
回 回

8

加え13年以上になる。キャリアコンサルタントの資格を活かし、歯科医院でのコミュニケーション研修、キャリアガイダンスや研修後のカウンセリング実績がある　

科目名

コミュニケーション技法
30時間 2単位 講師名 花澤　真里子

必修

開講時期 1年 前期　　月曜日　6.7時限
学科･学部 歯科衛生士科　　　Ⅱ部

【講師略歴】

保有資格：2級キャリアコンサルタント技能士、メンタルヘルスマネジメント　ラインⅡ種、AFP

国際線客室乗務員30年の経験を活かしたビジネスマナー、コミュニケーションを中心とした研修が得意である。講師としては、JALでの客室訓練部教官経験を　

・社会人基礎力を高める。

【授業への心構え・留意点】

歯科衛生士としてだけでなく、1人の人間として必要なコミュニケーションの技法を理解させ、習得できるように授業に臨む。

ビジネスマナーを得意とするが、歯科医院スタッフへの患者様対応研修の実績が多くあるので、より具体的な実践的な例を伝えることができる。

歯科大学病院の衛生士科学生へのマナーコミュニケーション研修の経験から、より現場力、人間力を付けるお手伝いができる。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

実習先や就職先で人間関係をスムーズにするコミュニケーション力を付けることができる。

社会人基礎力が何かを知り、その知識、技法を身にを付ける。

患者様スタッフの人間関係を深めるスキルを身に付ける

【科目目標（一般目標）】　

・コミュニケーションとは具体的に何かを理解し、その手法を身に付ける。

・コミュニケーションスキルを上げるベースには、マナーのスキルが必要だという事を理解し行動できるようになる。

【使用教科書・教材・参考書】

滋慶グループのコミュニケーションスキルアップ検定教科書。授業に応じて作成するパワーポイントを使用

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】オリエンテーション

9

【授業単元】自己PRをプレゼンする

【授業形態】  講義 【授業形態】  講義

【到達目標】
自分の名前を丁寧に読みやすいように書けるようになる
・コミュニケーション技法とは、その理解度を確認する

【到達目標】
・自己PRが書けるようになる
・自己PRが言えるようになる

2

【授業単元】感じがいい第一印象

10

【授業単元】感じのいい第一印象・電話対応

【授業形態】  講義 【授業形態】  講義

【到達目標】
・自己紹介ができるようになる

【到達目標】
・感じのいい電話対応ができるようになる

3

【授業単元】マナー5原則

11

【授業単元】第一印象を上げることを実践する

【授業形態】  講義 【授業形態】  講義

【到達目標】
・マナー5原則を理解する
・実際に身に付ける

【到達目標】
・第一印象を上げて、いいコミュニケーションを作り出す
・バーバルとノンバーバルを理解できる

4

【授業単元】感じのいい態度・話し方

12

【授業単元】アサーション・丁寧な話し方

【授業形態】  講義 【授業形態】  講義

【到達目標】
・誰もが感じがいいと思う話し方とは何かを知り、できるようになる
・相手に伝わりやすい態度

【到達目標】
・自分も相手もオッケーでハッピーになる伝え方を理解する
・敬意ある話し方を理解する

5

【授業単元】自己理解

13

【授業単元】患者様満足を考える・聴き方

【授業形態】  講義 【授業形態】  講義

【到達目標】
・自分を知る➡自己ＰＲにつなげる
・就職するにあたって、有利な自己PRがあることを知る

【到達目標】
・患者様に良い印象を与えるということを考える
・そのために必要なコミュニケーション力・傾聴力をつける

6

【授業単元】言葉遣い・伝え方

14

【授業単元】コミュニケーションとは

【授業形態】  講義 【授業形態】  講義

【到達目標】
【到達目標】
・ビジネスでの言葉遣い
・「伝える」ということを理解する

【到達目標】
・コミュニケーション技法の総まとめ

7

【授業単元】第一印象を上げる・読解力を付ける

15 定期試験

【授業形態】  講義

【到達目標】
・第一印象を上げる手法を再確認する
・文章を読んで、感想を書き、話し合う

　 実施方法：　記述・選択試験

定期試験（60点満点）

　 実施方法：　記述・選択試験

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：　記述試験

中間テスト（30点満点）



学科･コース 歯科衛生士学科　　　II 部

回

８

医療人としての必要なスキルとは：1) よく聞き、そして学び続ける：柔軟性、自主性、継続性、2) 基礎学力なくして、進歩なし：基礎学力、論理性、3) コミュニケー
ション能力は、医療人のたしなみ：基本的文章力、ディスカッション能力、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力

科目名 15時間 1単位 講師名 千葉　忠成

生物
開講時期 1年 前期　　木曜日　6、7時限

【講師略歴】

保有資格：薬剤師免許
略歴：大学院修了後、米国コロンビア大学で生体物質の研究、帰国後は東京大学医科学研究所で癌の研究、さらに製薬企業でヒトの全遺伝子解析に専従する。
現在は日本歯科大学生化学講座で癌研究および講義を通じて学生の指導に当たっている。2012年より歯科衛生士選任教員 (生物、化学、薬理学・歯科薬理学を
担当)。

【授業への心構え・留意点】

歯科衛生士は医療人であるということを認識し、全身症状をよくするということを心がけて任務に当たれるよう人体機能を理解するうえで必要な基礎の理解を深め
る。
歯と口は、人間にとって特に重要な器官で、食べることや話すこと、笑うことなどは、歯と口が健康に保たれていることが必須である。
したがって歯科衛生士は、これらの行為を支える国家資格を持った専門職なのです。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

１

【授業単元】 生命について (1)

【授業形態】 講義

【到達目標】

1. 生命とは何か
2. 生命の誕生
3. 生命の変遷

【科目目標（一般目標）】　

生物の項目の学習・教育到達目標とは：1) 生物の基礎知識・応用力を身につける、2) 社会科学から自然科学にわたる幅広い教養を身につけることにより，多面
的に考える能力を身につける、3) 生物の知識を通じて、広範な教養、倫理観および安全・環境に関する知識の習得と、それらに基づき判断・実行できる能力の獲
得する、4) 情報・知識をもとに、自主的に問題点を見出し、仕事を立案するためのデザイン能力および計画案に従い仕事を遂行し、問題点を解決する能力を身に
つける

【使用教科書・教材・参考書】　教材：プリント配布、参考書：『イラストでわかる歯科医学の基礎』　永末書店

授　業　概　要

３

【授業単元】 組織と細胞 (1)

【授業形態】 講義

【到達目標】

1. 細胞の構造
2. 細胞膜
3. 細胞の働き

２

【授業単元】 生命について (2)

【授業形態】 講義

【到達目標】

1. 人体の発生と成長
2. 人体の構成
3. からだの各部の名称

５

【授業単元】  組織と細胞 (3)

【授業形態】 講義

【到達目標】

1. 細胞増殖
2. 細胞分裂
3. 細胞死 (アポトーシスとネクローシス)

４

【授業単元】 組織と細胞 (2)

【授業形態】 講義

【到達目標】

1. 単細胞生物と多細胞生物
2. ヒトの組織
3. ヒトの器官

７

【授業単元】 細胞の一生と個体の成り立ち (2)

【授業形態】 講義

【到達目標】

1. 染色体と遺伝子
2. DNAの複製
3. 遺伝情報の伝達とタンパク質合成

６

【授業単元】 細胞の一生と個体の成り立ち (1)

【授業形態】 講義

【到達目標】

1. 生殖
2. 減数分裂
3. 遺伝の法則

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：



学科･コース 歯科衛生士学科　　　II 部

回

【授業単元】 有機化合物

８

医療人としての必要なスキルとは：1) よく聞き、そして学び続ける：柔軟性、自主性、継続性、2) 基礎学力なくして、進歩なし：基礎学力、論理性、3) コミュニ
ケーション能力は、医療人のたしなみ：基本的文章力、ディスカッション能力、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力

科目名 15時間 1単位 講師名 千葉　忠成

化学
開講時期 1年 前期　　木曜日　6、7時限

【講師略歴】
保有資格：薬剤師免許
略歴：大学院修了後、米国コロンビア大学で生体物質の研究、帰国後は東京大学医科学研究所で癌の研究、さらに製薬企業でヒトの全遺伝子解析に専従す
る。
現在は日本歯科大学生化学講座で癌研究および講義を通じて学生の指導に当たっている。2012年より歯科衛生士選任教員 (生物、化学、薬理学・歯科薬理
学を担当)。
【授業への心構え・留意点】

歯科衛生士は医療人であるということを認識し、全身症状をよくするということを心がけて任務に当たれるよう人体機能を理解するうえで必要な基礎の理解を
深める。
歯と口は、人間にとって特に重要な器官で、食べることや話すこと、笑うことなどは、歯と口が健康に保たれていることが必須である。
したがって歯科衛生士は、これらの行為を支える国家資格を持った専門職なのです。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

１

【授業単元】 無機化合物

【授業形態】 講義

【到達目標】

 1. 元素の構造を理解する
 2. 代表的な無機化合物の構造と特徴を理解する
 3. 水溶液の概念について理解する

【科目目標（一般目標）】　

化学の項目の学習・教育到達目標とは：1) 化学の基礎知識・応用力を身につける、2) 社会科学から自然科学にわたる幅広い教養を身につけることにより，多
面的に考える能力を身につける、3) 化学の知識を通じて、広範な教養、倫理観および安全・環境に関する知識の習得と、それらに基づき判断・実行できる能力
の獲得する、4) 情報・知識をもとに、自主的に問題点を見出し、仕事を立案するためのデザイン能力および計画案に従い仕事を遂行し、問題点を解決する能
力を身につける

【使用教科書・教材・参考書】　教材：プリント配布、参考書：『イラストでわかる歯科医学の基礎』　永末書店

授　業　概　要

２

【授業形態】 講義

【到達目標】

 1. 生体を構成している物質を記述する
 2. 代表的な無機化合物の構造と特徴を記述する
 3. 代表的な有機化合物の置換基を記述する
 4. 化学結合の種類と特徴を具体的に述べる
 5. 化学反応の原理を述べる

３

【授業単元】 アミノ酸の構造と機能

【授業形態】 講義

【到達目標】

 1. アミノ酸の基本構造を記述する
 2. アミノ酸を分類する
 3. アミノ酸の化学特性を説明する
 4. 代表的なアミノ酸を述べる

５

【授業単元】 糖質の構造と機能

【授業形態】 講義

【到達目標】

 1. 糖質の基本構造を理解する
 2. 糖質を分類する
 3. グリコシド結合を理解する
 4. 代表的な糖質の構造を理解する

４

【授業単元】 タンパク質の構造と機能

【授業形態】 講義

【到達目標】

 1. タンパク質の結合様式を記述する
 2. タンパク質の高次構造を記述する
 3. タンパク質の構造と機能を説明する
 4. 代表的なタンパク質を記述する

７

【授業単元】 ビタミン

【授業形態】 講義

【到達目標】

 1. ビタミンを分類する (脂溶性ビタミン、水溶性ビタミン)
 2. 代表的なビタミンの特徴を説明する (13種のビタミンの生体内での機能)
 3. ビタミンの欠乏と疾患の関連を説明する (ビタミン欠乏症)

６

【授業単元】 脂質の構造と機能

【授業形態】 講義

【到達目標】

 1. 飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸を説明する
 2. 脂質を分類する
 3. 代表的な脂質の構造を記述する
 4. 脂質の生体内での働きを説明する

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：

定期試験（80点満点）

　 実施方法：



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】 「末期がん患者の選択」の例から患者の自己決定権について考える

【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】 EBM

【授業形態】

【到達目標】 「ジョージ・ワシントンの死因」の例からEBMの必要性を知る

1990年代からの科学的にEBMに沿った合理的な根拠に基づく治療が行

われるようになったことを理解する

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

８

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

科目名

医療倫理　Ⅰ
15時間 1単位 講師名 深川雅彦

必修
開講時期 1年

前期
水曜日　　　6，7限歯科衛生士学科　　　Ⅱ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。

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）】

歯科臨床の現場では倫理が絡む多くの問題に直面する。医療人としての歯科医療に必要な倫理上の知識を得ることで倫理的思考ができるようになる。人が行動する
際の判断の基礎となる根本的な行動基準・原則・社会規範・道徳があることを学び、臨床における医療倫理的諸問題に際し、歯科衛生士としてどのような態度をとりど
う対処すればよいかを考える。

【使用教科書・教材・参考書】　歯科医療倫理（第２版）

授　業　概　要

理性を重視する合理主義的な規範理論である功利主義の長所と欠点を知る

倫理学・医療倫理学の定義と医療倫理の四原則を説明できる　トリアージと功利主義の関連について学ぶ

2

父権主義

講義

「受け入れられない乳がんの治療法」の例から父権主義での治療の問題を考える

パターナリズム的医療のモデルを理解する

医師中心の医療の問題点を理解し父権主義を説明できる

医師中心の医療として伝統的な医の倫理で基礎となるヒポクラテスの誓いとジュネーブ宣言を学ぶ

1

功利主義

講義

「羊飼いを殺すべきか」の例から功利主義を考える

個人主義の範囲が拡大した時代から倫理の必要性が増してきていることを理解する

3

新しい医の倫理

 講義

患者の自己決定と自律主義について学ぶ

新しい医の倫理の出現の背景を知る

患者の権利の確立へ向けての歴史を理解する

4

インフォームド・コンセント

 講義

「レーシック手術と不安」の例からインフォームド・コンセントの意義を知る

人体実験と薬害エイズが患者の知る権利に与えた影響と「患者の権利」の歴史を知る

患者中心の医療＝インフォームド・コンセントであることを理解する

インフォームド・コンセントが生まれた背景を知る

5

QOL

 講義

「アンジェリーナ・ジョリーの決断」の例から乳がんとQOLの関係について考える

QOLの定義・目的が説明できる

治療法は父権主義の「お任せ」から自律主義の「自分で選択」へ移行したことを理解する

がん患者のQOLが脅かされる要因とがん患者におけるQOLの向上について学ぶ

6
 講義

1990年代までの医師自身の直感や経験に頼る旧来型の治療法の問題点を考える

7

チーム医療

 講義

「患者取り違え事件はなぜ起きたのか」の例からチーム医療の問題点を考える

医学の進歩とチーム医療の出現の関係を知る

がん治療とチーム医療の実際を学ぶ　チーム医療が成立する条件を理解する

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）
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【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
人体の正常構造を理解するために，全身の諸器官系統別に分け, 各系統における基本的事項を身につけるとともに, 、国家試験合格のために必要となる基礎知識
の修得が必須となる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.

科目名

解剖学
30時間 2単位 講師名 千葉　茂

必修

開講時期 １年 前期 火曜日　６限・７限
学科･学部 歯科衛生士学科　　Ⅱ部

【講師略歴】
医学部大学院修了
学位：博士(医学)

【授業への心構え・留意点】
人体の正常な形態・構造・発生を理解するために必要となる基礎的解剖用語を修得し、全身における諸器官系相互関係について理解する。毎回の復習が非常に
大切であり、国家試験においても、各系統における幅広い知識が要求されるため地道な努力が必要となる。

【科目目標（一般目標）】
人体の正常構造を理解するために，全身を各系統別に分け, 各系統における形態的特徴および基礎的知識を修得するとともに, 各器官の相互関係および3次元構
造について修得する.

【使用教科書・教材・参考書】
全国歯科衛生士教育協議会　最新歯科衛生士教本 　人体の構造と機能　1（解剖学・組織発生学・生理学）　第１版　　医歯薬出版

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】 解剖学総論

9

【授業単元】 脈管系（総論・心臓）

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
人体の構成・区分, 解剖学用語、位置・方向用語,  発生と成長を理解する。.

【到達目標】
脈管系の構成, 大循環・小循環, 心臓の構造と機能について理解する.。

2

【授業単元】 骨格系（体幹・体肢の骨）

10

【授業単元】 動脈系

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
脊柱を構成する椎骨および胸郭・上肢・下肢・骨盤の構成および形態的特徴を理
解する。

【到達目標】
全身の動脈の走行を理解する.。

3

【授業単元】 筋系（総論・頭頸部の筋）

11

【授業単元】 静脈系・リンパ系

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
筋の形状, 作用, 神経支配, 表情筋、咀嚼筋、浅頸筋, 前頸筋, 側頸筋, 後頸筋の
名称と作用を理解する．

【到達目標】
全身に分布する静脈の走行, リンパ節の位置・リンパの流路を理解する。

4

【授業単元】 筋系（体幹・体肢の筋）

12

【授業単元】 神経系（総論・中枢神経系）

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
背部, 胸部, 腹部,上肢、下肢の筋の名称と作用を理解する。.

【到達目標】
神経系の構成および中枢神経系を構成する脳・脊髄の形態的特徴と機能を理解
する。

5

【授業単元】 内臓系総論・消化器系

13

【授業単元】 末梢神経

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
内臓の一般的構造および区分, 消化器系を構成する臓器の形態的特徴および機
能を理解する。.

【到達目標】
脳神経・脊髄神経，自律神経の構成および機能を理解する。

6

【授業単元】 呼吸器系・泌尿器系

14

【授業単元】 感覚器系

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
呼吸器系と泌尿器系を構成する臓器の形態的特徴および機能を理解する.

【到達目標】
感覚器の構成および機能を理解する。

7

【授業単元】 生殖器系・内分泌系

15 定期試験

【授業形態】 講義

【到達目標】
生殖器系と内分泌系を構成する臓器の形態的特徴および機能を理解する。

　 実施方法：筆記試験

定期試験（60点満点）

　 実施方法：筆記試験

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）



学科･コース 歯科衛生士学科II部
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８

この教科は、人体を構成する器官の働きを学び、理解することを目的とする重要な教科である。自分の体の仕組みや病気との関連を理解・記憶するためにも授業中は集中
して勉強し、必ず復習をする。わからないところは、質問をすること。

科目名 15時間 1単位 講師名 脇雅子

生理学
開講時期 １年 前期　水曜日　６・７時限

【講師略歴】

医学博士。長年、医学部での研究・教育に携わる。専門は基礎医学、教養科目。現在は、滋慶学園並びに医療系専門学校で基礎医学全般を教授。

　

【授業への心構え・留意点】

医歯薬出版株式会社　　最新歯科衛生士教本　人体の構造と機能　解剖学・組織発生学・生理学

　

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

歯科衛生士は歯だけでなく、全身の器官の働きや病気との関連も理解することが必要となる。臨床で生かせる幅広い医学的・科学的知識の習得は必須
である。

【科目目標（一般目標）】　

解剖学で学んだ人体の構造に、生理学で学ぶ人体諸器官の機能を統合し、今後臨床で生かせる医学的・科学的知識を理解・習得する。

【使用教科書・教材・参考書】

授　業　概　要

１

【授業単元】消化器：食道・ 胃・小腸・大腸の機能

【授業形態】 講義

【到達目標】食道・胃の運動、胃液、小腸の吸収での吸収、大腸での吸収を理解する

３

【授業単元】循環、呼吸

【授業形態】講義

【到達目標】心臓の機能を理解する。外呼吸、内呼吸、呼吸の調節を理解する

２

【授業単元】循環

【授業形態】講義

【到達目標】全身の循環経路、血液組成・働きについて理解する

５

【授業単元】神経系

【授業形態】講義

【到達目標】中枢神経系：脳と脊髄の機能を理解する。末梢神経系：自律神経について学び理解する

４

【授業単元】神経系

【授業形態】講義

【到達目標】中枢神経系：脳の機能を理解する

７

【授業単元】内分泌系

【授業形態】講義

【到達目標】内分泌腺とホルモン名、働きを理解する

６

【授業単元】内分泌系

【授業形態】講義

【到達目標】内分泌腺とホルモン名、働きを理解する

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）

　 実施方法：各授業・単元終了時に実施,　teamsまたは筆記

定期試験（80点満点）

　 実施方法：筆記試験



学科･コース
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【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】

・ステファンカーブについて理解し、説明できる。（小テスト3点）

・プラークによるう蝕発症機構を理解する。（小テスト2点）

【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

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

科目名

栄養生化学Ⅰ
15時間 1単位 講師名 有川量崇　田口千恵子

必須
開講時期 1年

前期　6～9月
火曜日　　　6,7限歯科衛生士学科　　　Ⅱ部

【講師略歴】

有川量崇　　　歯科医師，博士（歯学），現在，大学にて衛生学の講座に所属し，講義，研究に携わっている.
田口千恵子　歯科衛生士資格保有，社会福祉学学士，博士（歯学）.　現在，大学にて衛生学の講座に所属し，講義，研究に携わっている.

【授業への心構え・留意点】　

生命科学領域に関わる基本的知識を修得した上で、口腔が身体の一器官という認識の上に立ち、医学的見地から歯科衛生士として必要な口腔領域の生化学知識を身
につける。

口腔は食物の入口であり、食品はう蝕、歯周病という口腔疾患と深く関係する。口腔の健康を維持・増進する役割を担う歯科衛生士にとって、生化学による生命現象の理
解と生化学を理解したうえでの栄養学の学びは重要であり、意義深いものとなる。

【科目目標（一般目標）】

生化学の基礎を学び、生命現象を生化学的に理解する。

【使用教科書・教材・参考書】
人体の構造と機能２　栄養と代謝　医歯薬出版株式会社

授　業　概　要

2

1.歯と歯周組織の生化学　③歯

講義

・歯の無機成分を説明できる。（小テスト2点）

・歯の有機成分を説明できる。（小テスト3点）

1

1.歯と歯周組織の生化学　①歯と歯周組織　②結合組織

講義

・歯と歯周組織を説明できる。（小テスト2点）

・結合組織を構成する細胞を説明でる。（小テスト3点）

3

２．硬組織の生化学

講義

・歯と骨の石灰化の特徴を説明できる。

・血清カルシウム調節に関与する３つのホルモンを説明できる。（小テスト3点）

・歯の脱灰と再石灰化を説明できる。（小テスト2点）

4

３．唾液の生化学

講義

・唾液中の無機質や有機質の種類を列挙できる。

・唾液中の無機質の作用を理解し、説明できる。（小テスト5点）

・唾液中の有機質の作用を理解し、説明できる。（小テスト5点）

5

4.プラークの生化学Ⅰ　①プラークの生物活性　②プラークによるう蝕発症機構

・プラークの形成過程を理解し、説明できる。

6

4.プラークの生化学Ⅱ　①食生活　　②う蝕予防法　③口臭

講義

・糖とう蝕の関わりを理解する。

・食生活とう蝕の関わりを理解する。（小テスト2点）

・う蝕予防法を理解し、説明できる。（小テスト3点）

・プラークによる口臭発症機構を理解する。

7

4.プラークの生化学Ⅲ　　①歯周疾患発症機構

講義

・歯周疾患におけるプラークのかかわりを理解する。（小テスト3点）

・歯周疾患と生体防御反応のかかわりを理解する。（小テスト2点）

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　選択肢および記述試験　小テスト40点満点を20点満点に換算する。

定期試験（80点満点）実施方法　選択肢および記述試験
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　日本小児歯科学会会員、所沢歯科臨床症例検討会主宰

科目名

口腔解剖学Ⅰ
30時間 2単位 講師名 金子　泰郎

必修

開講時期 １年 前期　　木曜日　６または７時限
学科･学部 歯科衛生士学科　　Ⅱ部

【講師略歴】

　埼玉県所沢市にてラポール歯科医院を開業している現役臨床歯科医師。家庭歯科医を基本理念にして、家族単位で乳幼児から老人まで診療している。

　日本医歯薬専門学校にて平成１９年の歯科衛生士科開設に携わり、以来口腔解剖学講師として１５年間勤務。昨期までの担当学生総数１２００名以上。

⑤頭頸部の骨格系についてその構造と働きを覚える

【授業への心構え・留意点】

基礎的な歯科医学として、学習範囲および国家試験の出題範囲は質量ともに膨大である。予習復習は必至であり、それを促す目的で毎回宿題を課している。

少しでも学生の記憶に残るように模型や教材を多用し、見て触って楽しめるインパクトのある、熱くわかりやすい授業を心がけている。

全員参加型の授業であるので、モチベーションを高め、意欲を持って積極的に学習してほしいと願う。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

目指すべきは、単に歯科衛生士の資格を取ることではなく、上手な歯科衛生士と呼ばれ信頼されることであろう。これには諸論あろうが、

患者さんに痛みや不安を感じさせないこと、的確な説明ができることが挙げられよう。すなわち、神経や血管の位置や走行を熟知し、身体の構造や

その働きなど解剖学的な知識と理解を深めることがその第一歩となると確信している。

【科目目標（一般目標）】　

①歯の種類、基本的名称及び歯式を理解する　②口腔の基本を学び、各部の役割を理解する

③頭頸部の脈管系を覚え、理解する　④口腔各組織の発生の仕組み、その形成と分化を理解し、基本的名称を覚える

【使用教科書・教材・参考書】

歯・口腔の構造と機能　口腔解剖学・口腔組織発生額・口腔生理学　医歯薬出版株式会社

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】 歯牙解剖学①　概論その１

9

【授業単元】 口腔発生学　および　口腔組織学①　３つの硬組織

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
歯の機能、種類と歯式を覚える
基本的名称と方向用語を覚える

【到達目標】
口腔の各組織および歯と歯周組織の形成と分化について理解し覚える
歯の萌出について理解する
歯の３つの硬組織の特徴と違いを理解する

2

【授業単元】 歯牙解剖学②　概論その２　および　口腔解剖学①　概論

10

【授業単元】 口腔組織学②　エナメル質

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
歯牙の基本構造を理解し、模式図が正確に書けるようにする
口腔の機能と基本的な構造を理解し、各部の名称を覚える
口腔前庭および固有口腔の構造と役割を理解して覚える

【到達目標】
エナメル質の構造と特徴を理解し、覚える

3

【授業単元】口腔解剖学②　舌と唾液腺

11

【授業単元】 口腔組織学③　象牙質

【授業形態】  講義および第１回小テスト 【授業形態】  講義および第３回小テスト

【到達目標】
舌の構造とはたらきを理解して覚える
唾液腺の位置と役割を理解して覚える

【到達目標】
象牙質の構造と特徴を理解し、覚える

4

【授業単元】 口腔解剖学③　頭蓋

12

【授業単元】 口腔組織学④　歯髄とセメント質

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
頭蓋の構造と基本的名称を覚え、理解する

【到達目標】
歯髄の構造および特徴を理解し、覚える
セメント質の構造と特徴を理解し、覚える

5

【授業単元】 口腔解剖学④　顎骨と咽頭・喉頭

13

【授業単元】 口腔組織学⑤　歯根膜、歯槽骨、歯肉

【授業形態】 講義 【授業形態】  講義および第４回小テスト

【到達目標】
上顎骨、口蓋骨、下顎骨の構造を理解し、基本的名称を覚える
舌骨の構造、位置と役割を理解し、覚える
咽頭・喉頭の構造と機能を理解し、覚える

【到達目標】
歯根膜の構造および特徴を理解し、覚える
歯槽骨の構造と特徴を理解し、覚える
歯肉の構造と特徴を理解し、覚える

6

【授業単元】 口腔解剖学⑤　頭頸部の動脈

14

【授業単元】 口腔解剖学⑦　表情筋、咀嚼筋、顎関節

【授業形態】 講義および第２回小テスト 【授業形態】 講義

【到達目標】
頭頸部の動脈の分布を理解し、歯への血流のルートを覚える

【到達目標】
表情筋・咀嚼筋の機能と役割を理解し、覚える
顎関節の構造と機能を理解し、覚える
下顎運動とその機能を理解し、覚える

7

【授業単元】 口腔解剖学⑥　口腔付近の静脈、リンパ系

15 定期試験

【授業形態】 講義

【到達目標】
頭頸部の静脈の分布を理解し、心臓から歯、歯から心臓への循環器系のルート
を覚える
頭頸部のリンパの分布と働きを覚え、理解する

　 実施方法：筆記試験～選択式問題（３０分）

定期試験（60点満点）

　 実施方法：国家試験に準じた選択式問題（６０分）

（前半）中間テスト　（後半）発生学授業

【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：筆記試験４回（各２点満点）及び宿題加算点（２点）

中間テスト（30点満点）



学科･コース 歯科衛生士学科　　　Ⅱ部

回

８

篠田　雅路

口腔生理学
開講時期 １年 前期　　 水曜日　1.2限

科目名 15時間 1単位 講師名

授　業　概　要

【講師略歴】

保有資格：歯科医師、博士（医学）

略　　　歴：歯学部卒業後、大学病院歯科口腔外科にて歯科診療に従事する。生理学・神経科学をより深く学ぶために歯科医師を続けながら大学院へ進学。大
学院修了後は米国ピッツバーグ大学にて疼痛メカニズムの研究に従事した。2020年より日本大学歯学部生理学講座主任教授。

【授業への心構え・留意点】

口腔は、「食べる」「飲む」「話す」「味わう」場所であり、人が生きていくうえで非常に重要な場所です。この授業で口腔のプロフェッショナルである歯科衛生士とし
て知っておくべき口腔の機能を学んでもらいます。次の3項目を留意して授業に臨んでください。➀授業の前に教科書を読んでおく。➁授業でわからなかったとこ
ろは必ず質問する。③授業後は復習する。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

歯科診療の基礎となる口腔領域の生理学的知識を理解することにより、口腔疾患を患った患者様への対応を円滑に行えるようになる。

【科目目標（一般目標）】　

正常な口腔機能の形成と維持を目標とする歯科医学の基礎知識を習得するために，咀嚼器官である顎顔面口腔領域の運動，感覚，自律機能に
ついて理解する。運動機能としては顎，舌，顔面の運動機構，感覚機能としては顎顔面口腔領域の体性感覚，味覚，嗅覚のメカニズム，さらに自
律性機能である唾液の働きを知る。

【使用教科書・教材・参考書】

最新　歯科衛生士教本　歯・口腔の構造と機能　医歯薬出版株式会社

２

【授業単元】歯と口腔の感覚

【授業形態】講義

【到達目標】

・口腔感覚の発現に関与する神経回路を学ぶ。
・歯髄感覚、歯根膜感覚および口腔顔面痛の受容機構を説明できる。

１

【授業単元】 口腔生理学を学ぶための基礎知識

【授業形態】 講義

【到達目標】

・口腔生理学の知識が歯科臨床に重要であることが理解できる。
・基本的な感覚生理学を説明できる。
・基本的な運動生理学を説明できる。
・基本的は自律神経系の機能を説明できる。

４

【授業単元】咬合と顎運動

【授業形態】講義

【到達目標】

・末梢感覚の顎運動制御に対する役割を説明できる。
・顎運動発現に関与する神経回路を説明できる。

３

【授業単元】味覚・嗅覚

【授業形態】講義

【到達目標】

・味蕾を構成する細胞の種類と機能，味蕾の分布様式について説明できる。
・味受容体の種類とその特徴および味覚に関与する脳神経とその支配領域を説明できる。

６

【授業単元】吸啜・嘔吐・発声

【授業形態】講義

【到達目標】

・吸啜運動の意義を理解する。
・嘔吐動作および発生に関連する生理機能を理解し，神経経路について理解する。

５

【授業単元】咀嚼・嚥下

【授業形態】講義

【到達目標】

・咀嚼・嚥下運動が，咀嚼筋，顎関節，顔面筋などの協調により成されることを理解する。
・咀嚼・嚥下運動に関与する神経回路について説明できる。

７

【授業単元】唾液

【授業形態】講義

【到達目標】

・唾液の生理作用について説明できる。
・唾液の分泌機構と全身疾患との関連性を理解できる。

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：毎授業後の小テストにて評価する（第１回：２点、第２回～第７回：３点）。

定期試験（80点満点）

　 実施方法：筆記試験にて評価する。



必須
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】 講義/演習          小テスト　2点

【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

人間の歯や口腔内には個性があります。その対象者にあったブラッシング指導ができるようになる為の基本的な技術と知識を学びます。

科目名

歯科保健指導論Ⅰ
15時間 １単位 講師名 諸星　律子

開講時期 １年 前期　　水曜日　６．７時限
歯科衛生士学科　　　Ⅱ部

【講師略歴】

保有資格：歯科衛生士。かながわ介護予防・健康づくり運動指導員（専門）、福祉住環境コーディネーター３級、伝え方コンサルタント。
略歴：歯ブラシ歯磨剤メーカー、教育委員会、企業内一般病院、障害者歯科診療所、保健福祉事務所などでの勤務経験を経て、
2015年より本校歯科衛生士専任教員。

【授業への心構え・留意点】

歯や口腔は目で確認できる組織です。まずは自分の口腔内をよく観察し、より良い状態に管理できるようになりましょう。

【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）】

【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　　　　　　　『歯科衛生学総論』　（医歯薬出版）

授　業　概　要

1

口腔の基礎知識①

講義　　　　　　　　小テスト　2点

歯科保健指導の必要性、定義、位置づけがわかる

口腔の機能について説明することができる

摂食嚥下の仕組みについて説明することができる

摂食嚥下運動の5期を列挙できる

2

口腔清掃法

講義　　　　　　　　小テスト　2点

口腔清掃法①(口腔清掃用具：手用歯ブラシ)

 歯ブラシの形態と各部の名称、管理方法を説明できるようになる

口腔清掃の意義を理解することができるようになる

口腔清掃の方法を理解することができるようになる

3

口腔清掃法

口腔清掃法②(口腔清掃用具：手用歯ブラシ)

グループワーク

毛先を使ったブラッシング法を習得する

4

口腔清掃法

講義/演習          小テスト　2点

口腔清掃法③(口腔清掃用具：手用歯ブラシ)

グループワーク

毛束の脇腹を使ったブラッシング法を習得する

5

口腔清掃法

講義/演習　    　 小テスト　2点

口腔清掃法④

（歯ブラシ以外の清掃用具：デンタルフロス、歯間ブラシ、タフトブラシ、その他）

歯間部清掃用具について理解することができるようになる

歯ブラシ以外の清掃用具について適応と使用方法がわかる

6

口腔清掃法

講義/演習　　　  実技 小テスト　10点

団体戦

7

口腔清掃法（特別講義）    現場力授業（業界コラボ）

講義/演習

　　　ソニッケア実習(予定)　　　　　　　詳細は後日お知らせします

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）

小テスト（2点×5回　10点×1回）

定期試験（80点満点）

1～７ 全てのコマシラバスの「到達目標」には、
「教科書の範囲を一読してから授業に臨むことができる（計画力・実行
力）」が加わります。



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】

・歯肉炎と歯周炎の違いを挙げることができる

・歯周病に関わる細菌を理解する

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

8

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

科目名

歯科予防処置論
15時間 1単位 講師名 大森　明子

必須
開講時期 1年

前期
火曜日６・７時限

歯科衛生士学科　　　Ⅱ部

【講師略歴】

氏　　　名 ： 大森　明子
略　　　歴 ： 歯科衛生士免許取得後、企業歯科室・病院歯科室勤務。その後歯科衛生士学校の専任教員となり、2010年から 医歯薬で専任教員として専従する。

【授業への心構え・留意点】　

スケーリング（歯石を除去する操作）の基礎を講義・実習を通して学び、歯科医療現場で即戦力となれる知識と手技を身に付けていきます。
毎回の実習後は必ず自宅で復習をして次回の実習に臨むようにすることで、現状から自分の課題を見つける力を養い、自ら進んで取り組んでいく主体性を発揮できるよう
にして
いきましょう。　授業以外の時間を使用してスケーリング補習も行っていきます。

1

歯科予防処置の概要

講義

・歯科予防処置の概念と内容を理解できる

・歯科予防処置の法的位置づけを説明することができる

う蝕や歯周病になる前の｢予防｣が重要視され、歯科衛生士の仕事も診療のお手伝いから、専門家としてのプロフェッショナルな知識と技術を求められる仕事へと変化して
きているため、医歯薬では歯周病の予防には外せないスケーリング技術の土台となる基礎力の強化に力を入れ、歯科衛生士として働く現場で最も求められる「安全で、適
格な技術力」を身に付けてもらい、現場での即戦力となれるよう指導していきます。

【科目目標（一般目標）】

・口腔疾患を予防し、人々の歯・口腔の健康を維持・増進させるため衣必要な専門知識・技術および態度を修得する。
・チーム医療、チーム歯科医療の一員としての歯科衛生士の役割を理解する。

【使用教科書・教材・参考書】
　　『歯科予防処置論・歯科保健指導論』　医歯薬出版株式会社

授　業　概　要

・歯科予防処置の範囲と業務を理解できる

・口腔の2大疾患について理解し、予防するための処置を挙げることができる

【社会人基礎力】講義を通して「傾聴力」「課題発見力」を身につけることができる

【社会人基礎力】講義を通して「傾聴力」「課題発見力」を身につけることができる

3

口腔内の付着物と沈着物

 講義

・口腔内の付着物、沈着物について説明することができる

・プラークの成分や分類を理解する

・歯石の成分や分類を理解する

・プラーク、歯石以外の付着物を理解する

【社会人基礎力】講義を通して「傾聴力」「課題発見力」を身につけることができる

2

口腔の構成・歯周組織の構成について（口腔の基礎知識）

講義

・正常な口腔の構成・歯周組織の構成要素を理解し、挙げることができる

・歯肉についての知識を理解し、構造と機能を説明することができる

4

う蝕について（分類・原因・プロセス）

講義

・う蝕とは何かを説明することができる

・う蝕の原因・発生・分類について理解する

・う蝕の予防法について理解し、う蝕予防処置の応用方法を挙げることができる

【社会人基礎力】講義を通して「傾聴力」「課題発見力」を身に付けることができる

5

歯周病の基礎知識について

・歯周病の分類・原因・プロセスを理解する

・歯周疾患が全身に与える影響について理解する

【社会人基礎力】講義を通して「傾聴力」「課題発見力」を身につけることができる

・歯周プローブの種類、基本操作、測定部位を理解する

・歯の動揺度、付着歯肉幅の測定について理解する

【社会人基礎力】講義を通して「傾聴力」「課題発見力」を身につけることができる

【実践力】実際の歯科衛生士が行う検査をＶＲ動画にて視聴して、自身が行うイメージを掴むことができる

7

プロービング　実習

実習

・プロービング圧を理解する

・歯周プローブの目盛りの読み方を理解する

【社会人基礎力】実習を通して「実行力」「課題発見力」を身につけることができる

6

歯・歯周組織の検査　（口腔内診査・プロービング）

講義

・口腔内の観察ポイントを理解する

・プロービングから得られる情報を挙げることができる

【実践力】実際の歯科衛生士が行う検査をＶＲ動画にて視聴して、自身が行うイメージを掴むことができる

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：記述試験、課題提出

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】

【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

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

科目名

歯科予防処置論実習　Ⅰ
30時間 1単位 講師名 大森　明子

必須
開講時期 1年

前期
月曜日６・７時限　　金曜日６・７時限歯科衛生士学科　　　Ⅱ部

【講師略歴】

氏　　　名 ： 大森　明子
略　　　歴 ： 歯科衛生士免許取得後、企業歯科室・病院歯科室勤務。その後歯科衛生士学校の専任教員となり、2010年から 医歯薬で専任教員として専従する。

【授業への心構え・留意点】　

スケーリング（歯石を除去する操作）の基礎を講義・実習を通して学び、歯科医療現場で即戦力となれる知識と手技を身に付けていきます。
毎回の実習後は必ず自宅で復習をして次回の実習に臨むようにすることで、現状から自分の課題を見つける力を養い、自ら進んで取り組んでいく主体性を発揮できる
ようにして
いきましょう。　授業以外の時間を使用してスケーリング補習も行っていきます。

1

手用スケーラーについて　　デンタルミラー、エキスプローラ―　について

講義　（オンライン）
・手用スケーラーの種類と特徴を説明することができる

・手用スケーラーの構成、把持、固定、手指の動かし方や操作方法を理解する

う蝕や歯周病になる前の｢予防｣が重要視され、歯科衛生士の仕事も診療のお手伝いから、専門家としてのプロフェッショナルな知識と技術を求められる仕事へと変化し
てきているため、医歯薬では歯周病の予防には外せないスケーリング技術の土台となる基礎力の強化に力を入れ、歯科衛生士として働く現場で最も求められる「安全
で、適格な技術力」を身に付けてもらい、現場での即戦力となれるよう指導していきます。

【科目目標（一般目標）】

・口腔疾患を予防し、人々の歯・口腔の健康を維持・増進させるため衣必要な知識・技術および態度を修得する。
・チーム医療、チーム歯科医療の一員としての歯科衛生士の役割を理解する。

【使用教科書・教材・参考書】
　『歯科予防処置論・歯科保健指導論』　医歯薬出版株式会社

授　業　概　要

デンタルミラー、エキスプローラ―の使用目的・種類・操作方法を理解する

【社会人基礎力】実習を通して「傾聴力」「課題発見力」を身につけることができる

【実践力】実際の歯科衛生士が行う検査をＶＲ動画にて視聴して、自身が行うイメージを掴むことができる

・マネキンの基本位置、術者の位置、頭の傾斜、角度を理解する

・上顎前歯部（唇側・口蓋測）のシックルタイプスケーラー操作①②

　シックルタイプスケーラーの操作原則を理解して正しい操作ができるようになる

【社会人基礎力】実習を通して「実行力」「課題発見力」を身につけることができる

3

シックルタイプスケーラー　マネキン実習　２

実習

・前回の復讐

・下顎前歯部（唇側・舌側）　　　　　　　　　　　　　　　　シックルタイプスケーラー操作　③④

　　　シックルタイプスケーラーの操作原則を理解して正しい操作ができるようになる

2

シックルタイプスケーラー　マネキン実習　１

講義 ・ 実習
・ファントムの取り扱い方、片付け方を理解する

・顎模型をファントムに装着および着脱することができる

【社会人基礎力】実習を通して「実行力」「課題発見力」を身につけることができる

4

シックルタイプスケーラー　マネキン実習　３

実習

・前回の復讐
・下顎左側臼歯部頬側　　下顎右側臼歯部舌側　　　　シックルタイプスケーラー操作　⑤⑥
　　　シックルタイプスケーラーの操作原則を理解して正しい操作ができるようになる

【社会人基礎力】実習を通して「実行力」「課題発見力」を身につけることができる

5

シックルタイプスケーラー　マネキン実習　４

実習

・前回の復讐

・下顎右側臼歯部頬側　　下顎左側臼歯部舌側　　　　シックルタイプスケーラー操作　⑦⑧
　　　シックルタイプスケーラーの操作原則を理解して正しい操作ができるようになる

【社会人基礎力】実習を通して「実行力」「課題発見力」を身につけることができる

6

シックルタイプスケーラー操作　実技到達度確認試験　/　振り返り

実習
・自分の到達度を確認し、手技の向上に努められるようになる
【社会人基礎力】実習を通して「実行力」「課題発見力」を身につけることができる

【実践力】実際の歯科衛生士が行う検査をＶＲ動画にて視聴して、自身が行うイメージを掴むことができる

7

シックルタイプスケーラー　マネキン実習　５

実習
・前回の復讐

・上顎右側臼歯部頬側　　上顎左側臼歯部口蓋側　　　　シックルタイプスケーラー操作　⑨⑩
　　　シックルタイプスケーラーの操作原則を理解して正しい操作ができるようになる

【社会人基礎力】実習を通して「実行力」「課題発見力」を身につけることができる

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：記述試験、シックルタイプスケーラー実技試験、操作表作成・提出

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】 講義

【到達目標】

歯科診療室の設備について、理解する事が出来る

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

8

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

科目名

歯科診療補助論　
15時間 1単位 講師名 河野せつ子

必須
開講時期 1年 前期　　　1組：金曜日6限　2組：金曜日7限

歯科衛生士学科　　　Ⅱ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し、2004年夜間部の歯科衛生士学校へ入学し歯科衛生士免許を取得。現在は歯科診療所で歯科衛生士として勤務
しながら、歯科衛生士学科の非常勤講師として従事している。

【授業への心構え・留意点】　

・基本的な歯科診療補助の知識や手技を習得するほかに、歯科医療従事者としての心構えや意識を持って、授業に臨んで頂きたいです。
・まずは、歯科に興味を持って授業に臨むほか、分からないところをそのままにして過ごすことのないように、予習や復習・質問を積極的に行ってください。

基本的な歯科診療に関する学習ですので、実際の臨床でも毎日のように必要となる知識ですし、医療従事者としてとても大切な知識を学習します。生涯にわたって、
必要となる知識になりますので、授業後の復習も重要となります。

【科目目標（一般目標）】

専門的な歯科診療補助の為に必要な基礎知識・技術・歯科医療従事者としての振る舞い等を習得する

【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

他の医療職種についての診療補助業務について学ぶ

2

医療安全

講義

医療安全について、説明することが出来る

医療事故や偶発事故発生時の対応法を理解する

インシデント・アクシデントの具体例について検討し、まとめることが出来る

1

診療の補助とは

講義

歯科衛生士の業務内容と歯科診療補助について理解する

診療補助業務の業務範囲について理解する

3

感染予防

講義

スタンダードプレコーションについて理解し、具体的に説明することが出来る

歯科診療における感染リスクや感染対策の分類について理解する事が出来る

感染経路別の予防策を理解する事が出来る

4

消毒法・滅菌法

講義

滅菌・消毒・洗浄について理解する事が出来る

さまざまな滅菌方法について、区別して理解する事が出来る

様々な薬液消毒方法について、区別して理解する事が出来る

5

医療廃棄物の取り扱い・歯科診療室の設備について

医療廃棄物の概要を理解し、具体的に分類することが出来る

6

感染予防策

講義・実習

石鹸と流水を用いた一般手洗い→速乾性擦式消毒薬を用いた手指消毒→グローブの装着を実践出来る

実習室の清掃を実施することが出来る

7

歯科診療所における患者対応の基本

講義・実習

歯科診療所における患者対応の基本を理解し、医療従事者としてきちんとした対応が出来るようになる

小児や高齢者など、配慮が必要な患者への対応について、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】

【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】 実習・講義（ワックス）

【到達目標】

精密印象採得の手順を習得する

歯科で取り扱われるワックスについての種類と用途を理解する

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

15

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

科目名

歯科診療補助論実習　Ⅰ
30時間 1単位 講師名 河野せつ子

必須
開講時期 1年

前期
1組：金曜日6・7限　2組：月曜日6・7限歯科衛生士学科　　　Ⅱ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し、2004年夜間部の歯科衛生士学校へ入学し歯科衛生士免許を取得。現在は歯科診療所で歯科衛生士として勤務し
ながら、歯科衛生士学科の非常勤講師として従事している。

【授業への心構え・留意点】　

・基本的な歯科診療補助の知識や手技を習得するほかに、歯科医療従事者としての心構えや意識を持って、授業に臨んで頂きたいです。
・歯科材料に関しての専門的な知識と取り扱いの技術を学び習得していきます。分からない事はそのままにせず、復習や質問を積極的に行って、解決してください。
・実習中は、繰り返し練習をして、技術を身に付けてください。

基本的な歯科診療に関する学習ですので、実際の臨床でも毎日のように必要となる知識や技術ですし、医療従事者としてとても大切な事を学習します。
生涯にわたって、必要となる知識になりますので、授業後の復習も重要となります。

【科目目標（一般目標）】

専門的な歯科診療補助の為に必要な基礎知識・技術・歯科医療従事者としての振る舞い等を習得する

【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

バキュームテクニックの基本を理解する事が出来る

3・4

印象材（概形印象材・精密印象材・印象方法）

講義

印象材の特徴・種類・用途を理解する事が出来る

さまざまな印象材の練和方法と採得後の印象材の管理方法を理解する事が出来る

印象材練和時に必要な器材を習得する

1・2

共同動作

講義・実習

歯科診療治療時の術者・補助者・患者のポジショニングについて理解し、適切なライティング操作を行うことが出来る

フォーハンデッドデンティストリーについて理解し、フォーハンドの原則に従い実際に実践する事が出来る

5・6

模型材

講義

歯科用石膏の特徴・種類・用途を理解する事が出来る

歯科用石膏の練和方法と管理方法を理解する事が出来る

歯科用石膏の練和時に必要な器材を習得する

7・8

概形印象採得（アルジネート印象材での印象採得）・模型作成

実習

全顎の印象採得の手順について習得する

印象材の練和方法を習得する

普通石膏の練和方法を習得する

アルジネート印象材と普通石膏練和時に必要な器具・器材を全て準備することが出来る

9・10

①精密印象材の取り扱い　　②ワックスについて

さまざまな精密印象材の特徴に応じた取り扱い方法を学び、適切に練和することが出来る

11・
12

合着材・接着剤

講義・実習

さまざまな合着材や接着剤の特徴・種類・用途を理解する事が出来る

合着材や接着剤の練和方法を理解する（スパチュラの動かし方演習）

合着材や接着剤の練和に使用する器材を習得する

接着性レジンセメントの前処理方法を理解する

13・
14

合着材・接着剤の取り扱い実習

実習

スーパーボンドの操作手順を習得する

スーパーボンドについて、メーカーの推奨する取り扱い方を知る

リン酸亜鉛セメントの練和方法を理解し、実践できる

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】 ・歯科衛生過程のプロセス、構成要素を列挙できる

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 6章　歯科衛生士と医療倫理

【授業形態】

【到達目標】 ・医療倫理の必要性について説明することができる

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】 ・歯科衛生士の役割を列挙できる

８

近年、保健・医療・福祉の多様化に伴い、歯科衛生士は基礎知識、専門技術の習得のほかに、医療連携に必要な他職種の専門知識も学習し、科学的な思考を持って業
務に当たる必要があります。その基盤となるものが歯科衛生士概論（歯科衛生学）です。

科目名

歯科衛生士概論
15時間 1単位 講師名 矢野 裕己

必修
開講時期 1年 前期(前半)　月曜日　　　6限または7限

歯科衛生士学科Ⅱ部

【講師略歴】
保有資格：歯科衛生士、ホームヘルパー２級（現 介護職員初任者研修）
略歴：歯科診療所にて、障害者歯科、訪問歯科診療に携わり、2011年より歯科衛生士専任教員として着任。多職種と連携ができる能力が必要であると考える。

【授業への心構え・留意点】　

この授業では、歯科衛生士が歯科衛生業務(予防処置･診療補助･保健指導)を専門職として実施するための理論的、実践的に学びます。歯科衛生士の業務により興味関
心をもてるように自ら主体的に取り組んでください。

【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）】

歯科衛生業務を実践して人びとの健康づくりを支援するために、保健医療人としての基本的態度を理解し、多様な科目において知識・技術を習得する態度および論理的
思考法の基礎を習得する。

【使用教科書・教材・参考書】
　医歯薬出版 最新歯科衛生士教本　『歯科衛生学総論』

授　業　概　要

1

1章　歯科衛生学とは

講義・演習

・歯科衛生学の定義を述べることができる。

・歯科衛生と健康とのかかわりを説明することができる

・歯科衛生活動の対象、領域を列挙することができる

・「主体性」をもって学ぶための、今後身に付けるべきスキルを確認できる。=自分の状況を把握する

2

3章　歯科衛生活動のための理論

講義・演習　　　　　(　小テスト　4点）

・予防の概念について正しいものが選択できる

・ICF、EMB、批判的思考を列挙することができる

・保健行動の理論、ヒューマンニーズ理論を説明することができる

・講義内容を正確に理解するための「傾聴力」を養う。=聞いているという反応を示す

3

4章　歯科衛生過程

講義・演習　　　　　(　小テスト　4点）

・歯科衛生アセスメント、歯科衛生診断、歯科衛生計画立案、歯科衛生介入、歯科衛生評価を列挙することができる

・POS、SOAPについて正しいものを選択できる

・ロールプレイングにて必要な情報を集めることができる。「課題発見力」=現状を正しく認識する

4

5章　歯科衛生士法と歯科衛生業務

講義・演習　　　　　(　小テスト　4点）

・歯科衛生士の業務独占・名称独占について説明することができる

・歯科衛生士の法的義務について説明することができる

・安全管理の必要性について理解し、リスクマネジメントについてグループで話し合うことができる

・「チームワーク力」を発揮して時間内にワークシートを作成できる=チームと個人の関係を理解する

5

講義・演習　　　　　(　小テスト　4点）

・インフォームドコンセント、インフォームドチョイス、セカンドオピニオンついて説明することができる

・倫理の必要性について自分の意見を述べることができる。「発信力」=話す内容を整理する

6

7章　歯科衛生士の活動と組織

講義・演習

・地域包括ケアシステムについて正しいものを選択できる

・就業歯科衛生士数について正しいものを選択できる

・個人ワーク、グループワークで歯科衛生活動の場についてまとめることができる

・職能団体の役割について理解することができる　※ゲストスピーカーを検討(東京都歯科衛生士会の歯科衛生士)

・「チームワーク」 時間管理をし、時間内にワークシートを作成できる=役割を理解する

7

歯科衛生士の歴史/海外における歯科衛生士

講義・演習

・自身の歯科衛生の歴史についてレポートにまとめることができる。（レポート5点）

・講演を聴講し、歯科医療の歴史から今後の歯科衛生士に求められるスキルを思案できる。

・「創造力」=自身が将来、どのように活躍したいのか

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

小テストは20点満点換算とする（5点×7回　35点　レポート課題5点　合計40点×0.5）

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

就職後に必須となるパソコンスキルについて、実践的なデータの作成や操作をとおしてスキルの定着をはかる

科目名

プレゼンテーション技法
15時間 1単位 講師名 ブレーンスタッフコンサルタンツ

開講時期 1年
1組　　後期後半　水曜日　6限
2組　　後期後半　水曜日　7限歯科衛生士学科　　　Ⅱ部

【講師略歴】

滋慶学園グループ所属の(株)ブレーンスタッフコンサルタンツのラーニングマネージャーが、卒業研究や就職後に必須となるパソコンスキルについての講義を実施

【授業への心構え・留意点】

滋慶学園グループの学生に必要なスキルに特化したオリジナルのe-learning（インターネット上のテキスト）を使用
メモが必要な人は筆記用具の準備

【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）】

・PowerPointを利用して訴求力のあるプレゼンテーションの為の効果的なスライドを作成できる

【使用教科書・教材・参考書】
滋慶学園グループの学生に必要なスキルに特化したオリジナルのe-learning（インターネット上のテキスト）を使用

授　業　概　要

1

CCT入門1

講義・演習

講義の意義を理解し,PCの基礎的な操作ができる

3

PowerPoint1（基本操作）

講義・演習

プレゼンテーションソフトの基本操作ができる

2

メールマナーⅠ・Ⅱ

講義・演習

受け取り手に好印象を与えるメールのマナーを知り、メール機能を使いこなすことができる

5

PowerPoint3（動きを付ける）

講義・演習

スライドに動きを付け、全てのスライドを完成できる

4

PowerPoint2（表現力を上げる）

講義・演習

図形や画像を活用したスライドを作成できる

7

PowerPoint試験対策

講義・演習

PowerPoint基礎で習ったことを実践できる

6

PowerPoint

講義・演習

フォントや配色などを工夫して見やすいスライドに編集できる

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：その日に学んだ操作手順を踏まえて、設問指示に従いデータを作成・編集し提出する

定期試験（80点満点）

　 実施方法：全講義を通して学んだ操作手順を踏まえて、設問指示に従いデータを作成・編集し提出する



学科･コース

回

1 【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

2 【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

3 【授業単元】 マネー教育 【講師；ＮＴＳセーフティ家計総合研究所】

【授業形態】

【到達目標】

4 【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

5 【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

6 【授業単元】 臨床実習に向けての準備（セルフマネジメント） 【講師；今井恭平先生】

【授業形態】

【到達目標】

7 【授業単元】 PDCAサイクル・ペップトークについて 【講師；今井恭平先生】

【授業形態】

【到達目標】

8 【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

科目名

キャリアデザインⅠ
15時間 1単位 講師名 矢野 裕己

必須
開講時期 1年 通　年

歯科衛生士学科　　Ⅱ部

【講師略歴】

保有資格：歯科衛生士、ホームヘルパー２級（現 介護職員初任者研修）
略歴：歯科診療所にて、障害者歯科、訪問歯科診療に携わり、2011年より歯科衛生士専任教員として着任。多職種と連携ができる能力が必要であると考える。

【授業への心構え・留意点】　

キャリアデザインⅠの授業は、出席とレポート提出によって評価されます。遅刻欠席をすることがないよう体調を整えて臨んでください。

【社会人基礎力】「傾聴力」・「課題発見力」・「発信力」・「チームワーク力」を身につけることができる

・理想とする将来の自分を実現するために目標を設定し、設計する。
・現場に出る上で必要な知識を身につけ、今後の職業人生に活かす。

【科目目標（一般目標）】

目的意識を高め、プロに必要なことが何かを意識しする。
同じ目的を持った仲間との相互支援環境を作る。

【使用教科書・教材・参考書】
随時必要な資料を配布します

授　業　概　要

キャリアデザインとは

講義
・キャリアデザインとは何か理解し説明できる

4/13
・

4/14

・自己紹介を通して、クラスメイトを知り、安心安全な場所を共有する
・これから一緒に学ぶ仲間との交流を深め、資格取得に向けて目標を立てることができる

効果的な学習方法について

講義

5/10
※クラス

別

【社会人基礎力】　GW中の行動･学習計画を振り返り（「主体性」・「計画力」・「実行力」・「課題発見力」)、今後の行動に活かせるよう

 講義
・在学中及び卒後のライフプランに合わせてマネープランをイメージ、プランを立てることができる

6/7

・お金の専門家から奨学金や教育ローンとの上手な付き合い方を学び、今後の自分の設計に活かす
・必要なものをよく考えて買う習慣をつけさせることで、学費及び卒業後の奨学金の返済もスムーズにできるようにする
・学費返済不能に起因する学業不振及びモチベーションの低下、その先にある休学及び退学を防ぐ

【社会人基礎力】自らの将来を考える事で、現時点での「課題発見力」を強化し、今後の３年間のイメージを明確にする事により
「計画力」・「実行力」を身につける。

プレ模擬試験

演習
・プレ模擬試験を実施し、前期で履修した科目が国家試験ではどのように出題されるのかを知ることができる

8/1
【社会人基礎力】臨床現場を身近に感じる事により「創造力」を身につけ、新しい自身の将来像を発見したり、明確にすることができる
【実践力】臨床現場で実際に使用されている器具・機材を実際に触れる

目的意識の強化 ①

 講義・演習
入学後、約8か月を振り返り、目的･目標に対して順調に進んでいるか、これからどうするか考える

12/20 【社会人基礎力】自らの将来を考える事で、現時点での「課題発見力」を強化し、今後の３年間のイメージを明確にする事により
「計画力」・「実行力」を身につける。また、目標を共有することで「発信力」を身につける。

講義

 講義
・臨床実習に臨む姿勢について理解する

1/24
【社会人基礎力】自らの将来を考える事で、現時点での「課題発見力」を強化し、今後の学校生活のイメージを明確にする事により
「計画力」・「実行力」を身につける。

講義
・臨床実習や国家試験に向けて、目標を明確にし、計画を立て、実行、振り返りを行うことの重要性を知る

2/3
【社会人基礎力】臨床現場を身近に感じる事により「創造力」を身につけ、新しい自身の将来像を発見したり、明確にし「計画力」を身
また、臨床実習指導者や現場の方々とのコミュニケーションを円滑にするため「発信力」を身につける

目的意識の強化 ② ～ 2年生に向けて ～

・1年間を振り返り、次年度、3年次に向けて、目標を明確にする

3/7
・1年間共に学んできた仲間と自身を称える

【社会人基礎力】「傾聴力」・「課題発見力」・「発信力」・「チームワーク力」を身につけることができる
【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
　　S・U評価　　実施方法：授業への出席及び課題ワークシートの提出によって評価する



学科･コース

回

【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】

【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】 望ましい食生活

【授業形態】 講　義

【到達目標】 ・国民健康づくりにおける食生活改善の取り組みを知る。

8

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

科目名

栄養生化学Ⅱ
15時間 1単位 講師名 有川量崇　田口千恵子

必須
開講時期 1年

後期　9～10月
火曜日　　　6,7限

歯科衛生士学科　　　Ⅱ部

【講師略歴】

有川　量崇　歯科医師，博士（歯学），現在，大学にて衛生学の講座に所属し，講義，研究に携わっている。
田口千恵子　歯科衛生士資格保有，学士（社会福祉学），博士（歯学）.　現在，大学にて衛生学の講座に所属し，講義，研究に携わっている。
坂爪　陽香　歯科衛生士資格保有，学士（法学），現在，大学にて衛生学の講座に所属し，講義，研究に携わっている。

【授業への心構え・留意点】　

生命科学領域に関わる基本的知識を修得した上で、口腔が身体の一器官という認識の上に立ち、医学的見地から歯科衛生士として必要な口腔領域の生化学知識を
身につける。

口腔は食物の入口であり、食品はう蝕、歯周病という口腔疾患と深く関係する。口腔の健康を維持・増進する役割を担う歯科衛生士にとって、生化学による生命現象の
理解と生化学を理解したうえでの栄養学の学びは重要であり、意義深いものとなる。

【科目目標（一般目標）】

栄養学の基礎を学び、生化学で学んだ知識や考え方を応用し栄養学を理解する。

【使用教科書・教材・参考書】
人体の構造と機能２　栄養と代謝　医歯薬出版株式会社

授　業　概　要

2

栄養素の働きⅡ　タンパク質の栄養学的意味

講　義

・食品から摂取しているタンパク質について生体での役割を理解する。（小テスト5点）

1

栄養素の働きⅠ　糖質の栄養学的意味

・食品から摂取している糖質について生体での役割を理解する。（小テスト5点）

3

栄養の基礎知識Ⅰ

講　義

・健康の維持のために栄養の知識を学ぶ意義を知る。（小テスト2点）

・現代人の食物の摂取における栄養上の問題点を学ぶ。（小テスト3点）

4

栄養素の働きⅢ　脂質の栄養学的意味

講　義

・食品から摂取している脂質について生体での役割を理解する。（小テスト5点）

5

栄養の基礎知識Ⅱ

講　義

・栄養素の消化・吸収の基本を知る。（小テスト5点）

・栄養素の相互作用、相互の影響について健康維持との関係を知る。

【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

食事摂取基準

講　義

・食事摂取基準とは何かを知る。

・個人の推定エネルギー必要量の求め方、摂取量の評価を知る。（小テスト2点）

・基礎代謝について理解する。（小テスト3点）

7
・食事バランスガイドを理解する。

・食生活指針を理解する。

定期試験

小テスト（20点満点）実施方法　選択肢および記述試験　小テスト40点満点を20点満点に換算する。

定期試験（80点満点）実施方法　選択肢および記述試験



学科･コース 歯科衛生士科　　Ⅱ部

回

８

基礎的な歯科医学として、学習範囲および国家試験の出題範囲は質量ともに膨大である。予習復習は必至であり、それを促す目的で毎回宿題を課している。

科目名 １５時間 １単位 講師名 金子　泰郎

口腔解剖学Ⅱ
開講時期 １年 後期　　木曜日　６または７時限

【講師略歴】

埼玉県所沢市にてラポール歯科医院を開業している現役臨床歯科医師。家庭歯科医を基本理念にして、家族単位で乳幼児から老人まで診療している。

日本医歯薬専門学校にて平成１９年の歯科衛生士科開設に携わり、以来口腔解剖学講師として１５年間勤務。昨期までの担当学生総数１２００名以上。

【授業への心構え・留意点】

歯・口腔の構造と機能　口腔解剖学・口腔組織発生額・口腔生理学　医歯薬出版株式会社

少しでも学生の記憶に残るように模型や教材を多用し、見て触って楽しめるインパクトのある、熱くわかりやすい授業を心がけている。　

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

目指すべきは、単に歯科衛生士の資格を取ることではなく、上手な歯科衛生士と呼ばれ信頼されることであろう。これには諸論あろうが、

患者さんに痛みや不安を感じさせないこと、的確な説明ができることが挙げられよう。すなわち、神経や血管の位置や走行を熟知し、身体の

　構造やその働きなど解剖学的な知識と理解を深めることがその第一歩となると確信している。

【科目目標（一般目標）】　

①口腔付近の神経の走行と名称を覚え、理解する　②各歯の形態や特徴を理解し、歯の特定ができるようにする

③よく見られる異常歯の特徴や歯列と咬合について理解し、覚える

【使用教科書・教材・参考書】

授　業　概　要

１

【授業単元】 口腔解剖学⑧　口腔に関わる脳神経、自律神経

【授業形態】 講義および第１回小テスト

【到達目標】

頭頸部の神経の特徴と働きを理解し、その分布を覚える

３

【授業単元】歯牙解剖学③　概論その３　および上下顎切歯

【授業形態】講義および第３回小テスト

【到達目標】

隅角徴、彎曲徴を理解し、歯の左右の鑑別ができるようにする
上下顎の切歯の形態と特徴を理解し、特定できるようにする

２

【授業単元】口腔解剖学⑨　三叉神経

【授業形態】講義および第２回小テスト

【到達目標】

三叉神経の働きと走行について理解し、その分布を覚える

５

【授業単元】歯牙解剖学⑤　大臼歯（上下顎）

【授業形態】講義および第５回小テスト

【到達目標】

上下顎の大臼歯の形態と特徴を理解し、特定できるようにする

４

【授業単元】歯牙解剖学④　側方歯群（上下顎）

【授業形態】講義および第４回小テスト

【到達目標】

上下顎の側方歯群（犬歯と小臼歯）の形態と特徴を理解し、特定できるようにする

７

【授業単元】歯牙解剖学⑦　異常歯、歯列、咬合

【授業形態】講義

【到達目標】

おもな異常歯の特徴を理解し、覚える
歯列と咬合の役割と働きについて理解し、覚える

６

【授業単元】歯牙解剖学⑥　乳歯

【授業形態】講義および第６回小テスト

【到達目標】

乳歯の役割と特徴を理解し、覚える
永久歯との交換の仕組みを理解する

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）

　 実施方法：筆記試験６回（各３点満点）と宿題加算点（２点）

定期試験（80点満点）

　 実施方法：国家試験に準じた選択式問題（６０分）
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浅野正岳・角田麻里子
必修

開講時期 １年 後期　　火・木曜日　６，７時限

科目名

病理学・口腔病理学
30時間 2単位 講師名

病理学総論の知識に基づいた口腔内の病変の基礎的理解を目指す。問診結果、血液検査またはエックス線検査などにより得られた情報をもとに、歯科臨床で経
験する様々な疾患の性質とその治療法などについて考察できるようになる。

学科･学部 歯科衛生士学科　II部

【講師略歴】

浅野正岳　保有資格：歯科医師、口腔病理専門医、略　　　歴：2015年より日本大学歯学部教授

角田麻里子　保有資格：歯科医師　略歴：2018年より日本大学歯学部助教　

　

【授業への心構え・留意点】

病理学総論は、生体に発症するすべての疾患の基本的理解につながる極めて重要な学問である。病理学総論に続き学習する口腔病理学を理解するうえで必要
不可欠な事項であり、病理学総論の各項目を様々な疾患と結び付けて理解することが重要である。また、歯科衛生士業務の遂行にあたり、口腔病理学の深い理
解は必要不可欠であり、十分な理解が得られるように学習すること。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

歯科臨床で遭遇する齲蝕、歯周疾患、口腔領域の嚢胞性疾患などに加え、口腔粘膜疾患や口腔癌、唾液腺疾患など多くの病態の気づきを実現させるためには、
欠くことのできない極めて重要な知識である。また、これらの病態の確定には、病理組織検査や細胞診検査が有効であることを学び、臨床に生かすことが大切で
ある。

【科目目標（一般目標）】

【使用教科書・教材・参考書】

歯科衛生士教本　病理学・口腔病理学（医歯薬出版）

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】 第１章および第3章　病理学序論と病因論、循環障害

8

【授業単元】 第１章および第１１章　歯の発育異常、口腔領域の奇形

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】病理学の入門として病因論（内因・外因）　について学ぶ。また、うっ
血、虚血、充血など生体内に生じる循環系の障害について理解する。

【到達目標】歯の大きさや数、形、構造などの以上について学ぶ。また、口蓋裂な
どの奇形についても学習する。

2

【授業単元】 第4章　　代謝障害　と退行性病変

9

【授業単元】 第２章および第３章 歯の損傷と着色・付着物　う蝕

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】萎縮・変性・壊死などの退行性病変について学ぶ。また、糖尿病や高
脂血症などの代謝障害について理解する。

【到達目標】咬耗症・摩耗症などの歯の損傷やプラークおよびう触などについて学
習する。

3

【授業単元】 第５章　　増殖と修復　 第２章　遺伝性疾患と奇形

10

【授業単元】  第４章 象牙質・歯髄複合体の病変

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】障害に対して生体がより積極的な反応を起こす結果生じる進行性病
変について学習する。

【到達目標】歯髄に生じる炎症や退行性病変、知覚過敏症などについて学習す
る。

4

【授業単元】 第６章－１　炎症と免疫応答異常     （炎症）

11

【授業単元】 第５章   歯周組織の病態

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】炎症は口腔内に生じる２大疾患としての齲蝕と歯周疾患の理解のた
めに必須の知識である。歯科衛生士としての業務遂行に極めて重要な項目であ
る。

【到達目標】歯科衛生士業務にとって必要不可欠な項目である歯周疾患の基礎
について学習する。

5

【授業単元】 第６章ー２　　炎症と免疫応答異常  （免疫応答異常）

12

【授業単元】 第６章　口腔粘膜の病変　第８章　口腔癌

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】 免疫学の基礎について学習し、アレルギーや自己免疫疾患などにつ
いて理解を深める。

【到達目標】口腔粘膜に生じる種々の疾患について学ぶ。また、口腔に最も多発
する扁平上皮癌について知識を深める。

6

【授業単元】 第7章　腫瘍

13

【授業単元】 第７章　口腔領域の嚢胞と腫瘍

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】 腫瘍の定義と分類さらに腫瘍の構成などについて学習する。また、
上皮性異形成などについても理解する。

【到達目標】嚢胞および腫瘍の定義を知り、それぞれの病変の基本的な構造など
について学習する。

7 中間テスト 14

【授業単元】 第９章顎骨の病変　第１０章唾液腺の病変　第１２章口腔領域の加
齢変化

【授業形態】 講義

【到達目標】顎骨骨髄炎、唾液腺腫瘍、歯髄や歯根膜における加齢変化などにつ
いて学習する。

　 実施方法：

定期試験（60点満点）

　 実施方法：

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：

中間テスト（30点満点）
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千葉 忠成

必修

開講時期 １年 後期　　木曜日　６，７時限

科目名

薬理学・歯科薬理学 30時間 2単位 講師名

授　業　概　要 授　業　概　要

学科･学部 歯科衛生士学科II部

【講師略歴】

保有資格：薬剤師免許
略歴：大学院修了後、米国コロンビア大学で生体物質の研究、帰国後は東京大学医科学研究所で癌の研究、さらに製薬企業でヒトの全遺伝子解析に専従する。
現在は日本歯科大学生化学講座で癌研究および講義を通じて学生の指導に当たっている。2012年より歯科衛生士選任教員 (生物、化学、薬理学・歯科薬理学を
担当)。

【授業への心構え・留意点】

歯科衛生士は医療人であるということを認識し、全身症状をよくするということを心がけて任務に当たれるよう人体機能を理解するうえで必要な基礎の理解を深め
る。
歯と口は、人間にとって特に重要な器官で、食べることや話すこと、笑うことなどは、歯と口が健康に保たれていることが必須である。
したがって歯科衛生士は、これらの行為を支える国家資格を持った専門職なのです。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

医療人としての必要なスキルとは：1) よく聞き、そして学び続ける：柔軟性、自主性、継続性、2) 基礎学力なくして、進歩なし：基礎学力、論理性、3) コミュニケー
ション能力は、医療人のたしなみ：基本的文章力、ディスカッション能力、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力

【科目目標（一般目標）】

歯科衛生士教育における薬理学分野では薬物の性質、薬理作用、作用機序および副作用を理解することが重要である。近年は高齢化に伴い、高血圧、心疾患、
脳疾患などの循環器疾患のほかに糖尿病などの成人病をもち、多数の薬物を投与している患者さんが歯科を受診するケースが増えてきている。歯科以外での治
療薬が歯科治療に与える影響や使用する薬の相互作用に関する知識を学ぶ必要がある。

【使用教科書・教材・参考書】　使用教科書：『新・歯科衛生士教育マニュアル 薬理学』クインテッセンス出版、教材：プリント配布
参考書：『イラストでわかる歯科医学の基礎』　永末書店

1

【授業単元】 薬物の定義・作用

9

【授業単元】 血液に関連する薬物の分類と薬理作用

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】 【到達目標】

1. 薬物療法
2. 疾病の回復の促進と薬
3. 薬物の定義と分類
4. 薬理作用

1. 血液凝固
2. 血液に関連する薬物

2

【授業単元】 からだにおける薬物の働き

10

【授業単元】抗炎症薬の分類と薬理作用

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】 【到達目標】

1. 薬物の機序作用
2. 身体における薬物の働き
3. 薬物の併用・連用
4. 薬物の副作用

1. 炎症とは
2. 炎症に作用する薬

3

【授業単元】 医薬品の分類と取り扱い

11

【授業単元】  抗感染症薬の分類と薬理作用

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】 【到達目標】

1. 薬物の分類
2. 薬物の表示と保管
3. 医薬品の開発
4. 服薬指導

1. 感染症とは
2. 抗感染症薬

4

【授業単元】 中枢神経系と薬

12

【授業単元】 消毒薬の分類と作用機序

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】 【到達目標】

1. 中枢神経系の機能
2. 中枢神経系に作用する薬物
3. 全身麻酔薬
4. その他の中枢神経系に作用する薬物

1. 消毒薬の作用機序
2. 消毒薬に影響を与える因子
3. 消毒薬の効果判定

5

【授業単元】 末梢神経系に作用する薬物

13

【授業単元】 ホルモンの分類と作用機序

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】 【到達目標】

1. 末梢神経系に作用する薬物
2. 自律神経系に作用する薬

1. ホルモンの分類と機能
2. 代謝性疾患治療薬
3. 糖尿病治療薬
4. 骨粗鬆症治療薬

6

【授業単元】 末梢神経系に作用する薬物 (局所麻酔薬)

14

【授業単元】 齲蝕予防・歯髄保存療法・感染根管治療・歯周治療に用い
る薬物

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】 【到達目標】

1. 局所麻酔薬の作用機序
2. 局所麻酔薬の構造と分類
3. 局所麻酔薬の効果に影響を与える因子
4. 局所麻酔薬の副作用と中毒

1. 齲蝕の予防に用いる薬物
2. 歯・歯髄疾患の治療に用いる薬物
3. 歯周治療における薬物療法

7

【授業単元】 循環器系および呼吸系の薬物・作用・副作用

【授業形態】 講義

【到達目標】

1. 循環系に作用する薬
2. 呼吸系に作用する薬

　 実施方法：

定期試験（60点満点）

　 実施方法：

中間試験 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：

中間テスト（30点満点）
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【科目目標（一般目標）】　前半では医療職に共通の微生物学・免疫学の知識を習得していきます。これは将来多職種連携を行っていく上でも重要な知識となりま
す。後半では感染予防策、化学療法、齲蝕・歯周病などの口腔感染症・口腔免疫、口腔細菌の全身に及ぼす影響、口腔ケアの重要性など、歯科臨床・保健活動な
ど歯科衛生士業務、多職種連携を行っていく上での必須の知識を習得していきます。

科目名

微生物学・口腔微生物学
30時間 2単位 講師名 村松　淳／濱田智恵子

必修

開講時期 1年 後期　　水曜日　6.7時限
学科･学部 歯科衛生士学科　　Ⅰ・Ⅱ部

【講師略歴】村松　淳：保有資格：歯科医師、労働衛生コンサルタント（保健衛生）、日本口腔リハビリテーション学会　指導医・認定医など　略歴：口腔細菌、胸腺細
胞などの基礎研究、病院、産業保健などで歯科臨床、保健活動に従事。2007年より東京歯科大学・微生物学講座の支援で講義を開講した。濱田智恵子：保有資
格：歯科衛生士　略歴：歯科医院勤務後、歯科衛生士として臨床を行いながら、人材育成に従事。臨床では齲蝕・歯周病のリスク検査や位相差顕微鏡を使用した
口腔衛生指導へのアプローチを行っている。

【授業への心構え・留意点】微生物学は基礎科目ではありますが、直接歯科臨床と関連する部分も多く、講義内容を臨床や歯科臨床に活かせるように知識を習得
していただきたいと思います。（村松）微生物学がどのように歯科臨床に活かされているかを伝えることで、必要な学びである事を再確認していただきます。また現
場での業務を紹介することで、歯科衛生士のやりがいについても実感していただきたいです。（濱田）

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　齲蝕、歯周病を含む口腔感染症の原因微生物、アレルギー、感染予防策などの基礎知識、口腔ケアの重要性な
どを学びます。これらの知識は実務を行う上で必須です。また各学会の認定歯科衛生士などを取得する際にも基礎知識として重要です。（村松）予防歯科の浸透に
より、リスク検査・位相差顕微鏡を活用している歯科医院も増えてきており、臨床に直結する知識です。その上で、歯科衛生士が求められていることも知っていただ
きたいと思います。（濱田）

【使用教科書・教材・参考書】　最新歯科衛生士教本　微生物学（医歯薬出版）、講義資料、参考書：イラストでわかる歯科医学の基礎知識（永末書店）、最新口腔微
生物学　奥田克爾、石原和幸ほか著（一世出版）、口腔微生物学-感染と免疫-（学建書院）、歯科保健指導 Answers 180 濱田智恵子ほか著（デンタルダイヤモンド
社）

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】 微生物学概論

9

【授業単元】 歯科医療に必要な化学療法、滅菌・消毒の知識、口腔微生物　 1

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・微生物学は歯科衛生士にとってなぜ必要なのか考えてみる。・病原
微生物の種類を覚える。・細菌の形態・構造とその機能を理解する。

・抗菌薬の作用機序について理解する。・スタンダードプレコーションについて理解
する。・滅菌と消毒の違いを説明でき、具体的な応報をあげられる。・口腔微生物
について理解する。

2

【授業単元】 細菌の観察法、生き方

10

【授業単元】 口腔微生物　　2

【授業形態】 講義（実物供覧） 【授業形態】 講義

【到達目標】・細菌の観察法（培養法・顕微鏡、グラム染色法など）を理解する。・
細菌の生き方（栄養・代謝・増殖・バイオフィルムなど）の概要を理解する。

【到達目標】・代表的な口腔微生物の種類と性質、分布について理解する。・プ
ラークの形成機序、微生物叢の変化について理解する。・唾液・歯肉溝滲出液の
感染防御因子について理解する。

3

【授業単元】 感染論

11

【授業単元】 口腔感染症　 1（齲蝕など）

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義（実物供覧）

【到達目標】・微生物の病原性と宿主の抵抗性（自然免疫）の概要を理解する。・
感染症の種類（日和見感染症など）について理解する。・感染経路について理解
する。

【到達目標】・齲蝕の発生機序とその原因菌について説明できる。・歯髄炎・根尖
性歯周炎の原因菌・免疫応答について理解する。

4

【授業単元】 免疫学　1

12

【授業単元】 口腔感染症　 2（歯周病など）

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・免疫の種類（自然免疫と獲得免疫、体液性免疫と細胞性免疫、粘膜
免疫）について理解する。・免疫関連臓器・免疫担当細胞について理解する。・抗
原・抗体がどのようなものか理解する。・抗体の種類について理解する。

【到達目標】・歯周病のリスク因子について理解する。・歯周病の原因菌について
説明できる。・歯周病における歯周組織の破壊機序について理解する。

5

【授業単元】 免疫学　2

13

【授業単元】 口腔感染症  3（関連する知識）

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・抗原抗体反応（血清反応）について理解する。・アレルギー（Ⅰ〜Ⅳ
型）について理解する。・能動免疫と受動免疫、ワクチンの種類について理解す
る。・自己免疫疾患・免疫不全症候群について理解する。

【到達目標】・口腔細菌の全身に及ぼす影響について理解する。・口腔ケアの意義
について理解する。・歯科衛生士業務と微生物学との関係について考えてみる。
（濱田）

6

【授業単元】 微生物学各論　1（細菌など）

14

【授業単元】 口腔感染症  4（その他の口腔感染症など）

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・病原細菌の種類と性質、代表的な毒素について理解する。・食中毒
の機序について理解する。・スピロヘータ、マイコプラズマ、クラミジア、リケッチア
の特徴を理解する。

【到達目標】・その他の口腔感染症（化膿性炎症、放線菌症、カンジダ症、口腔梅
毒、ウイルス感染症など）について理解する。・歯科診療上注意すべき感染症・感
染予防策について理解する。

7

【授業単元】 微生物学各論　2（ウイルス・真菌・原虫・プリオン）

15 定期試験

【授業形態】 講義

【到達目標】・ウイルス・真菌・原虫の特徴を説明できる。・代表的なウイルス感染
症について理解する。・プリオン感染症について説明できる。

　 実施方法：　記述式試験など。（詳細は試験規定に準じる。）

定期試験（60点満点）

　 実施方法：　記述式試験など。（詳細は試験規定に準じる。）

中間テスト・化学療法、滅菌・消毒の概説

【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：　記述式試験など。1回各1点。10回実施。（1,7,8,14回は実施なし。）合計10点。

中間テスト（30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

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

科目名

歯科臨床概論
15時間 1単位 講師名 近藤　健示

必修
開講時期 1年 後期    木曜日　6限　7限

歯科衛生士学科　　　Ⅱ部

【講師略歴】

日本歯科大学東京短期大学　教授　　日本歯科大学名誉教授　　日本医歯薬専門学校　顧問

【授業への心構え・留意点】　

今後始まる臨地実習に向けて歯科臨床の現場で必要な知識の概要を学ぶ

臨床の現場で、また歯科衛生士国家試験に於いても臨床関連の設問が増えている傾向に対しても必要とされているスキルを学ぶ科目である。

【科目目標（一般目標）】

歯科臨床の流れを理解し臨地実習に対応するために歯科臨床の概略を理解する。

【使用教科書・教材・参考書】
歯科衛生士のための　歯科臨床概論　（医歯薬出版株式会社）

授　業　概　要

2

ライフステージと歯科診療　　歯科診療で行うこと　－主な診療の流れー

講義

ライフステージによる歯科診療の特性を理解する

歯科診療の主な流れを理解し、診査、検査、画像検査歯周組織の検査、痛みのコントロールとしての処置を理解する

1

歯科診療とは　　歯科診療所　　歯科診療所における業務

講義

歯科診療とは何かを理解する

歯科臨床の場で係わる人を知り、診療所の概要・業務をりかいする

3

小児歯科　　歯科矯正治療の概要

講義

小児歯科に於いて体応することが機会が多い先天異常について理解する

不正咬合を治療する歯科矯正治療の外洋を理解する

4

口腔外科治療の概要

講義

口腔外科で処置する疾患主に外傷、抜歯、口腔粘膜疾患について、処置の流れ概要を理解する

5

歯科保存治療の概要

講義

歯科保存学とは何かを理解し、その具体的な処置すなわち齲蝕に対する処置を理解する。

齲蝕が進行して起こる歯髄しっかん、根尖性歯周組織疾患のついての処置法を理解する。

歯の変色に対する処置について理解する。

6

歯周治療、歯科補綴治療の概要

講義

歯周疾患による全身への影響また歯周疾患の基本治療、外科治療、メインテナンスの概要を理解する

歯が喪失した場合の処置法つまり歯冠補綴、義歯について、またその製作法について理解する

7

障害者歯科・高齢者歯科の概要

講義

障害者・高齢者の身体的特徴を理解し、歯科治療に対する摂食嚥下障害、全身疾患への対応を理解する

周術期、訪問診療に対する歯科治療の対応について理解する

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（20点満点）

定期試験（80点満点）



回 回

【科目目標（一般目標）】
・口腔疾患を予防し、人々の歯・口腔の健康を維持・増進させるため衣必要な知識・技術および態度を修得する。
・チーム医療、チーム歯科医療の一員としての歯科衛生士の役割を理解する。

科目名

歯科予防処置論実習　Ⅱ 60時間 2単位 講師名 大森　明子
必修

開講時期 1　年
後　期

月曜日　６・７時限　/　金曜日　６・７時限学科･学部 歯科衛生士学科　　Ⅱ部

【講師略歴】
保有資格：歯科衛生士免許
略　　　歴：歯科衛生士免許取得後、企業歯科室・病院歯科室勤務。その後歯科衛生士学校の専任教員となり、2010年から 医歯薬で専任教員として専従する。

【授業への心構え・留意点】
スケーリング（歯石を除去する操作）の基礎を講義・実習を通して学び、歯科医療現場で即戦力となれる知識と手技を身に付けていきます。
毎回の実習後は必ず自宅で復習をして次回の実習に臨むようにすることで、現状から自分の課題を見つける力を養い、自ら進んで取り組んでいく主体性を発揮
できるようにしていきましょう。　授業以外の時間を使用してスケーリング補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】
う蝕や歯周病になる前の｢予防｣が重要視され、歯科衛生士の仕事も診療のお手伝いから、専門家としてのプロフェッショナルな知識と技術を求められる仕事へ
と変化してきているため、医歯薬では歯周病の予防には外せないスケーリング技術の土台となる基礎力の強化に力を入れ、歯科衛生士として働く現場で最も求
められる「安全で、適格な技術力」を身に付けてもらい、現場での即戦力となれるよう指導していきます。

【使用教科書・教材・参考書】
　『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 授　業　概　要

1

【授業単元】　シックルタイプスケーラー　マネキン実習　６

9

【授業単元】  キュレットタイプスケーラー　マネキン実習　４

【授業形態】 　実習 【授業形態】　 実習

【到達目標】
・前回の復讐
・上顎右側臼歯部頬側　　上顎左側臼歯部口蓋側
　シックルタイプスケーラー操作　⑨⑩
　シックルタイプスケーラー操作原則を理解して正しい操作ができるようになる
【社会人基礎力】実習を通して「実行力」「課題発見力」を身につけることができる
　

【到達目標】
・前回の復習
・下顎右側臼歯部頬側　　下顎左側臼歯部舌側
キュレットタイプスケーラー操作　⑦⑧
キュレットタイプスケーラーの歯肉縁下への挿入、操作、着脱ができるようになる
【社会人基礎力】実習を通して「実行力」「課題発見力」を身につけることができる

2

【授業単元】　シックルタイプスケーラー　マネキン実習　７　（総復習）

10

【授業単元】  キュレットタイプスケーラー　マネキン実習　５

【授業形態】 　実習 【授業形態】 　実習

【到達目標】
・上下顎左右両側前歯部　唇側・口蓋側・舌側　①②③④
・下顎左側臼歯部頬側　　下顎右側臼歯部舌側　⑤⑥
・ 苦手部位を克服する
【社会人基礎力】実習を通して「実行力」「課題発見力」を身につけることができる
　
　

【到達目標】
・前回の復習
・上顎右側臼歯部頬側　　上顎左側臼歯部口蓋側
キュレットタイプスケーラー操作　⑨⑩
キュレットタイプスケーラーの歯肉縁下への挿入、操作、着脱ができるようになる
【社会人基礎力】実習を通して「実行力」「課題発見力」を身につけることができる

3

【授業単元】　シックルタイプスケーラー　マネキン実習　８　（総復習）

11

【授業単元】  キュレットタイプスケーラー　マネキン実習　６

【授業形態】 　実習 【授業形態】 　実習

【到達目標】
・下顎右側臼歯部頬側　　下顎左側臼歯部舌側　⑦⑧
・上顎右側臼歯部頬側　　上顎左側臼歯部口蓋側　⑨⑩
・上顎左側臼歯部頬側　　上顎右側臼歯部口蓋側　⑪⑫
・苦手部位を克服する
【社会人基礎力】実習を通して「実行力」「課題発見力」を身につけることができる
　

【到達目標】
・前回の復習
・上顎左側臼歯部頬側　　上顎右側臼歯部口蓋側
キュレットタイプスケーラー操作　⑪⑫
キュレットタイプスケーラーの歯肉縁下への挿入、操作、着脱ができるようになる
【社会人基礎力】実習を通して「実行力」「課題発見力」を身につけることができる

4

【授業単元】　シックルタイプスケーラー操作　実技到達度確認試験　/　振り返り

12

【授業単元】  キュレットタイプスケーラー　マネキン実習　７　（下顎 復習）

【授業形態】 　実習 【授業形態】 　実習

【到達目標】
自分の到達度を確認し、手技の向上に努められるようになる
【社会人基礎力】実習を通して「実行力」「課題発見力」を身につけることができる
　
　
　

【到達目標】
下顎全てのキュレットタイプスケーラー操作を復習し苦手部位を克服する
グループワーク
【社会人基礎力】実習を通して「実行力」「課題発見力」「チームワーク力」を身につ
けることができる

5

【授業単元】　キュレットタイプスケーラー　マネキン実習　１

13

【授業単元】  キュレットタイプスケーラー　マネキン実習　８　（上顎 復習）

【授業形態】　講義 ・ 実習 【授業形態】 　実習

【到達目標】
・キュレットタイプスケーラーの種類、形状、特徴を理解する
・キュレットスケーラーの操作方法を理解する
・上顎前歯部（唇側・口蓋側）　　　　　　　キュレットタイプスケーラー操作　　①②
キュレットタイプスケーラーの歯肉縁下への挿入、操作、着脱ができるようになる
【社会人基礎力】実習を通して「実行力」「課題発見力」を身につけることができる
　

【到達目標】
上顎全てのキュレットタイプスケーラー操作を復習し苦手部位を克服する
グループワーク
【社会人基礎力】実習を通して「実行力」「課題発見力」「チームワーク力」を身につ
けることができる

6

【授業単元】　キュレットタイプスケーラー　マネキン実習　２

14

【授業単元】  歯面研磨、口腔内洗浄、貼薬

【授業形態】 　実習 【授業形態】 　講義

【到達目標】
・前回の復讐
・下顎前歯部（唇側・舌側）　　　　　　　　　　キュレットタイプスケーラー操作　③④
キュレットタイプスケーラーの歯肉縁下への挿入、操作、着脱ができるようになる
【社会人基礎力】実習を通して「実行力」「課題発見力」を身につけることができる
　
　
　

【到達目標】　・歯面研磨の目的を理解し説明できるようになる
　　　　　　　 　 ・歯面研磨器具の種類を挙げることができる
　　　　　　　 　 ・歯面研磨剤の目的、種類、組成について理解する
　　　　　　　 　 ・口腔内洗浄、貼薬の目的と使用する薬剤について知る
【社会人基礎力】実習を通して「実行力」「課題発見力」を身につけることができる
【実践力】実際の歯科衛生士が行う検査をＶＲ動画にて視聴して、自身が行うイメー
ジを掴むことができる

7

【授業単元】  キュレットタイプスケーラー　マネキン実習　３

15 定期試験

【授業形態】　実習

【到達目標】
・前回の復讐
・下顎左側臼歯部頬側　　下顎右側臼歯部舌側
キュレットタイプスケーラー操作　⑤⑥
キュレットタイプスケーラーの歯肉縁下への挿入、操作、着脱ができるようになる
【社会人基礎力】実習を通して「実行力」「課題発見力」を身につけることができる
　

8

【授業単元】

【授業形態】

【到達目標】　　中間テスト

　 実施方法：　　筆記試験及びキュレットタイプスケーラー実技試験

【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：　   シックルタイプスケーラー実技試験(終了後フィードバック）

中間テスト（30点満点）

　 実施方法：　　筆記試験及びキュレットタイプスケーラー実技試験(終了後フィードバック）

定期試験（60点満点）



回 回

8 15

【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

科目名 歯科保健指導論Ⅱ
30時間 2単位 講師名 諸星　律子

開講時期 2 後期　　水・月・金曜日　6.7時限
学科･学部 歯科衛生士学科 　Ⅱ部

【講師略歴】
保有資格：歯科衛生士。かながわ介護予防・健康づくり運動指導員（専門）、福祉住環境コーディネーター３級、伝え方コンサルタント
略歴：歯ブラシ歯磨剤メーカー、教育委員会、企業内一般病院、障害者歯科診療所、保健福祉事務所などでの勤務経験を経て、
2015年より本校歯科衛生士専任教員。

【授業への心構え・留意点】
歯科衛生士としての基本知識です。しっかりと知識の習得ができるようにしましょう。
授業の進み方は早いので、予習が大事です。毎回、教科書の範囲を一読してから授業に望みましょう。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
臨床の現場で患者への個別指導やポピュレーションアプローチとしての集団指導など歯科衛生士が日々の業務に使用する必須な知識です。
1年生の後期の授業では「理解できた」が目標ですが、２年生の後期には今回の授業の知識をもとに「指導できる」が目標になります。
また、歯磨きや生活習慣・食生活など即実践できる内容が多いので、自分自身や身近な人で試行錯誤してみてください。その経験が歯科衛生士になったときに対
象者への「リアルな歯科保健指導」として生かせます。

【科目目標（一般目標）】
口腔の衛生を維持管理し、対象者の口腔に対する保健意識の向上に関わる知識、技術を身につける

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】　口腔清掃法⑦　　歯磨剤、洗口液、洗口剤

8

【授業単元】　対象別指導法③（幼児期）

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
歯磨剤、洗口液、洗口剤の基本成分を列挙できる
歯磨剤、洗口液、洗口剤の基本的な使用方法を理解する

【到達目標】
幼児期の身体的、口腔的特徴を理解する
適切な歯科保健行動を指導することができるようになる。（働きかけ力）

2

【授業単元】　口腔清掃法⑧　フッ化物配合歯磨剤

9

【授業単元】　対象別指導法③（学齢期）

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
歯磨剤・フッ化物配合歯磨剤の効果・効能を列挙できる
年齢に応じたフッ化物配合歯磨剤の使用量がわかる
基本成分と薬用成分の成分名を列挙できる

【到達目標】
学齢期の身体的、口腔的特徴を理解する
適切な歯科保健行動を指導することができるようになる。（働きかけ力）

3

【授業単元】　食生活指導（栄養指導）の基礎①

10

【授業単元】　対象別指導法④（青年期・成人期）

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
国民の健康と栄養の現状がわかる
食生活の現代における問題点がわかる
日本人の食事摂取基準（2020年版）の概要がわかる

【到達目標】
青年期および一般成人期の身体的、口腔的特徴を理解する
適切な歯科保健行動を指導することができるようになる。（働きかけ力）

4

【授業単元】　食生活指導（栄養指導）の基礎②

11

【授業単元】　対象別指導法⑤（成人期・喫煙者に対する指導）

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義・現場リポート

【到達目標】
食品とう蝕誘発性を理解する
咀嚼と食品の関連がわかる
酸蝕症と食生活の関連がわかる

【到達目標】
歯科における禁煙治療の特徴がわかる
喫煙状況のアセスメントがわかる
禁煙ステージごとのサポートのポイントがわかる

5

【授業単元】　保健行動支援のための基礎知識

12

【授業単元】　対象別指導法⑥（老年期）

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
歯科保健指導に関わる理論と行動変容を説明できる
保健行動と行動変容の手法を理解し、活用できる
ストレスコーピング、ストレスマネジメントがわかる

【到達目標】
老年期の身体的、口腔的特徴を理解する
適切な歯科保健行動を指導することができるようになる。（働きかけ力）

6

【授業単元】　ライフステージによる歯科衛生介入　　対象別指導法①（妊産婦）

13

【授業単元】　対象別指導法⑦（要介護高齢者・）

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
ライフステージとは何か説明できる
各年代（ライフステージ）に関わる法律や施策の概要がわかる
妊産婦の身体的、口腔的特徴を理解する

【到達目標】
介護が必要な者の身体的、口腔的特徴を理解する
適切な歯科保健行動を指導することができるようになる。（働きかけ力）

7

【授業単元】　対象別指導法②（新生児期・乳児期）

14

【授業単元】　対象別指導法⑧（障がい者）

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
新生児や乳児の身体的、口腔的特徴を理解する
適切な歯科保健行動を指導することができるようになる。（働きかけ力）

【到達目標】
心身に障害を持つ者の身体的、口腔的特徴を理解する
適切な歯科保健行動を指導することができるようになる。（働きかけ力）

　 実施方法：

定期試験（60点満点）

　 実施方法：

復習試験 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：

復習試験（30点満点）

1～14 全てのコマシラバスの「到達目標」には、

「教科書の範囲を一読してから授業に臨むことができる（計画力・実行

力）」が加わります。

歯科禁煙外来

中間テスト



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】 実習

【到達目標】

歯間分離器を用いて、適切に装着することが出来る

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

15

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

科目名

歯科診療補助論実習　Ⅱ
30時間 1単位 講師名 河野せつ子

必須
開講時期 1年

３クォーター
1組：金曜日6・7限　　2組：月曜日6・7限

歯科衛生士学科　　　Ⅱ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し、2004年夜間部の歯科衛生士学校へ入学し歯科衛生士免許を取得。現在は歯科診療所で歯科衛生士として勤務し
ながら、歯科衛生士学科の非常勤講師として従事している。

【授業への心構え・留意点】　

・基本的な歯科診療補助の知識や手技を習得するほかに、歯科医療従事者としての心構えや意識を持って、授業に臨んで頂きたいです。
・歯科材料に関しての専門的な知識と取り扱いの技術を学び習得していきます。分からない事はそのままにせず、復習や質問を積極的に行って、解決してください。
・実習中は、繰り返し練習をして、技術を身に付けてください。

基本的な歯科診療に関する学習ですので、実際の臨床でも毎日のように必要となる知識や技術ですし、医療従事者としてとても大切な事を学習します。
生涯にわたって、必要となる知識になりますので、授業後の復習も重要となります。

【科目目標（一般目標）】

専門的な歯科診療補助の為に必要な基礎知識・技術・歯科医療従事者としての振る舞い等を習得する

【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

グラスアイオノマーセメントの適切な取り扱いが出来る

シリンジチップへのセメントの装填の手順を理解し、適切に準備することが出来る

3・4

仮封材・仮着材

講義・実習

仮着材・仮封材の特徴・種類・用途を理解する事が出来る

さまざまな仮封方法の手順を理解する

仮封用に酸化亜鉛ユージノールセメントを練和することが出来る

1・2

合着材取り扱い実習

実習

リン酸亜鉛セメントの適切な取り扱いが出来る

ポリカルボキシレートセメントの適切な取り扱いが出来る

5・6

仮封材・仮着材

実習

仮封用軟質レジンの適切な取り扱いが出来る

テンポラリーストッピングの適切な取り扱いが出来る

カルボン酸系セメントを用いて、暫間被覆管を適切に仮着し、余剰セメントの除去をする事が出来る

7・8

成形歯冠修復材料・隔壁・歯冠分離

講義

成形歯冠修復材料の特徴・種類・用途を理解する事が出来る

コンポジットレジンの接着システムについて理解する

コンポジットレジン修復・グラスアイオノマーセメント修復の手順を理解する

隔壁と歯間分離についてそれぞれの特徴・種類・用途を理解する事が出来る

9・10

成形歯冠修復材料の取り扱い・隔壁・歯冠分離

5級窩洞へのコンポジットレジン修復の手順を確認し、適切に充填することが出来る

トッフルマイヤー型リテーナーとマトリックスバンドを用いて、適切に装着することが出来る

11・
12

歯肉圧排

講義・実習

歯肉圧排の特徴・種類・用途を理解する事が出来る

歯肉圧排糸による歯肉圧排法の手順を習得し、適切に歯肉圧排することが出来る

歯肉圧排の際に使用する器材を準備することが出来る

13・
14

①衛生材料作成　　　②歯科材料取り扱い実習（復習）

実習

各種衛生材料の作製方法を学び、適切に作ることが出来る

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】 講義

【到達目標】

各器具の名称・用途・形状を理解する

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

8

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

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 1年

4クォーター
1組：月曜日7限目　　2組：金曜日6限目

歯科衛生士学科　　　Ⅱ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し、2004年夜間部の歯科衛生士学校へ入学し歯科衛生士免許を取得。現在は歯科診療所で歯科衛生士として勤務し
ながら、歯科衛生士学科の非常勤講師として従事している。

【授業への心構え・留意点】　

・基本的な歯科診療補助の知識や手技を習得するほかに、歯科医療従事者としての心構えや意識を持って、授業に臨んで頂きたいです。
・歯科材料に関しての専門的な知識と取り扱いの技術を学び習得していきます。分からない事はそのままにせず、復習や質問を積極的に行って、解決してください。

基本的な歯科診療に関する学習ですので、実際の臨床でも毎日のように必要となる知識や技術ですし、医療従事者としてとても大切な事を学習します。
生涯にわたって、必要となる知識になりますので、授業後の復習も重要となります。

【科目目標（一般目標）】

専門的な歯科診療補助の為に必要な基礎知識・技術・歯科医療従事者としての振る舞い等を習得する

【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

プロビショナルレストレーション作製時に使用する器具や材料を準備することが出来る

既製冠を用いて、前歯部のプロビショナルレストレーションを作製することが出来る

2

プロビショナルレストレーション作成実習

印象法での作製実習

印象法でのプロビショナルレストレーション作製の手順を理解し、実際に作製することが出来る

1

プロビショナルレストレーションについて

講義・既製冠での作製実習

プロビショナルレストレーションについて学ぶ

即時重合レジンの特性を理解する事が出来る

3

保存修復時の診療補助（直接修復）

講義

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

4

保存修復時の診療補助（間接修復）

講義

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

5

歯内療法時の診療補助　①

歯内療法（麻酔抜髄）時の術式と処置に伴う使用器材や薬剤を学ぶ

6

歯内療法時の診療補助　②

講義

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

7

口腔外科治療時の診療補助（普通抜歯・止血処置）

講義

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

止血処置について分類し、理解する事が出来る

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】 講　義

【到達目標】

・学童期における栄養と調理について理解する。（小テスト3点）

・思春期における栄養と調理について理解する。（小テスト3点）

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

8

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

科目名

栄養指導
15時間 1単位 講師名 有川量崇　田口千恵子

必須
開講時期 1年

後期　11～1月
火曜日　　　6,7限

歯科衛生士学科　　　Ⅱ部

【講師略歴】

有川　量崇　歯科医師，博士（歯学），現在，大学にて衛生学の講座に所属し，講義，研究に携わっている。
田口千恵子　歯科衛生士資格保有，学士（社会福祉学），博士（歯学）.　現在，大学にて衛生学の講座に所属し，講義，研究に携わっている。
坂爪　陽香　歯科衛生士資格保有，学士（法学），現在，大学にて衛生学の講座に所属し，講義，研究に携わっている。

【授業への心構え・留意点】　

生命科学領域に関わる基本的知識を修得した上で、口腔が身体の一器官という認識の上に立ち、医学的見地から歯科衛生士として必要な口腔領域の生化学知識を
身につける。

口腔は食物の入口であり、食品はう蝕、歯周病という口腔疾患と深く関係する。口腔の健康を維持・増進する役割を担う歯科衛生士にとって、生化学による生命現象
の理解と生化学を理解したうえでの栄養学の学びは重要であり、意義深いものとなる。

【科目目標（一般目標）】

栄養学に関する正しい知識を学び、身につける。食生活と健康について理解し、歯科衛生士として果たすべき役割を理解する。

【使用教科書・教材・参考書】
人体の構造と機能２　栄養と代謝　医歯薬出版株式会社

授　業　概　要

2

食べものと健康

講　義

・食品の成分と分類について理解する。（小テスト3点）

・食品をバランスよくとり合わせるために必要な食品の分類を知る。（小テスト2点）

1

食生活と健康Ⅰ

講　義

・食生活と健康との関連について把握し、健康の維持・増進を進めるための栄養指導の必要性について理解する。（小テスト3点）

・特別用途食品について説明できる。（小テスト2点）

4

栄養素の働きⅤ　ミネラルの栄養学的意味

講　義

・ミネラルの種類および個々の働きについて理解する。（小テスト5点）

3

栄養素の働きⅣ　ビタミンの栄養学的意味

講　義

・ビタミンの種類および個々の働きについて理解する。（小テスト5点）

5

栄養素の働きⅥ　水の栄養学的意味　食物繊維の栄養学的意味

講　義

・水の働きについて理解する。（小テスト2点）

・食物繊維の種類および個々の働きについて理解する。（小テスト3点）

6

食生活と健康Ⅱ　成長期における栄養

・乳幼児期における栄養と調理について理解する。（小テスト4点）

7

食生活と健康Ⅲ　成人期・高齢期における栄養

講　義

・成人期における栄養と調理について理解する。（小テスト2点）

・高齢期における栄養と調理について理解する。（小テスト3点）

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　選択肢および記述試験 　小テスト40点満点を20点満点に換算する。

定期試験（80点満点）実施方法　選択肢および記述試験


