回

【授業単元】 
【授業形態】
【到達目標】

【授業単元】 
【授業形態】
【到達目標】

【授業単元】 
【授業形態】
【到達目標】

【授業単元】 
【授業形態】
【到達目標】

【授業単元】 
【授業形態】
【到達目標】

【授業単元】 
【授業形態】
【到達目標】

【授業単元】 
【授業形態】
【到達目標】

8

科目名

歯科保健指導論Ⅲ 15時間 １単位 講師名 菊池　俊子

必修
開講時期 2年 後期　　　木曜日　　　1・3時限歯科衛生士学科　　　Ⅰ部

【講師略歴】
　歯科衛生士歴　（現場）　20年　　（教育現場）　15年
【授業への心構え・留意点】
　問題解決するための方法や技法をしっかり学び「考える」こと主にを学んでいきます。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　
　臨床の現場で歯科保健指導（ブラッシング指導、食生活指導、禁煙支援など）をするために必要なもの

【科目目標（一般目標）】
　今まで学んだことを理解し説明することができる
【使用教科書・教材・参考書】
歯科予防処置論・歯科保健指導論

授　業　概　要

1

今までの総復習　①
講義
健康の概念について理解する
予防の概念について理解する
行動変容の要素とそのステップについて理解する
食生活指導について理解する

2

今までの総復習②
 講義
歯科衛生過程について理解する

3

今までの総復習③
講義
分析のためのデータについて理解する

4

今までの総復習④
講義
食生活指導（栄養指導）の進め方について理解する
喫煙者に対する指導について理解する
　

5

今までの総復習⑤
講義
ライフステージにおける歯科衛生介入①
妊産婦期　～　幼児期

6

今までの総復習⑥
 講義
ライフステージにおける歯科衛生介入②
学齢期　～　成人期

7

今までの総復習⑦
 講義
ライフステージにおける歯科衛生介入③
老年期　～　障がい者

定期試験
【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること
小テスト（20点満点）

定期試験（80点満点）



学科･コース

回

【授業単元】 
【授業形態】
【到達目標】

【授業単元】 
【授業形態】
【到達目標】

【授業単元】 
【授業形態】
【到達目標】

【授業単元】 
【授業形態】
【到達目標】

【授業単元】 
【授業形態】 講義
【到達目標】

・小児患者の取り扱いについての方法を学ぶ

【授業単元】 
【授業形態】
【到達目標】

【授業単元】 
【授業形態】
【到達目標】

15

科目名

歯科診療補助論実習　Ⅳ 30時間 1単位 講師名 河野せつ子

必須
開講時期 2年

後期
　1組：木曜2・3限　　　2組：金曜2・3限歯科衛生士学科　　　Ⅰ部

【講師略歴】保有資格：歯科衛生士

1995年より歯科助手として歯科医療に従事する。幅広い業務に携わりたく歯科助手をしながら夜間部へ通い歯科衛生士免許を取得。現在は神奈川県内の
歯科医院にて歯科衛生士として働きながら、歯科衛生士科の非常勤講師として勤務

【授業への心構え・留意点】　

・実際の患者さんとの実習も入りますので、顎模型実習の時にはなかった声掛けやコミュニケーション等の気遣いも学んで欲しいです

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

・治療の術式を理解し、トレーセッティングや器具出しがスムーズに行えるように、各治療の術式や使用器材を学び、復習も大切にし臨床の場で生かしてください

【科目目標（一般目標）】

・主要3科の総合をすることにより知識や技術を学び、歯科衛生士の仕事を身に着ける
・臨床・臨地実習の業務を円滑に行えるように、歯科治療の術式・使用器具・使用材料・使用薬剤についての知識を学ぶ

【使用教科書・教材・参考書】
　『歯科診療補助論』　医歯薬出版株式会社

授　業　概　要

1・2

チェアサイドの介護実習　①
講義・ガイドウォーク実習
・身体に障がいを抱える患者について理解し、安全に受診してもらうための診療補助について学ぶ
・視覚障がい者を安全に誘導することが出来るようになる

3・4

チェアサイドの介護実習　②
車椅子介助実習
・基本的な車椅子の操作方法を理解し、安全に介助が出来るようになる
・限られた診療室内で安全に介助できる方法を身につける

5・6

補綴治療時の診療補助
講義
・補綴治療（義歯作製）時の術式と処置に伴う使用器材を学ぶ
・各器具の名称・用途・形状を理解する

7・8

矯正治療時の診療補助
講義
・矯正治療時の術式と処置に伴う使用器材を学ぶ
・各器具の名称・用途・形状を理解する

9・10

小児歯科治療の診療補助

・小児の特徴を理解し、患者と術者の安全に配慮した診療補助について学ぶ

11・
12

歯科材料の取り扱い実習　②
実習

13・
14

歯科材料の取り扱い実習　③
実習

定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること
小テスト（20点満点）
定期試験（80点満点）



学科･コース

回

【授業単元】 
【授業形態】
【到達目標】

【授業単元】 
【授業形態】
【到達目標】

【授業単元】 
【授業形態】
【到達目標】

【授業単元】 
【授業形態】
【到達目標】

【授業単元】 
【授業形態】 講義
【到達目標】

【授業単元】 
【授業形態】
【到達目標】

【授業単元】 
【授業形態】
【到達目標】

8

科目名

歯科診療補助論　Ⅱ 15時間 1単位 講師名 河野せつ子

必須
開講時期 ２年

後期
　　1組：金曜3限目　　　　2組：金曜2限目歯科衛生士学科　　　Ⅰ部

【講師略歴】保有資格：歯科衛生士
1995年より歯科助手として歯科医療に従事する。幅広い業務に携わりたく歯科助手をしながら夜間部へ通い歯科衛生士免許を取得。現在は神奈川県内の
歯科医院にて歯科衛生士として働きながら、歯科衛生士科の非常勤講師として勤務

【授業への心構え・留意点】　
臨床実習が始まる前に、歯科医院で起こりえる事故等に備え、基本的な心構えを学ぶ。材料実習や相互実習ではないが、現場に出る上で大切な分野になるので、
授業後の復習も大切にしてください

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

現場で起こりえる事態を事前にシュミレーションし、柔軟に対応できるようにする

【科目目標（一般目標）】
・歯科衛生士として緊急時に対応する為に必要な知識・技能・態度学ぶ
・臨床・臨地実習での医療事故防止と対策について必要な知識・態度を習得する

【使用教科書・教材・参考書】
　『歯科診療補助論』　医歯薬出版株式会社

授　業　概　要

1

歯周外科治療時の診療補助①
講義
・歯周外科治療時の術式と処置に伴う使用器材を学ぶ
・各器具の名称・用途・形状を理解する

2

歯周外科治療時の診療補助②
講義
・歯周外科治療時の術式と処置に伴う使用器材を学ぶ
・各器具の名称・用途・形状を理解する

3

医療事故について
講義
・医療事故の実態について理解し、安全な医療サービスの提供について考えることが出来る

4

偶発事故発生時の対応について
講義
・歯科医療にて発生しうる事故の対応方法を学び、適切な対応が出来るようになる

5

全身疾患を有する患者に対しての対応法について①

・全身疾患の概要と、歯科治療における影響などを理解し、対応方法を学ぶ

6

全身疾患を有する患者に対しての対応法について②　　チーム歯科医療の考え方について
講義
・全身疾患の概要と、歯科治療における影響などを理解し、対応方法を学ぶ
・バイタルサインについて理解する
・歯科医師との連携や、多職種との連携について理解する

7

訪問歯科診療について
講義
・訪問歯科診療について、基本を理解する

定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること
小テスト（20点満点）
定期試験（80点満点）



学科･コース

回

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

・悪心嘔吐発現フッ素量およびフッ化物溶液量の計算をすることができる

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

・悪心嘔吐発現フッ素量およびフッ化物溶液量の計算をすることができる

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

・悪心嘔吐発現フッ素量およびフッ化物溶液量の計算をすることができる

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

・フッ化物歯面塗布後の注意事項を列挙することができる

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

・フッ化ジアンミン銀の特徴を述べることができる

8

科目名

う蝕予防処置論
15時間 1単位 講師名 小櫃 綾乃

必修
開講時期 2年

後期　　月曜日 1限：1組
　　　　　　　　　  3限：2組歯科衛生士学科　　　Ⅰ部

【講師略歴】

・中学高等学校英語教諭Ⅰ種取得
・歯科衛生士免許取得
・訪問介護員2級養成研修課程修了
・歯科医院での臨床経験（一般歯科・予防歯科・口腔外科・審美歯科など）
・企業健診経験
・2014年より歯科衛生士養成校にて専任教員として勤務

【授業への心構え・留意点】

歯科衛生士になりたいと医歯薬に入学してきた学生の思いを叶えるために、全員を国家試験合格に導くことを使命とし、歯科衛生士として必要な知識と技術を身につけ
るために、基礎の重要性と構築に力を注いでいる。歯科衛生士の業務として絶対にはずせないスケーリングの基礎力を医歯薬の3年間で確実に身につけられるよう、
臨床に出てからの自信へと繋がる技術力の習得にこだわって指導していく。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

　･卒業後、各自が担当する患者対応に戸惑うことなく施術を進めていくことができるようになる。
　・歯科衛生士として確実に基礎力を身につけるために指導することで、スタッツフ及び患者からの信頼を獲得できる技術を養う。

【科目目標（一般目標）】

　・基礎学力を基に患者の既往歴を把握し、口腔内診査を習得できるようにする
　・偶発事故の処理法を理解することができる
　・シックルスケーラーによる相互間でのスケーリング操作を習得する

【使用教科書・教材・参考書】
・最新歯科衛生士教本 「歯科予防処置論・歯科保健指導論」

授　業　概　要

1

う蝕予防処置とは（特性、種類、概要、注意点）、　う蝕活動性試験とは（目的と意義、条件と種類）

講義

・う蝕予防処置とは何かを説明し処置の種類を列挙できる

・う蝕の特性を説明できる

・う蝕活動性とは何かを説明することができる

・う蝕活動性試験の目的を説明し、条件を列挙することができる

・う蝕活動性試験を因子別・検体別に分類することができる

【キャリア教育】 計画力：計画的に行動する力を身につける

2

フッ化物の基礎知識、　フッ化物局所応用、　フッ化物の作用機序、　フッ化物の代謝と毒性

講義

・フッ化物の作用機序を説明することができる

・局所応用の内容を列挙することができる

・局所応用に用いられるフッ化物の濃度の違いを説明することができる

【キャリア教育】 チームワーク力：自分の役割を理解して協力し合う力

3

フッ化物歯面塗布法（用いるフッ化物の特徴、種類、術式、術後指導）、　フッ化物洗口法（用いるフッ化物の種類、特徴、方法、注意事項）

講義　　　※現場が見える「歯科医院で行われているう蝕予防処置方法」

・フッ化物の作用機序を説明することができる

・局所応用の内容を列挙することができる

・局所応用に用いられるフッ化物の濃度の違いを説明することができる

【キャリア教育】 課題発見力：今の状況から課題をみつける力を身につける

4

フッ化物洗口法（用いるフッ化物の種類、特徴、方法、注意事項）

講義

・フッ化物の作用機序を説明することができる

・局所応用の内容を列挙することができる

・局所応用に用いられるフッ化物の濃度の違いを説明することができる

【キャリア教育】 主体性：自分から進んで取り組む力

5

う蝕活動性試験　実習（Cat21　Buf、　ＲＤテスト、カリオスタット）

実習

・指示通り、試験を実施することができる

・各試験の概要をまとめ、結果から、う蝕病因子の評価を行うことができる

・自身のカリエスリスクを予測し、有効な予防プログラムを考えることができる

【キャリア教育】 創造力：新しい価値を生み出す力を身につける

6

フッ化物歯面塗布法　実習

実習

・歯面塗布に用いられるフッ化物の特徴を説明することができる

・薬液の保管法と一回の使用量を説明することができる

【キャリア教育】 チームワーク力：自分の役割を理解して協力し合う力

7

フッ化ジアンミン銀塗布法（適応、特徴、作用機序）、　　小窩裂溝填塞法（適応症・種類、術式）

講義・実習

・フッ化ジアンミン銀の特徴を述べることができる

・小窩裂溝填塞法の適応（対象歯）を列挙することができる

・小窩裂溝填塞材の種類を列挙することができる

・使用する填塞材によって異なる術式を理解し、説明することができる

【キャリア教育】 実行力：目標に向かって実行する力を身につける

定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（40点満点）
　 実施方法：記述試験

定期試験（60点満点）
　 実施方法：記述試験



学科･コース

回

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

8

科目名

歯科衛生過程論
15時間 1単位 講師名 小櫃 綾乃

必修
開講時期 2年

後期　　金曜日 1限：1組
　　　　　　　　　　3限：2組歯科衛生士学科　　　Ⅰ部

【講師略歴】

・中学高等学校英語教諭Ⅰ種取得
・歯科衛生士免許取得
・訪問介護員2級養成研修課程修了
・歯科医院での臨床経験（一般歯科・予防歯科・口腔外科・審美歯科など）
・企業健診経験
・2014年より歯科衛生士養成校にて専任教員として勤務

【授業への心構え・留意点】

歯科衛生士になりたいと医歯薬に入学してきた学生の思いを叶えるために、全員を国家試験合格に導くことを使命とし、歯科衛生士として必要な知識と技術を身につけ
るために、基礎の重要性と構築に力を注いでいる。歯科衛生士の業務として絶対にはずせないスケーリングの基礎力を医歯薬の3年間で確実に身につけられるよう、
臨床に出てからの自信へと繋がる技術力の習得にこだわって指導していく。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

　･卒業後、各自が担当する患者対応に戸惑うことなく施術を進めていくことができるようになる。
　・歯科衛生士として確実に基礎力を身につけるために指導することで、スタッツフ及び患者からの信頼を獲得できる技術を養う。
　・歯科衛生士の役割は、歯科診療と地域活動などを通じ「対象となる患者や住民の口腔の健康を生涯にわたり支援していくこと」。歯科衛生過程はその方法を学ぶ。

【科目目標（一般目標）】

　・対象者が抱えている問題を明確化し、問題の解決方法を計画し、介入していくために必要な一連の思考力と行動のプロセスを理解できるようにする。

【使用教科書・教材・参考書】
・最新歯科衛生士教本 「歯科予防処置論・歯科保健指導論」
・よくわかる 歯科衛生過程

授　業　概　要

1

歯科衛生過程とは

講義

・歯科衛生過程の概要を説明することができる

・歯科衛生アセスメント（情報収集、情報処理）について説明することができる

【キャリア教育】 課題発見力：今の状況から課題をみつける力を身につける

2

歯科衛生診断 （ 問題の明確化、優先順位の決定 ） ・ 歯科衛生計画立案（優先順位の決定・目標の設定、歯科衛生介入方法の決定 ）

講義

・歯科衛生診断について説明することができる

・歯科衛生計画立案について説明することができる

【キャリア教育】 計画力：計画的に行動する力を身につける

3

歯科衛生介入 （ 歯科衛生計画の実施 ） ・ 歯科衛生評価 （ プロセスと結果の評価 ）

講義

・歯科衛生介入と業務記録について説明することができる

・歯科衛生評価について説明することができる

【キャリア教育】 主体性：自分から進んで取り組む力

4

歯科衛生アセスメントのための情報収集と情報処理

講義

・医療面接の目的を説明することができる

・歯科衛生介入に関連する検査方法を説明することができる

【キャリア教育】 創造力：新しい価値を生み出す力を身につける

5

歯科衛生過程演習 ①

グループワーク   ※現場が見える「歯科衛生過程論ワークショップ」

・歯科衛生アセスメントについて理解し、グループワークを通じて情報収集及び情報処理方法を習得することができる

・歯科衛生過程計画立案を具体的に作成し習得することができる

・歯科衛生評価をし、対象者の問題解決のための振り返りのプロセスを理解することができる

【キャリア教育】 課題発見力：今の状況から課題をみつける力を身につける

6

歯科衛生過程演習 ②

グループワーク

・歯科衛生アセスメントについて理解し、グループワークを通じて情報収集及び情報処理方法を習得することができる

・歯科衛生過程計画立案を具体的に作成し習得することができる

・歯科衛生評価をし、対象者の問題解決のための振り返りのプロセスを理解することができる

【キャリア教育】 主体性：自分から進んで取り組む力

7

歯科衛生過程演習 ③

グループワーク

・歯科衛生アセスメントについて理解し、グループワークを通じて情報収集及び情報処理方法を習得することができる

・歯科衛生過程計画立案を具体的に作成し習得することができる

・歯科衛生評価をし、対象者の問題解決のための振り返りのプロセスを理解することができる

【キャリア教育】 創造力：新しい価値を生み出す力を身につける

定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（40点満点）
　 実施方法：記述試験

定期試験（60点満点）
　 実施方法：記述試験



学科･コース

回

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

15

科目名

歯科衛生過程演習
30時間 2単位 講師名 小櫃 綾乃

必修
開講時期 2年

後期　　木曜日 1・2限：2組
　　　　　金曜日 1・2限：1組歯科衛生士学科　　　Ⅰ部

【講師略歴】

・中学高等学校英語教諭Ⅰ種取得
・歯科衛生士免許取得
・訪問介護員2級養成研修課程修了
・歯科医院での臨床経験（一般歯科・予防歯科・口腔外科・審美歯科など）
・企業健診経験
・2014年より歯科衛生士養成校にて専任教員として勤務

【授業への心構え・留意点】

・今まで学んできた基礎知識を基に、総合的に知識を身につけ、卒業後社会に貢献することができる歯科衛生士を育成する。
・講義を通じて各自「なるほど」「わかった」と、沢山気づきを得られる学び多い授業にするため予習復習は必須。
・毎回の講義で「術者役」「患者役」「アシスタント役」をイメージし、各役割から得る気づきを得ること。
・授業を休めば自身の学習の遅れが生じるため、体調管理や時間管理を徹底すること。
・グループワークを通じて、考え方の視野を広げる。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

　･卒業後、各自が担当する患者対応に戸惑うことなく施術を進めていくことができるようになる。
　・歯科衛生士として確実に基礎力を身につけるために指導することで、スタッツフ及び患者からの信頼を獲得できる技術を養う。

【科目目標（一般目標）】

　・基礎学力を基に患者の既往歴を把握し、口腔内診査を習得できるようにする
　・偶発事故の処理法を理解することができる
　・シックルスケーラーによる相互間でのスケーリング操作を習得する

【使用教科書・教材・参考書】
・最新歯科衛生士教本 「歯科予防処置論・歯科保健指導論」

授　業　概　要

1

2

歯科衛生アセスメントのための情報収集と情報処理

講義・グループワーク

・口腔内の情報収集を理解することができる

・各種分析のためのデータ方法を習得することができる

・グループワークを通じて互いの意見を出し合い、意見をまとめることができる（ディスカッション）。

・現場が見える企画（歯科医院での歯科衛生過程の取り組み）

【キャリア教育】 実行力：目標に向かって実行する力を身につける

3

4

相互実習 ①

講義 ・ 実習（グループワーク含む）   ※現場が見える「歯科医院での歯科衛生過程について」

・口腔内診査を記録することができる。

・ブラッシング指導をすることができる。

・正しいポジショニングを意識してスケーリング操作を行うことができる。

・ブラッシング指導を記録することができる。

【キャリア教育】 チームワーク力：自分の役割を理解して協力し合う力

5

6

相互実習 ②

講義 ・ 実習（グループワーク含む）

・口腔内診査を記録することができる。

・ブラッシング指導をすることができる。

・正しいポジショニングを意識してスケーリング操作を行うことができる。

・ブラッシング指導を記録することができる。

【キャリア教育】 創造力：新しい価値を生み出す力を身につける

7

8

相互実習 ③

講義 ・ 実習（グループワーク含む）

・口腔内診査を記録することができる。

・ブラッシング指導をすることができる。

・正しいポジショニングを意識してスケーリング操作を行うことができる。

・ブラッシング指導を記録することができる。

【キャリア教育】 主体性：自分から進んで取り組む力

9

10

相互実習 ④

講義 ・ 実習（グループワーク含む）

・口腔内診査を記録することができる。

・ブラッシング指導をすることができる。

・正しいポジショニングを意識してスケーリング操作を行うことができる。

・ブラッシング指導を記録することができる。

・現場が見える企画（歯科医院で活躍している歯科衛生士の紹介）

【キャリア教育】 課題発見力：今の状況から課題をみつける力を身につける

11

12

相互実習 ⑤

講義 ・ 実習（グループワーク含む）

・口腔内診査を記録することができる。

・ブラッシング指導をすることができる。

・正しいポジショニングを意識してスケーリング操作を行うことができる。

・ブラッシング指導を記録することができる。

【キャリア教育】 チームワーク力：自分の役割を理解して協力し合う力

13

14

研究発表 作成 ①

講義・グループワーク

・歯科衛生過程の概要を説明することができる

・歯科衛生評価の事例を説明し理解することができる

・グループで話し合い、8回目の定期試験での発表に向けて完成することができる

【キャリア教育】 計画力：計画的に行動する力を身につける

【備考】 ① 授業において、歯科医院での現場が感じられる動画や写真を活用し、わかりやすい授業を展開していく。

定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（40点満点）
　 実施方法：記述試験

定期試験（60点満点）
　 実施方法：記述試験（60点）



学科･コース

回

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

８

科目名

摂食機能嚥下訓練
15時間 1単位 講師名 大野　慎也

必修
開講時期 2年

後期
木曜日　　　1限　2限歯科衛生士学科　　　Ⅰ部

【講師略歴】

保有資格：歯科医師、日本摂食・嚥下リハビリテーション学会認定士
略　　　歴：大学卒業後、研修医を修了し、その後日本大学大学院歯学研究科歯学専攻修了。2017年4月より日本大学歯学部摂食機能療法学講座専修医に就任。

【授業への心構え・留意点】　

教本の該当ページを最低１回は読み、予習をしてくること。その際、読めない漢字がないようにしてくること。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

摂食機能療法や口腔ケアを実施するに当たり、必要な知識である。

【科目目標（一般目標）】

小児や高齢者に対する摂食機能療法や口腔ケアに関わる知識や手技を習得する。

【使用教科書・教材・参考書】　　「歯科衛生士のための摂食嚥下リハビリテーション第2版」　日本歯科衛生士会監修　医歯薬出版株式会社

授　業　概　要

1

リハビリテーション医学について

講義

リハビリテーションについて理解する

摂食嚥下にかかわる器官やメカニズムを理解する

摂食嚥下障害の病態について理解する

2

間接訓練

講義

歯科衛生士ケアプロセスを理解する

間接訓練・直接訓練の位置づけについて理解する

間接訓練について理解する

3

直接訓練

講義

直接訓練について理解する

誤嚥と窒息の違いについて理解する

4

代償的アプローチ・環境改善的アプローチ

講義

代償的アプローチについて理解する

環境改善的アプローチについて理解する

　

5

発達期のリハビリテーション

講義

食べる機能の発達過程について知る

口腔機能の発達を理解したうえで、小児の摂食・嚥下障害について理解する

6

介護における歯科衛生士の役割

講義

摂食嚥下リハビリテーションに関わる職種について知る

チームアプローチにおける摂食嚥下リハビリテーションの一例を知る

7

口腔ケア

講義

口腔ケアについて知る

障害者・高齢者等に対する口腔ケアを知る

車椅子の部位・使用方法について知る

定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（40点満点）

定期試験（60点満点）



学科･コース 歯科衛生士学科　　　Ⅰ部

回

８

科目名 15時間 1単位 講師名 小泉　由一郎

インプラントアシスト
開講時期 2年 後期　　水曜日1.2時限

【講師略歴】

2000年明海大学卒業　同年歯科医師免許取得　埼玉、東京の医療法人で分院長を経験

2015年世田谷区に小泉デンタルクリニックを開業

46歳　東京都出身　　趣味　旅行　映画鑑賞　　

【授業への心構え・留意点】

授業を通してインプラント治療の基礎から最新情報までをお話しします。

また、実際の臨床で歯科衛生士としてどのような立場で仕事をすべきなのか、どういった知識を知っておくべきなのかを説明いたします。

臨床現場で役立つ話も盛り込まれていますので、しっかりと押さえてください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

インプラント治療にはチームワークが不可欠です。その中で衛生士が担う役割は大きいです。覚えることは沢山ありますが、マスターすれば「使える」「頼れる」衛
生士になれます。

【科目目標（一般目標）】　

現場に立った時にスムーズにインプラント治療を進められる、優れた能力を持つ歯科衛生士になるための知識を得ることを目標とする。インプラント治療はまだ発
展途中の分野であり、正しい知識を持ち合わせていない者も多い。また、日々新しい技術も投入されている。時代の流れに取り残されずに、新しい知識と正しい知
識を持ち合わせられるようになる。

【使用教科書・教材・参考書】　インプラントアシスタントマニュアル　船越栄次（編）医学情報社・クラウンブリッジ補綴学　川和忠治（編）・口腔インプラント学　赤川
安正ほか（編）医歯薬出版

授　業　概　要

１

【授業単元】 インプラントの基礎知識

【授業形態】 講義

【到達目標】

・インプラントの特徴を理解できる

２

【授業単元】インプラントにおける解剖学

【授業形態】

【到達目標】

・各種エックス線写真における解剖を理解できる　・術中術後の偶発症、手術に当たり注意が必要な全身疾患について理解できる

３

インプラント治療の流れ

【授業形態】講義

【到達目標】

・インプラント治療の流れを理解できる　・治療の各ステップにおける注意点を理解できる

４

【授業単元】インプラント埋入手術

【授業形態】講義

【到達目標】

・インプラント埋入におけるアシスタントの役割を理解できる　・埋入におけるアシストが知るべき注意点を理解できる

５

【授業単元】インプラント補綴、インプラント関連手術

【授業形態】講義

【到達目標】

・インプラント埋入後の補綴処置について理解できる　・インプラントに伴う各種関連手術について理解できる

６

【授業単元】インプラントメンテナンス

【授業形態】講義

【到達目標】

・歯科衛生士として行うべきインプラントに対するメンテナンスを理解できる　・患者さんとの関係性の構築について理解できる

７

【授業単元】インプラントアシストまとめ

【授業形態】講義

【到達目標】

・各講義の総復習を行い、インプラントアシストについての理解を深める

定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（20点満点）

　 実施方法：記述試験

定期試験（80点満点）

　 実施方法：記述試験



学科･コース 歯科衛生士学科　　　Ⅰ部

回

８

科目名 15時間 1単位 講師名 山田　あつみ

口腔リハビリテーション
開講時期 2年 後期　　月曜日1限 ・2限

介護予防事業や居宅療養管理指導の現場で、機能的口腔ケアや摂食嚥下リハビリテーションを指導、経口摂取の維持改善に導いてきた経験を生かし、要介護高齢者に接する機会

が少ないであろう学生に、要介護者に対応できる技術を習得、経口摂取の維持向上に関わることの重要性を理解し、生涯を通じて社会に貢献できる歯科衛生士資格を目指す

【授業への心構え・留意点】

本授業において嚥下のメカニズムや障害への対応法、リハビリテーションの手法(オーラルケアマネージメント含む)を学び、口腔リハビリテーションの実際を知る。また、

後半では、歯科衛生士が出来る評価法、頸部聴診法や食事介助法など、教科書では知り得ない臨床現場で実際に行っている空気に触れて即戦力を目指す。

経口摂取に導いた経管栄養管理の症例や段階的な食事形態、環境改善的アプローチ、嚥下食も含めて学ぶ機会を持ち、グローバルな興味を引き出す。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

要介護高齢者や認知症の方の増加とともに歯科専門職の口腔ケアの重要性が叫ばれている。まだまだ歯科衛生士には口腔衛生面への対応が求められているが、口
腔リハビリテーションに付いて日本歯科衛生士会、日本摂食嚥下リハビリテーション学会などで認定士の資格の獲得のためのセミナーが充実してきているので、やる
気があれば学ぶ機会は多い。特に要介護者においては、疾患が多岐にわたり全身的な管理、視野が求められるので資格取得後も積極的に学び続けてもらいたい。

【科目目標（一般目標）】　

1,摂食嚥下のメカニズムや誤嚥性肺炎予防、認知症や障害高齢者に対応する口腔ケアに必要な知識と技術を習得する 2.嚥下の評価方法や歯科衛生過程、ケアプラ
ンの作成技術を習得する　3..機能的口腔ケア、.健口体操、口腔リハビリテーションの重要性やその技術を習得する 4.患者への接し方、リハビリテーションを担うチーム
の一職種として連携のためのマネージメント方法を学ぶ					
					
	【使用教材・参考書】　「歯科衛生士のための摂食嚥下リハビリテーション」第２版第１刷　2019　医歯薬出版								

授　業　概　要

１

【授業単元】 専門的口腔ケア(器質的口腔ケアと機能的口腔ケア)とは何か、全身的な関わりについて

【授業形態】 講義

【到達目標】

1.狭義の口腔ケアと広義の口腔ケアについて理解する. 2.全身と口腔との関わりを理解し、口腔リハビリテーションの必要性を説明できるようにな
る　3.医療者としての歯科衛生士としての役割を理解する

２

【授業単元】摂食嚥下のメカニズム5期モデルについて理解する

【授業形態】講義

【到達目標】

1.摂食•嚥下機能やメカニズム(5期モデルとプロセスモデル)について理解する 2.窒息や誤嚥性肺炎の予防と口腔ケアの関わりについて理解する

３

【授業単元】オーラルケアマネージメントの実際　ケアプラン作成

【授業形態】講義

【到達目標】
1.口腔機能評価から対応法を探るための分析方法について学ぶ。訪問口腔ケアにおける歯科衛生士の役割を理解し、多職種の仕事と連携について、症例を
通じて理解する　2.歯科衛生過程(SOPIE)の実際、ケアプラン 作成演習3.経管栄養管理、4.要介護者を支えるチーム医療の一員として

４

【授業単元】健康高齢者支援、介護予防における歯科衛生士の役割

【授業形態】講義　（相互実習）

【到達目標】

1.健康高齢者のための機能的口腔ケアと評価法、健口体操、RSST オーラルデイアドコキネシスほか、　DVDで口腔機能向上プログラムの概要を知る

５

【授業単元】回復期ー慢性期への口腔(摂食嚥下)リハビリテーションの実際

【授業形態】講義　（相互実習）

【到達目標】

歯科衛生士が出来る評価法(頸部聴診法、改訂水飲みテストほか) .間接訓練と直接訓練  ボタンプル、バンケード法、アイスマッサージほか .DVDによる重篤
な嚥下障害の方の聴診音を聴く

６

【授業単元】経管栄養管理、姿勢への配慮を学ぶ

【授業形態】講義　（相互実習）

【到達目標】

1.経管栄養、経腸栄養について理解する、介護食嚥下食、とろみ剤など、それぞれの特性について理解する２．姿勢の違い(ファーラ位セミファーラ位)でのケア
の注意点　　　ICUでの歯科衛生士による口腔ケアについてDVDから学ぶ

７

【授業単元】歯科衛生士が行う口腔リハビリテーション　実習のまとめとして

【授業形態】講義　（相互実習）

【到達目標】

健口体操　頸部聴診法　アイスマッサージ　嚥下反射促通手技　交互嚥下 ノーズフィットカップ  認知症の方への食事介助法の基本について　実習、試食を含
む

定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（40点満点）1-6回まで5点/回　7回の小テストのみ10点/回

　 実施方法：記述式

定期試験（60点満点）

　 実施方法：記述式



学科･コース 歯科衛生士科　　　Ⅰ部

回

８

科目名 15時間 1単位 講師名 富田　由美子

総合研究　I
開講時期 ２年 後期　　木曜日　１・２時限

【講師略歴】

保有資格：歯科衛生士

略　　　歴：大阪大学時代は大学院にて歯科材料の研究を行い、2008年より東京医科歯科大学大学院にてホワイトニングの研究を行いながら、口腔筋機能療法を

専門として臨床に出る。また、歯科衛生士の育成のため、多数の医院にて育成を行う。

【授業への心構え・留意点】

この授業では机上では学ぶことのできない臨床での発見や疑問を解決していく方法を学んでいきます。疑問に思う気持ちを養い、また、それらの疑問を

自ら解決していく力を身につけて下さい。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

臨床の現場では専門家として自らの判断で行動する力が求められます。そのために必要な知識や技術を身につけ、また常に向上していく必要
があります。その際に必要な解決策を身につけていきます。また、学会発表にて自らの症例を発表する際のノウハウを学んでいきます。

【科目目標（一般目標）】　

口腔保健分野における研究の意義を理解し、実践できる　① 問題発見・解決型学習を自ら実践できる
　② 文献検索の方法を理解し、必要な情報を収集して読み解くことができる
　③ 論文のスタイルなど基本的な学術的発表能力を身につけることができる

【使用教科書・教材・参考書】　歯科衛生士教育サブテキスト卒業研究HANDBOOK（クインテッセンス出版）、歯科衛生研究の進め方・論文の書き方（医歯薬出版）

授　業　概　要

１

【授業単元】歯科衛生学の事例研究とは何かを理解する①

【授業形態】 講義

【到達目標】

・問題発見と問題解決の糸口を探す
・事例研究の目的を理解する
・事例研究の手順を理解する

２

【授業単元】歯科衛生学の事例研究とは何かを理解する②

【授業形態】講義

【到達目標】

・レポートと研究の違いを理解する
・個人研究とグループ研究について理解する
グループ分けをする

３

【授業単元】問題発見　日常の疑問を研究テーマとする①

【授業形態】講義

【到達目標】

・研究テーマの選択
・テーマ選択の指針を理解する

４

【授業単元】問題発見　日常の疑問を研究テーマとする②

【授業形態】講義・実習

【到達目標】

・研究の仮説の設定について理解する
グループワーク　研究テーマについて考える

５

【授業単元】研究の準備

【授業形態】講義・実習

【到達目標】

・研究に役に立つ文献の検索の仕方を理解する
・収集した文献の読みこなし方を理解する
・文献の整理ができるようになる

６

【授業単元】問題解決の手順①

【授業形態】講義・実習

【到達目標】

・研究計画をたてる
・タイムスケジュールを作成する

７

【授業単元】問題解決の手順②

【授業形態】講義・実習

【到達目標】

・研究計画をたてる
・タイムスケジュールを作成する
定期テスト対策

定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（40点満点）

　 実施方法：記述試験、課題ワークシート提出

定期試験（60点満点）

　 実施方法：記述試験



学科･コース

回

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】 歯の漂白（ホワイトニング）治療の術式について説明できる。

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 歯周治療、インプラント治療と歯科矯正治療

【授業形態】

【到達目標】 歯周治療、インプラント治療および歯科矯正治療における審美的な要素について説明できる。

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

８

科目名

審美歯科
15時間 1単位 講師名 大槻　昌之

必修
開講時期 ２年

後期（前半）
月曜日　　　１，２限歯科衛生士学科　　　Ⅰ部

【講師略歴】

1984年 東京医科歯科大学歯学部 卒業　1988年 東京医科歯科大学大学院歯学研究科 修了
2007年 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 准教授
2019年 日本歯科審美学会副理事長

【授業への心構え・留意点】　

審美歯科医療は、各種の歯科治療をもとにした包括的な治療です。したがって、歯科審美に関する知識とともに幅広い歯科治療に関する知識が必要になります。
また、複数の専門医と歯科衛生士、歯科技工士が関わるチーム医療で対応することもあります。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

審美歯科治療は患者さんの関心の高い歯科治療のひとつです。また、歯の漂白（ホワイトニング）治療など、審美歯科治療では歯科衛生士が関わる機会が多くあります。
その際に、審美歯科治療に関する知識が必要になります。

【科目目標（一般目標）】

審美歯科医療の概要と特徴を理解する。
審美歯科医療で必要とされる基本的な知識を修得する。

【使用教科書・教材・参考書】

授　業　概　要

1

歯科審美学と審美歯科治療の概要

 講義

歯科審美学と審美歯科治療の概要を説明できる。

2

審美歯科治療に関する基礎知識

 講義

審美歯科治療に関する基礎知識を習得する。

3

歯の漂白（ホワイトニング）治療

 講義

4

コンポジットレジン修復とインレー修復

 講義

審美的なコンポジットレジン修復とインレー修復の術式について説明できる。

5

ポーセレンラミネートべニア修復、クラウン・ブリッジ修復と義歯

 講義

審美的なポーセレンラミネートべニア修復、クラウン・ブリッジ修復および義歯について説明できる。

6

 講義

7

審美歯科治療の社会的な位置づけ

 講義

審美歯科治療の社会的な位置づけについて説明できる。

定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（20点満点）

定期試験（80点満点）



学科･コース

回

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

８

科目名

地域保健活動
15時間 1単位 講師名 軽部 裕代

必修
開講時期 2年 後期　　火曜日　2.3 時限

歯科衛生士学科　　　Ⅰ部

【講師略歴】

保有資格：歯科医師
略　　　歴：大学（歯学部）で公衆衛生並びに社会歯科を学び、歯科医学における法律や、関係諸制度の研究と教育に従事する。さらに研究を発展させるため、大学院
に進学し、博士号を取得。現在は、新規歯科材料の開発に向けた毒性研究を行なっている。

【授業への心構え・留意点】

歯科衛生士は、免許取得後、歯科医院に勤務する者がほとんどであるが、一方で、地域住民を対象とした行政機関に勤務することも可能である。それぞれの地域で実
施されている一般住民を対象とした歯科保健活動と、その実践方法について学ぶ。毎回、講義資料を配布し、理解出来るように配慮しているので、反復学習することに
より理解の取得に努めて欲しい。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

地域で実践されている一般住民を対象とした歯科保健活動は、主に行政機関で実施されている。歯科衛生士は、歯科診療所に勤務する者がほとんどであるが、歯科
診療所に勤務した場合でも、歯科医師と共に地域歯科保健活動を行う機会も少なくない。歯科衛生士は、歯科保健活動のエキスパートであり、その十分な活動を実践
して行く上でも本科目は重要である。

【科目目標（一般目標）】

各年代ごとに実施されている歯科保健活動の内容と、歯科衛生士が実施するべき歯科保健活動の実践方法について理解する。

【使用教科書・教材・参考書】
歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み１　『保健生態学』 医歯薬出版株式会社   　【その他補助教材】 オリジナル教材プリント

授　業　概　要

1

「地域保健」とは何か？

講義

・「地域保健」とは何か、説明することが出来る。

・「保健所」の役割について理解する。

2

地域歯科保健活動の進め方 ①

講義

・「市町村保健センター」の役割について理解する。

・「地域歯科保健活動」とその進め方について理解する。

3

地域歯科保健活動の進め方 ②

講義

・「国家統計」について理解する。

4

母子歯科保健

講義

・「母子健康手帳」について理解する。

・「母子保健法」に基づき実施されている歯科保健活動について理解する。

5

成人歯科保健・高齢者歯科保健

講義

・「成人」に対して実施されている歯科保健活動について理解する。

・「高齢者」に対して実施されている歯科保健活動について理解する。

6

障害者歯科保健・災害歯科保健

講義

・「障害者」に対して実施されている歯科保健活動について理解する。

・「災害時」に実施されている歯科保健活動ついて理解する。

7

地域歯科保健活動の実践演習

講義

・各年代毎の「歯科保健活動」の実践のポイントについて学ぶ。				

定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（40点満点）

　 実施方法：国家試験に準じた択一試験とワークシートの提出

定期試験（60点満点）

　 実施方法：国家試験に準じた択一試験


