
学科･コース 歯科衛生士学科　　　Ⅱ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：

定期試験（80点満点）

　 実施方法：　筆記試験

６

【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

７

【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

４

【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

５

【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

２

【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

３

【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

【使用教科書・教材・参考書】

歯科英語

授　業　概　要

１

【授業単元】 Unit 1

【授業形態】 講義

【到達目標】

患者さんからの電話に対応できる
予約の日程・時間を提案できる

【科目目標（一般目標）】　

【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

【講師略歴】

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。

【授業への心構え・留意点】

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。

【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

科目名 15時間 1単位 講師名 ILC

歯科英語
開講時期 2年 前期　　月曜日　6時限&7時限



回 回

8

科目名

口腔衛生学Ⅰ
30時間 2単位 講師名 佐藤勝弘

必修

開講時期 ２年 前期　　(前半)金・(後半)木曜日　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：歯科医師、博士（歯学）、日本歯科大学生命歯学部客員教授（衛生学講座）

1994年より勤務医、2000年より開業医・歯科医師会委員として地域歯科医療・歯科保健指導に従事する。同時に非常勤講師として1991年より歯科衛生士学生教育、2000年より歯学部学生教育にも携わる。（2018年より客員教授）

　

【授業への心構え・留意点】

歯科衛生士の３大業務である保健指導、予防処置、診療補助のうち、歯科保健指導、歯科予防処置と関連する部分が多く、その基礎知識を身につけるとともに、そ
の他の基礎科目、臨床科目に通じる内容も多いので関連づけてしっかり学ぶ。また講義時には歯科衛生士国家試験に向け、実際に出題された問題などを例示しな
がら具体的に重要なポイントなどを説明していく。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

予防処置、保健指導の専門職として、またその専門知識の備わった診療補助者としての基礎的情報の習得を口腔衛生学という包括的分野から行う。

【科目目標（一般目標）】　

歯科衛生士として保健指導、予防処置を行う上で、必要な基礎知識を習得する。

【使用教科書・教材・参考書】

保健生態学（第３版）（医歯薬出版株式会社）

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】口腔衛生学の定義と予防の３相５段階

9

【授業単元】齲蝕の予防（１）

【授業形態】講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・口腔衛生学の概要について理解する
・健康の定義について理解する
・予防の３相５段階について理解する
・セルフケア、プロフェッショナルケア、コミュニティヘルスケアについて理解する（小
テスト５点）

【到達目標】・齲蝕発生のメカニズムについて理解する
・齲蝕の発生要因について理解する
・齲蝕発生のリスク因子について理解する（小テスト５点）

2

【授業単元】歯・口の構造

10

【授業単元】齲蝕の予防（２）

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・歯の種類と形態・構造について理解する
・口腔の構造について理解する
・唾液の機能について理解する（小テスト5点）

【到達目標】・齲蝕の第一次予防～第三次予防について理解する
・齲蝕の発生要因に対する予防法について理解する（小テスト５点）

3

【授業単元】歯・口腔の発生と成長・発育

11

【授業単元】フッ化物による齲蝕予防（１）

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・歯・口腔の発生と成長・発育について理解する
・歯・口腔の形成と栄養について理解する
・歯・口腔の形成異常について理解する（小テスト５点）

【到達目標】・フッ化物の齲蝕予防メカニズムについて理解する
・フッ化物の代謝について理解する
・フッ化物の毒性について理解する（小テスト５点）

4

【授業単元】歯・口腔の機能

12

【授業単元】フッ化物による齲蝕予防（２）

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・歯・口腔の機能について理解する
・口腔機能低下症について理解する
・口腔の健康と全身の健康について理解する（小テスト５点）

【到達目標】・フッ化物応用による齲蝕予防方法について理解する
・ライフステージに応じたフッ化物応用法について理解する
・わが国のフッ化物応用の現状について理解する（小テスト５点）

5

【授業単元】歯・口腔の付着物・沈着物

13

【授業単元】歯周疾患の予防

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・ペリクル、プラーク、マテリアアルバ、歯石、舌苔、外来性色素沈着物
について理解する（小テスト５点）

【到達目標】・歯周疾患の症状と分類について理解する
・歯周疾患の発症機序について理解する
・歯周疾患の予防法について理解する（小テスト５点）

6

【授業単元】口腔清掃

14

【授業単元】その他の疾患の予防（１）

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・口腔清掃法について理解する
・口腔清掃に使用する器具について理解する
・プラーク染め出しについて理解する（小テスト５点）

【到達目標】・不正咬合の原因と予防について理解する
・口内炎の原因と予防について理解する
・口腔癌の原因と予防について理解する（小テスト５点）

7

【授業単元】ブラッシング法と歯磨剤・洗口剤

15 定期試験

【授業形態】 講義

【到達目標】・各種ブラッシング法について理解する
・不適切な口腔清掃による為害作用について理解する
・歯磨剤・洗口剤について理解する（小テスト５点）

　 実施方法：　国家試験形式で出題する（３０問）

定期試験（60点満点）

　 実施方法：国家試験形式で出題する（６０問）

中間テスト　／　わが国の歯科疾患の現況について

【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：国家試験形式で出題する（１回あたり５点で合計７０点とし、１０点満点に換算する）

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

科目名 15 1単位 講師名 若松　尚吾

保存修復学
開講時期 2年 前期　　月曜日　6,7時限

【講師略歴】　2007年　博士（歯学）　保存修復学　取得

2013年　荻窪わかまつ歯科開院　歯周病認定医取得

2017年　歯周病専門医取得、歯周インプラント認定医取得

2022年現在　ドクター１名　歯科衛生士３名で診療を行なっている　

【授業への心構え・留意点】

保存修復学は、歯科の二大疾患といわれるう蝕を含む、硬組織疾患を対象とした学問です。

国家試験合格の目標とともに、歯科衛生士として患者さんのよき相談相手となってもらえるよう、臨床現場を意識しながら学んでいただきたいと思います

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

保存修復学で学ぶ硬組織疾患への対応は、日々の歯科衛生士業務のなかで頻発します。、国家試験の出題頻度も高いため、正しい理解が必
要です。

【科目目標（一般目標）】　

現在口腔内における硬組織はどういう状態で、今後どのように治療し、メインテナンスをしていくのかを説明できるようになること。

【使用教科書・教材・参考書】　教科書：　歯の硬組織・歯髄疾患　保存修復学・歯内療法　歯科衛生士教本　　参考図書：　年度別歯科衛生士国家試験問題集、歯科診療補助論

授　業　概　要

１

【授業単元】 歯の保存療法とは　口腔診査

【授業形態】　講義

【到達目標】

歯の保存療法のなかにおける、保存修復学とはどういった学問か理解する。口腔診査の種類とその意味を理解する。

２

【授業単元】歯の硬組織疾患の種類と病態　窩洞の特徴と種類　保存修復治療の概要

【授業形態】　講義

【到達目標】

歯の硬組織疾患の種類と病態を理解し、説明できる。硬組織疾患による窩洞の種類を説明できる。保存修復治療の流れを説明できる。

３

【授業単元】保存修復治療の準備　歯の切削・窩洞形成　歯髄の保護

【授業形態】　講義

【到達目標】

保存修復治療における前準備を説明できる。歯の切削、窩洞形成に用いる器具を説明できる。歯髄保護の種類を説明できる。

４

【授業単元】コンポジットレジン

【授業形態】　講義

【到達目標】

コンポジットレジンの組成と種類を説明できる。歯質接着の基礎を説明できる。光重合型コンポジットレジン修復の特徴と手順を説明できる。

５

【授業単元】グラスアイオノマーセメント

【授業形態】　講義

【到達目標】

グラスアイオノマーセメントの組成および硬化機序を説明できる。グラスアイオノマーセメント修復の特徴と手順を説明できる。

６

【授業単元】メタルインレーおよびアンレー修復　無機セメント

【授業形態】　講義

【到達目標】

メタルインレーおよびアンレー修復の特徴、手順を説明できる。無機セメントの種類、組成、特徴を説明できる。

７

【授業単元】審美修復　レジンセメント

【授業形態】　講義

【到達目標】

セラミックインレー修復、コンポジットレジンインレー修復の特徴を説明できる。ラミネートベニア修復の特徴を説明できる。レジンセメントの種類と特徴を
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：授業後にその日の内容で小テストを行う(各5問） （配点は40点満点の1/2)

定期試験（80点満点）

　 実施方法：試験規定に準ずる



学科･コース 歯科衛生士学科　　　Ⅱ部

回

８

科目名

歯内療法学
15時間 1単位 講師名 新田俊彦

開講時期 2年 前期　　火曜日　６．７時限

【講師略歴】　氏名：新田俊彦　　　保有資格：歯科医師　日本接着歯科学会認定医
略歴：日本歯科大学附属病院に31年間勤務し、臨床と歯学部学生に対する教育に従事し現在に至る。

【授業への心構え・留意点】

歯内療法は、歯科治療において高頻度に行われる治療になります。予習・復習を行い理解する努力を怠らないようにしましょう。

　

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

授業の内容を理解することで、実際の医療現場で歯内療法に用いる器具・器材を円滑に準備することや、治療の術式に関しても把握できる。

【科目目標（一般目標）】　

歯痛に対する歯科治療の円滑な診療補助を行えるために、歯痛の原因と病態を理解し、治療に必要な基礎知識の習得と器具・器材の
準備ができる。

【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」　医歯薬出版株式会社　配布プリント　

授　業　概　要

１

【授業単元】 総 論

【授業形態】 スライド併用の講義

【到達目標】

・歯内療法学を説明できる。
・歯の痛みについて説明出来る。
・歯の痛みの原因や種類について正しいものを選択できる。(小テスト２点）

２

【授業単元】歯髄疾患

【授業形態】スライド併用の講義

【到達目標】

・歯髄疾患の分類と症状を説明できる。
・歯髄疾患の治療方針を選択できる。
・歯髄疾患の分類・症状･治療方針について正しいものを選択できる。(小テスト２点）

３

【授業単元】根尖性歯周疾患

【授業形態】スライド併用の講義

【到達目標】

・根尖性歯周疾患の分類と症状を説明できる。
・根尖性歯周疾患の治療方針を選択できる。
・根尖性歯周炎の分類・症状･治療方針について正しいものを選択できる。(小テスト２点）

４

【授業単元】歯髄保存療法

【授業形態】スライド併用の講義

【到達目標】

・歯髄消炎鎮痛療法について説明できる。
・覆髄法の適応症と種類を説明できる。
・歯髄疾患･根尖性歯周炎・歯髄消炎鎮痛療法・覆随法について正しいものを選択できる。(小テスト８点）

５

【授業単元】歯髄除去療法

【授業形態】スライド併用の講義

【到達目標】

・歯髄切断法の適応症と術式について説明できる。
・抜髄法の適応症と術式について説明できる。
・歯髄切断法と抜随法について正しいものを選択できる(小テスト２点）

６

【授業単元】根管治療と根管充填

【授業形態】スライド併用の講義

【到達目標】

・根管治療の術式と使用する器具･器材について説明できる。
・根管充填の目的と術式を説明できる。
・根管治療と根管充填について正しいものを選択できる(小テスト２点）

７

【授業単元】外科的歯内療法と歯の漂白法

【授業形態】スライド併用の講義

【到達目標】

・外科的歯内療法の種類と適応症について説明できる。
・歯の漂白法の種類と使用する薬剤について説明できる。
・外科的歯内療法と歯の漂白法について正しいものを選択できる(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：多肢選択問題（40点満点で実施し0.5をかけ20点満点とする）

定期試験（80点満点）

　 実施方法：多肢選択問題



学科･コース 歯科衛生士科　　　Ⅱ部

回

８

科目名 15時間 １単位 講師名 小川　智久

歯周治療学
開講時期 ２年 前期　　火曜日　時限

【講師略歴】

日本歯科大学附属病院　歯周治療チーム長

日本歯周病学会　専門医・指導医

【授業への心構え・留意点】

授業はわかりやすく解説していきます。また、実際の臨床例なども示しますので、ただ聞いているだけではなく自分が処置しているイメージしながら学習してください。

　

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

歯周病学は、将来歯科衛生士になった際に業務として一番多く関わる科目です。う蝕と歯周病の原因はプラークでありますが、歯周病の発症と進行には免疫も
関係しているため、患者の全身状態も把握しなければなりません。また、歯周病は多くの全身疾患との関連があり、歯周病が治癒すると関連している病気も寛解
していくのです。歯周治療にとっていちばん重要なのはプラークコントロールであるため、歯科衛生士による患者個人に応じた適切な指導と確実な処置で、患者
の病気を治すことが出来るのです。

【科目目標（一般目標）】　

歯周病の原因、治療、治癒に関する知識を習得する。

【使用教科書・教材・参考書】　歯周病学　第２版、全国歯科衛生士教育協議会監修：医歯薬出版

授　業　概　要

１

【授業単元】 歯周組織

【授業形態】 講義

【到達目標】

・歯周組織の構造を説明する。
・歯周組織の機能を説明する。
・インプラント周囲組織の特徴を述べる。

２

【授業単元】歯周病の分類と原因

【授業形態】 講義

【到達目標】

・各種歯周疾患を列記する。
・各種歯周疾患の特徴を述べる。
・歯周病の原因因子を説明する。

３

【授業単元】歯周治療の流れと検査

【授業形態】 講義

【到達目標】

・歯周治療の流れを列記する。
・歯周病の検査を列記する。
・歯周病の検査について詳細に説明する。

４

【授業単元】歯周基本治療

【授業形態】 講義

【到達目標】

・歯周基本治療の項目を列記する。
・歯周基本治療の内容を詳細に説明する。
・薬物療法について説明する。

５

【授業単元】歯周外科治療１

【授業形態】 講義

【到達目標】

・歯周外科治療の目的を説明する。
・歯周外科治療後の治癒形態を述べる。
・歯周外科治療に用いる器具を列記する。

６

【授業単元】歯周外科治療２

【授業形態】 講義

【到達目標】

・歯周外科治療の種類を列記する。
・各種歯周外科治療の流れを詳細に説明する。
・根分岐部病変に対する治療法を述べる。

７

【授業単元】口腔機能回復治療とメインテナンス

【授業形態】 講義

【到達目標】

・口腔機能回復治療を列記する。
・各種口腔機能回復治療を説明する。
・メインテナンスとSPTについて詳細に述べる。

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・定期試験の実施方法、評価基準について明示する

小テスト（20点満点）

　 実施方法：講義の最初に、前回の講義内容から多肢選択式問題を４問行う。（１問１点×全６回を２０点換算にする。）

定期試験（80点満点）

　 実施方法：多肢選択式問題４０問×１問２点



回 回

科目名

歯科補綴学
30時間 2単位 講師名 古屋良一

必修

開講時期 2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：歯科医師

略　　　歴：1971、東京医科歯科大学歯学部卒業、同大学大学院歯学研究科修了後、1975年、同大学歯科補綴学助手、昭和大学歯学部歯科補綴学助教授、教
授として歯科補綴学教育に従事し、2012年、定年退職後、名誉教授となり現在に至る。

【授業への心構え・留意点】

　この授業での皆さんたちには専門家として患者様のニーズに的確に応えることができるように、歯科補綴学に関する基礎的な知識や診療補助に必要な知識を
習得するための講義です。しっかりと身に着けることを願っています。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

　超高齢社会の我が国においては、義歯（入れ歯）を必要する患者が増えている。これに対応するのが歯科補綴学である。従って、本科目の重要性は高まってい
る。歯科衛生士として診療に従事する上では、特に、義歯の管理や清掃法などを患者に指導するスキルを習得する必要がある。

【科目目標（一般目標）】　

　歯科衛生士が、診療補助を円滑に行うために必要な補綴歯科治療に関する基礎知識と治療の実際を理解し覚える

【使用教科書・教材・参考書】　　全国歯科衛生士教育協議会監修　「咀嚼障害・咬合異常１：歯科補綴」・スライド・プリント

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】補綴歯科治療の基礎①

9

【授業単元】 補綴歯科治療の実際と歯科衛生士の役割④

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・歯科補綴の概要につて理解し覚える① 【到達目標】クラウン、ブリッジ治療について理解し覚える③

　　　　・補綴とは、補綴歯科治療の意義と目的 　　　　　　　・クラウン。ブリッジ治療の流れと診療補助③

　　　　・補綴歯科治療の方法と補綴装置①

2

【授業単元】 補綴歯科治療の基礎②

10

【授業単元】 補綴歯科治療の実際と歯科衛生士の役割⑤

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・歯科補綴の概要につて理解し覚える② 【到達目標】クラウン、ブリッジ治療について理解し覚える④

　　　　　　　・補綴歯科治療の方法と補綴装置② 　　　　　　　・クラウン。ブリッジ治療における患者への説明と指導

　　　　　　　・クラウン。ブリッジ治療に伴うトラブルとその対応

【到達目標】有床義歯治療について理解し覚える①

　　　　　　　・全部床義歯治療の流れと診療補助①

3

【授業単元】 補綴歯科治療の基礎⓷

11

【授業単元】 補綴歯科治療の実際と歯科衛生士の役割⑥

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・歯科補綴の概要につて理解し覚える③ 【到達目標】有床義歯治療について理解し覚える②

　　　　　　　・補綴歯科治療の方法と補綴装置③ 　　　　　　　・全部床義歯治療の流れと診療補助②

　　　　　　　・全部床義歯治療に伴うトラブルとその対応

　　　　　　   ・部分床義歯治療の流れと診療補助①

4

【授業単元】 補綴歯科治療の基礎④

12

【授業単元】 補綴歯科治療の実際と歯科衛生士の役割⑦

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・歯科補綴の概要につて理解し覚える④ 【到達目標】有床義歯治療について理解し覚える③

　　　　　　　・補綴歯科治療における歯科衛生士の役割 　　　　　　　・部分床義歯治療の流れと診療補助②

【到達目標】・歯科補綴治療に関する基礎知識について理解し覚える① 　　　　　　　・部分床義歯治療に伴うトラブルとその対応①

　　　　　　　・歯列と咬合①

5

【授業単元】 補綴歯科治療の基礎⑤

13

【授業単元】 補綴歯科治療の基礎②

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・歯科補綴治療に関する基礎知識について理解し覚える② 【到達目標】インプラント治療について理解し覚える

　　　　　　　・歯列と咬合② 　　　　　　　・インプラント治療の流れと診療補助

　　　　　　　・補綴学的基準平面 　　　　　　　・インプラント治療に伴うトラブルとその対応

　　　　　　　・顎口腔の機能① 【到達目標】特殊な口腔内装着を用いる治療①

 　　　　　　　・顎顔面補綴治療

6

【授業単元】  補綴歯科治療の基礎⑥、補綴歯科治療の実際と歯科衛生士の役
割①

14

【授業単元】補綴歯科治療における歯科衛生士の役割9

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・歯科補綴治療に関する基礎知識について理解し覚える③ 【到達目標】特殊な口腔内装着を用いる治療②

　　　　　　　・顎口腔の機能② 　　　　　　　・構音・嚥下機能の補綴治療

　　　　　　　・顎関節の構造機能と病態 　　　　　　　・顎関節症と歯ぎしりの治療

【到達目標】・補綴歯科治療における検査ついて理解し覚える① 　　　　　　　・睡眠時無呼吸症候群の治療

　　　　・医療面接と診察,、各種検査 　　　　　　　・特殊な補綴歯科治療での歯科衛生士の役割

　　　　・咬合と顎口腔機能の検査① 【到達目標】・補綴歯科治療に用いられる器材の管理を理解し覚える

7

【授業単元】 補綴歯科治療の実際と歯科衛生士の役割②

15 定期試験

【授業形態】 講義

【到達目標】 

【到達目標】・補綴歯科治療における検査ついて理解し覚える②

　　　　　　　・咬合と顎口腔機能の検査②

【到達目標】クラウン、ブリッジ治療について理解し覚える①

　　　　　　　・クラウン。ブリッジ治療の概要、流れと診療補助①

8
中間テスト

【到達目標】クラウン、ブリッジ治療について理解し覚える②

　　　　　　　・クラウン。ブリッジ治療の流れと診療補助②

　 実施方法：：筆記試験

【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）：40点×0.25

　 実施方法：：筆記試験

中間テスト（30点満点）

　 実施方法：：筆記試験

定期試験（60点満点）



回 回

8

科目名

口腔外科学 30時間 2単位 講師名 野原　通
必修

開講時期 ２年 前期　　金曜日　６・７時限
学科・コース 歯科衛生士学科　　Ⅱ部

【講師略歴】

　

　

　

【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）】　

【使用教科書・教材・参考書】

　『口腔外科・歯科麻酔』　医歯薬出版株式会社, 毎回配布する資料（テキスト）：これは教科書の内容の縮小版になる。毎回PCプロジェクター使用する

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】1章 口腔外科の概要 2章 顎・口腔領域の先天異常・発育異常

9

【授業単元】2章 局所麻酔

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

2

【授業単元】第3章 顎・口腔領域の損傷および機能障害

10

【授業単元】3章 精神鎮静法

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

3

【授業単元】第4章 口腔粘膜の病変　（前編)

11

【授業単元】4章 全身麻酔

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】 【到達目標】

4

【授業単元】第4章 口腔粘膜の病変　（後編)

12

【授業単元】10章 口腔外科診療の実際（前編）

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】

5

【授業単元】第5章 顎・口腔領域の化膿性炎症

13

【授業単元】10章 口腔外科診療の実際（後編）

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】【到達目標】

【到達目標】

6

【授業単元】6章 顎・口腔領域の嚢胞性疾患　9章 口腔領域の神経疾患

14

【授業単元】3章 止血処置・診察室と器材の管理　5章 救急蘇生法

【授業形態】 講義 【授業形態】講義

【到達目標】 【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

小テスト（10点満点）　授業中の提示問題から出題

　

中間テスト（30点満点）　授業中の提示問題から出題

7

【授業単元】7章 顎・口腔領域の腫瘍および腫瘍類似疾患

15 定期試験

【授業形態】 講義

　 実施方法：３０問出題　（1問１点）

定期試験（60点満点）　授業中の提示問題から出題

　 実施方法：６０問出題　（1問１点）

【到達目標】 【到達目標】

【到達目標】【到達目標】

【到達目標】

中間テスト

保有資格：日本口腔科学会指導医・認定医, 日本化学療法学会感染制御専門医・抗菌化学療法認定医, 日本口腔診断学会認定医, 日本老年歯科医学会指導医・専門医・認定医, 

略歴：帝京大学医学部臨床研修医, 日本大学医学部麻酔科, 東海大学医学部耳鼻咽喉科・形成外科・高度救命救急医学の研鑽を積み, 東海大学医学部顎口腔外科学助手, 医学

部の学生、看護学部の学生に講義, その後国家公務員横浜南共済病院口腔外科部長を23年間勤務 現在、埼玉県央病院歯科口腔外科（口腔外科分野）部長・感染制御部所属 , 

この授業で皆さん方には, 口腔外科・歯科麻酔に関しての知識を専門医として講義し, 歯科衛生士に必要な生かされる知識を提供し, 人間味

あふれる医療職者として活躍していただきたいと願って講義します。有意義な授業としていくためには, 国家試験を常に意識した授業, 試験を

現代社会では全身疾患を抱えた患者様に対してより安全で, 適切な受診環境を提供するための橋渡し役になることができます。特に歯学部卒
業後は医学部での勤務経験での中で, 医師と同等な職務経験を生かした診療経験を, 臨床にも直結する内容として本授業では扱っていきます。

歯科医療分野での口腔外科・歯科麻酔は, 直接患者生命にかかわる重要な分野であることから, 歯科医師のみでなく医師が担当する歯科医療
分野です。ですから歯科という一つの殻に閉じこもった環境ではなく, 多職種とのかかわれる分野であることも理解していただきたいです。そして
患者さんの全身管理を学べる医学的知識の習得を目標といたします。

口腔外科の診療、手術、医学の中における口腔外科の位置づけについて理解で

きる

顔面外傷、顎骨骨折、口腔内の外傷を症状・診断・治療方法を関連付けて理解で

きる

口腔外科領域の疾患（粘膜疾患）で特徴のある症状の疾患を理解できる

口腔外科領域の疾患（粘膜疾患）で特徴のある症状の疾患と全身とのかかわり

のある疾患を理解できる

顎・口腔領域に発症する炎症は歯性感染症ともいうが、その原因・症状・
診断・治療方法を理解できる

嚢胞性疾患は日常臨床の中でも遭遇することの多い疾患で、症状・診
断・治療方法を理解できる

顎口腔領域に発生する良性腫瘍・悪性腫瘍の種類・症状・治療方法が理解でき

る

歯科で使用する局所麻酔の種類について理解できる

局所麻酔の薬理・手技方法が理解できる

精神鎮静法の種類を理解できる

精神鎮静法の種類を理解できる

全身麻酔の薬理・手技方法を理解できる

全身麻酔の適応を理解できる

口腔外科診療の診察・診断を理解できる

清潔（消毒・滅菌）手洗いを理解できる

感染を発症した際における口腔ケアを理解できる

口腔外科小手術の器具・手技方法を理解できる

抜歯術の器具・手技方法を理解できる

止血方法・止血剤の種類、縫合を理解できる

院内感染対策を理解できる

歯科診療時の患者急変とその対応を理解できる



学科･コース 歯科衛生士科　　　Ⅱ部

回

８

科目名 15時間 1単位 講師名 関　健次

歯科放射線学
開講時期 1年 前期　　金曜日　6.7時

【講師略歴】

保有資格：歯科医師、歯科放射線学会専門医

略　　　歴：1992年　昭和大学大学院歯学研究科歯科放射線学専攻修了、1992年　昭和大学歯学部歯科放射線学教室助手、現在　昭和大学歯学部口腔病態診
断科学講座歯科放射線医学部門　准教授。2015年より歯科衛生士科Ⅱ部　兼任講師。

【授業への心構え・留意点】

放射線といっても決して難しいものではないので、先入観を持たずに講義の望んでもらいたい。

自分の日常と比較し、自身の経験と照らし合わせながら、その場で知識を身に着けるようにする。

質問に対しては時間の許す範囲で答えるので、わからないことは積み残さず、できるだけその場で解決する。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

近年被曝に対する意識が高まっているため、患者に対し検査の必要性が説明できる必要がある。検査の実践においても品質保証を実践し被曝
の低減をおこない、最大限の情報を得られるような検査を常に心がけなければならない。講師自身の経験を踏まえて具体例を交えながら講義を
行う。

【科目目標（一般目標）】　

歯科衛生士として必要な歯科医療におけるエックス線検査の知識および技能を修得する。

【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

【授業単元】 エックス線の歯科への応用、放射線物理①

【授業形態】 講義

【到達目標】エックス線の特徴および歯科への応用について説明できる。

　　　　　　　　エックス線の発生について説明できる。

２

【授業単元】エックス線の歯科への応用、放射線物理②

【授業形態】講義

【到達目標】エックス線の特徴および歯科への応用について説明できる。

　　　　　　　　エックス線の発生について説明できる。

３

【授業単元】画像形成原理、写真処理およびデジタル画像

【授業形態】講義

【到達目標】エックス線画像形成の原理を説明できる。

　　　　　　　　写真処理およびデジタル画像について説明できる。

４

【授業単元】品質保証と歯科におけるエックス線検査

【授業形態】講義

【到達目標】品質保証について説明し実施できる。

　　　　　　　　歯科におけるエックス線検査法について説明できる。

５

【授業単元】口内法撮影の実際

【授業形態】講義

【到達目標】口内法エックス線の撮影の実際および正常像と異常所見について説明できる。

６

【授業単元】パノラマエックス線撮影の実際と口外法撮影

【授業形態】講義

【到達目標】パノラマエックス線撮影の実際および正常像と異常所見について説明できる。

　　　　　　　　口外法撮影について説明できる。

７

【授業単元】特殊検査、放射線治療

【授業形態】講義

【到達目標】エックス線CT、MRI、超音波検査などについて説明できる。

　　　　　　　　放射線治療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）
　 実施方法：毎講義終了時に実施（多肢選択式）【小テストは７回で計40点満点で予定。その合計を0.5倍し、20点満点とする。なお、端数は切上
げとする。】
定期試験（80点満点）

　 実施方法：筆記試験（国家試験形式）



回 回

8 15

科目名 歯科保健指導論Ⅲ
30時間 2単位 講師名 諸星　律子

開講時期 2 前期　　水・木曜日　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】
この単元は算数の計算（小数・分数・掛け算・割り算・単位）が必要です、苦手な方は復習をしておきましょう。
１年次からの歯科保健指導論の総まとめとして、個別指導時に使用するための「個人用媒体」を作成します。個別指導で自信をもって使用できるようなレベルのも
のを完成させましょう。完成した媒体を使用しながらの実技テストを実施します。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】
対象者からの情報収集、分析は歯科衛生過程においてとても重要な作業になります。集めたデータをもとに歯科衛生介入法を考えていきます。
臨床の現場で患者さんごとのニーズを瞬時に把握し、説明・提案・指導できる能力は歯科衛生士の醍醐味です。

【科目目標（一般目標）】
口腔清掃や歯周疾患の指数を説明できる。
健康と疾病の概念を理解し、人々の歯・口腔の健康を維持・増進するために、プロフェッショナルケア、セルフケア、コミュニティケアの基本となる知識、技術及び態
度を習得する。
ライフステージと機能障害に応じた生活指導に必要な知識・技術及び態度を習得する。

【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』　医歯薬出版授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】　 分析のためのデータ（各種指数①）

8

【授業単元】う蝕のリスク要因②

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義/演習

【到達目標】
・PCR
・OHI   OHI-S
・PHP

【到達目標】
自分のステファンカーブを作成しよう
個人のステファンカーブを作成しその評価ができる（課題発見力）

2

【授業単元】　分析のためのデータ（各種指数②）

9

【授業単元】　う蝕のリスク要因③

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義/演習

【到達目標】
・PMA　　　　　　　　・GBカウント
・PI　　　　　　　　　 ・CPI
・GI

【到達目標】
自分のカリオグラムを作成しよう
個人のカリオグラムを作成しその評価ができる（課題発見力）

3

【授業単元】　分析のためのデータ（各種指数③）

10

【授業単元】　全身疾患と歯周病の関係

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
・BDR指標
・RSST

【到達目標】
全身疾患と歯周病の関係を説明できる
歯周病との因果関係が双方向性である疾患を説明できる
生活習慣病のある人に歯科保健指導ができる（発信力・働きかけ力）

4

【授業単元】　期待される歯科衛生士の役割

11

【授業単元】　個別指導

【授業形態】　講義 【授業形態】実技テスト11.12.13回目のいずれか

【到達目標】「歯科口腔保健法」 「健康日本２１」「健やか親子２１」
歯科における「健康格差」「地域格差」について考えることができる
各ライフステージごとの健康の基準を理解できる
自分の役割を理解して協力しあいまとめと発表ができる（チームワーク）

【到達目標】個人媒体作成①
設定された対象者に合わせた効果的な個別指導ができる（働きかけ力・発信力）
個人用媒体の製作についていつまでに何をすべきかわかる（計画力・実行力）

5

【授業単元】　フッ化物洗口ガイドライン

12

【授業単元】　個別指導

【授業形態】　講義/演習　　ミラノール毎日法 【授業形態】実技テスト11.12.13回目のいずれか

【到達目標】
使用薬剤の種類、濃度および取り扱い法を説明できる
対象年齢と洗口方法を説明できる
フッ化物洗口法実施上の注意点を説明できる

【到達目標】個人媒体作成②
設定された対象者に合わせた効果的な個別指導ができる（働きかけ力・発信力）
個人用媒体の製作についていつまでに何をすべきかわかる（計画力・実行力）

6

【授業単元】　災害時避難所などにおける歯科衛生士の役割

13

【授業単元】　個別指導

【授業形態】　講義 【授業形態】実技テスト11.12.13回目のいずれか

【到達目標】
災害時の歯科保健医療、多職種連携がわかる
災害関連死につながる誤嚥性肺炎について理解する
自分事としてとらえ明日からの日常に生かすことができる（実行力）

【到達目標】個人媒体作成③
設定された対象者に合わせた効果的な個別指導ができる（働きかけ力・発信力）
個人用媒体の製作についていつまでに何をすべきかわかる（計画力・実行力）

7

【授業単元】う蝕のリスク要因①

14

【授業単元】　個別指導

【授業形態】　講義 【授業形態】　講義

【到達目標】
個人用媒体の製作と試験についていつまでに何をすべきかわかる（計画力・実行
力）
Keyesの３つの輪を用いて、う蝕の発病因子とその評価法、予防法を説明できる
う蝕リスクの高い人に歯科保健指導ができる（発信力・働きかけ力）

【到達目標】
個別指導実技試験のの振り返りができる
設定された対象者に合わせた効果的な個別指導ができる（働きかけ力・発信力）

　 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：
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

科目名

う蝕予防処置論
15時間 1単位 講師名 菅野　由香梨

開講時期 2年
前期　　1組：木曜日　6時限
　　　　　2組：水曜日　7時限

【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、福島県、神奈川県の一般歯科医院に勤務。

2018年より歯科衛生士専任教員として勤務。

【授業への心構え・留意点】

う蝕予防処置論では歯科衛生士が行うう蝕予防処置について学ぶ。

ライフステージによってう蝕予防のアプローチは違うため、対象者一人一人に合わせたう蝕予防処置を計画し実施していくことが重要であることを意識し、

主体的に学ぶことで専門的な知識や技術の修得に努めること。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

臨床において歯科衛生士が行うう蝕予防処置は、歯周基本治療と同様に有益で重要な処置である。

各ライフステージによってリスクが異なることを理解しておくことでより臨床的な対応が可能となる。

【科目目標（一般目標）】　

歯科予防処置に必要な知識と技術を修得する。

【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

【授業単元】 う蝕予防処置とは

【授業形態】 講義

【到達目標】

・う蝕の特性、分類、原因について説明することができる（知識を患者指導に落とし込むことで現場で即活用できる）
・う蝕の発生機序について説明することができる
・臨床現場ではう蝕活動性試験をどのタイミングで実施すれば効果的であるか知ることができる
《講義内容を理解するための主体性を養う》　現場を感じる授業：最新唾液検査マシンの紹介

２

【授業単元】う蝕活動性試験

【授業形態】講義

【到達目標】

・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
・臨床現場ではう蝕活動性試験をどのタイミングで実施すれば効果的であるか知ることができる
《講義内容を理解するための主体性を養う》

３

【授業単元】う蝕活動性試験　実習（Cat21　Buf、　ＲＤテスト、Ｄｅｎｔｏｃｕｌｔ　ＬＢ）

【授業形態】講義

【到達目標】

・正しい手順で試験を実施することができる（限られた時間の中でいかに効率的に実施するかを理解し実行できる）
・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
《時間内に実施するための計画力・実行力を養う、実習の反省から課題発見ができる》

４

【授業単元】フッ化物の応用

【授業形態】講義

【到達目標】

・フッ化物の基礎知識について理解し説明することができる
・フッ化物歯面塗布法・フッ化物洗口について種類、使用製剤術式を理解し説明することができる
・塗布後の注意について患者に説明することを理解することができる
《講義内容を理解するための主体性を養う》

５

【授業単元】フッ化物の応用

【授業形態】講義

【到達目標】

・フッ化物の計算をすることができる
《講義内容を理解するための主体性を養う、実際にフッ化物の計算をすることで苦手（課題）を発見することができる》

６

【授業単元】小窩裂溝填塞法・フッ化ジアンミン銀塗布法（適応、特徴、作用機序）

【授業形態】講義

【到達目標】

・小窩裂溝填塞の有効性を説明できる
・小窩裂溝填塞の術式・器具や薬剤を説明できる（臨床現場で小窩裂溝塡塞処置の多い小児の対応法について知ることができる）
・フッ化ジアンミン銀の特徴・取り扱い時の注意点を述べることができる
《講義内容を理解するための主体性を養う》

７

【授業単元】小窩裂溝填塞法・フッ化物歯面塗布法

【授業形態】実習

【到達目標】

・小窩裂溝填塞を正しい手順で実践できる
・フッ化物塗布法を正しい手順で実践できる
・フッ化物洗口を正しい手順で実践し、洗口を体験することができる
《時間内に実習を完了させるための計画力・実行力を養う、実習の反省から課題発見ができる》

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：1〜6回目　小テスト、7回目　振り返りシート

定期試験（80点満点）

　 実施方法：筆記試験



学科･コース 歯科衛生士学科　　Ⅱ部

回

８

科目名

歯科予防処置論実習Ⅲ 30時間 1単位 講師名 菅野　由香梨

開講時期 2年
前期　　1組：火曜日　6.7時限
　　　　　2組：水曜日　6.7時限

【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、福島県、神奈川県の一般歯科医院に勤務。

2018年より歯科衛生士専任教員として勤務。

【授業への心構え・留意点】

1年次に習得した基本的な手技を相互実習によってより実践的に習得する。

手技の習得にとどまらず、相互実習において対人的な配慮や相手の立場に立った考え方を養うことを心がけること。

相互実習は授業参加者全員による共同、協力がないと成り立たないのだということを自覚し、遅刻欠席のないよう主体的に臨むこと。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

相互実習における感染対策は歯科診療所における基本的な感染対策の基盤である。

歯科衛生士の行う歯科予防処置の中でも最も基本的な手技である。

【科目目標（一般目標）】　

歯科予防処置に必要な知識と技術を修得する。

【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

【授業単元】 相互実習のための準備①

【授業形態】 講義

【到達目標】

・標準予防策、感染防止の３原則について説明することができる
・相互実習における感染基本対策、ルール、実習当番の役割について説明することができる
・臨床現場で実際に使用されている医療用除菌クリーナー（ワイプ）の効果を理解して使用することで臨床現場における感染対策の重要性を説明できる
《講義内容を理解するための主体性を養う》　現場を感じる授業：臨床現場で需要の増えている医療用除菌クリーナー(ワイプ)の使用

２

【授業単元】 相互実習のための準備②

【授業形態】 講義

【到達目標】

・口腔内観察の項目を列挙することができる。
・健康な歯肉の状態、異常について画像から判断することができる。
・歯周検査やPCRなどの記録を実際に取ることができる。
《講義内容を理解するための主体性を養う》　現場を感じる授業：短い時間で歯式や検査結果を記録することにチャレンジ

３

【授業単元】歯科衛生アセスメントのための相互実習～口腔内観察・エキスプローリング・プロービング～

【授業形態】講義

【到達目標】

・相互実習における感染基本対策、ルールを守り実践することができる
・口腔内観察、エキスプローリング、プロービングを適正な時間内で行うことができる
・感染対策を遵守した後片付けができる
《実習準備・相互実習においてチームワーク力、計画力・実行力を養う、実習の反省から課題発見力を養う》	

４

【授業単元】歯科衛生アセスメントのための相互実習～口腔内観察・プロービング・シックルタイプスケーラー（上顎）～

【授業形態】講義

【到達目標】

・相互実習における感染基本対策、ルールを守り実践することができる
・口腔内観察、プロービングを適正な時間内で行い、シックルタイプスケーラーの操作を実施することができる
・感染対策を遵守した後片付けができる
《実習準備・相互実習においてチームワーク力、計画力・実行力を養う、実習の反省から課題発見力を養う》	

５

【授業単元】歯科衛生アセスメントのための相互実習～口腔内観察・プロービング・シックルタイプスケーラー（下顎）～

【授業形態】講義

【到達目標】

・相互実習における感染基本対策、ルールを守り実践することができる
・口腔内観察、プロービングを適正な時間内で行い、シックルタイプスケーラーの操作を実施することができる
・感染対策を遵守した後片付けができる
《実習準備・相互実習においてチームワーク力、計画力・実行力を養う、実習の反省から課題発見力を養う》	

６

【授業単元】歯科衛生アセスメントのための相互実習～口腔内観察・プロービング・キュレットタイプスケーラー（上顎）～

【授業形態】講義

【到達目標】

・相互実習における感染基本対策、ルールを守り実践することができる
・口腔内観察、プロービングを適正な時間内で行い、キュレットタイプスケーラーの操作を実施することができる
・感染対策を遵守した後片付けができる
《実習準備・相互実習においてチームワーク力、計画力・実行力を養う、実習の反省から課題発見力を養う》	

７

【授業単元】歯科衛生アセスメントのための相互実習～口腔内観察・プロービング・キュレットタイプスケーラー（下顎）～

【授業形態】講義

【到達目標】

・相互実習における感染基本対策、ルールを守り実践することができる
・口腔内観察、プロービングを適正な時間内で行い、キュレットタイプスケーラーの操作を実施することができる
・感染対策を遵守した後片付けができる
《実習準備・相互実習においてチームワーク力、計画力・実行力を養う、実習の反省から課題発見力を養う》	

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：1,2回目　小テスト、3〜7回目：患者カルテ（相互実習レポート）提出

定期試験（80点満点）

　 実施方法：筆記試験



回 回
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科目名

歯科診療補助論実習Ⅲ 60時間 2単位 講師名 松本　英美里
必修

開講時期 2年
前期　　水・木曜日　6,7時限
　　　　　 火・水曜日　6,7時限学科･学部 歯科衛生士学科　　　Ⅱ部

【講師略歴】

氏名：松本　英美里　　　保有資格：歯科衛生士
略　　　歴：歯科衛生士として歯科病院、一般歯科、小児歯科に勤務。　2020年より歯科衛生士専任教員。

【授業への心構え・留意点】

歯科診療補助に必要な知識を得るだけでなく、臨床現場に臨むために必要な技術の習得・習熟を目指します。有意義な授業としていくために次の3項目を念頭
に置いて授業に臨んでください。
1.遅刻欠席をしない　2.忘れ物をしない　3.主体性をもって行動する

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

歯科診療補助として治療の一部を担うために、また、歯科医師とチームを組み診療を行うにあたり必要な知識である。
患者への配慮や器具器材・材料の取り扱いなど、有資格者としての適切な対応や取り扱い方法を行えることが患者との信頼に繋がる。

【科目目標（一般目標）】　

専門的な歯科診療の補助のために必要な基礎知識、技術および態度を習得する。

【使用教科書・教材・参考書】

　『歯科診療補助論』　『歯科材料』　『歯科機器』　医歯薬出版株式会社　　各専門分野に関する教本『保存修復・歯内療法』　『歯科補綴学』

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】ラバーダム防湿①

9

【授業単元】保存修復時の診療補助②（間接修復）

【授業形態】 講義、実習 【授業形態】 講義

【到達目標】防湿の種類、目的が説明できる
ラバーダム防湿の特徴が説明できる
ラバーダム防湿の手順に沿った器材を準備することができる
より良い実習にする方法を考え計画することができる（計画力）

【到達目標】
保存修復治療（間接修復）の手順に沿った器材を準備することができる
保存修復時の診療補助についてわからないことがないことを確認することができる
（課題発見力）

2

【授業単元】ラバーダム防湿②

10

【授業単元】歯内療法時の診療補助①（歯髄処置）

【授業形態】 実習 【授業形態】 講義

【到達目標】
各部位のラバーダム防湿が実施できる
無翼型クランプを用いたラバーダム防湿が実施できる
計画立ててきたことを実際に実行することができる（実行力）

【到達目標】
歯内療法（歯髄処置）の特徴を説明できる
歯内療法の手順に沿った器材を準備することができる
効率よく学ぶ方法を考えながら授業に参加できる（創造力）

3

【授業単元】エックス線写真撮影時の診療補助①

11

【授業単元】歯内療法時の診療補助②（根管処置、外科的歯内療法）

【授業形態】 講義、実習 【授業形態】 講義

【到達目標】放射線撮影方法と現像方法、手順について説明することができる
放射線撮影の補助を行うことができる
放射線の防護について理解し実施することができる
自分の行動に責任を持ち、実習に参加することができる（主体性）

【到達目標】歯内療法（根管処置）の特徴を説明できる
歯内療法の手順に沿った器材を準備することができる
外科的歯内療法の特徴と手順を説明できる
自ら考えた学習方法を実行できる（実行力）

4

【授業単元】エックス線写真撮影時の診療補助②

12

【授業単元】補綴治療時の診療補助①（クラウン・ブリッジ）

【授業形態】 実習 【授業形態】 講義

【到達目標】
エックス線フィルムの現像ができる
正しい保管・管理方法が実施できる
指導者の指示に従い安全で正確な実習を行うことができる（傾聴力）

【到達目標】
歯科補綴治療（クラウン・ブリッジ）の特徴を説明できる
歯科補綴治療の手順に沿った器材を準備することができる
目標達成のために積極的に授業に参加できる（主体性）

5

【授業単元】配慮を要する患者への対応①

13

【授業単元】補綴治療時の診療補助②（義歯）

【授業形態】 講義、実習 【授業形態】 講義

【到達目標】配慮を要する患者への対応法を説明できる
訪問歯科診療の特徴を説明できる
安全にガイドウォークを実践できる
意見や立場の違いを理解することによりチームで働く力を身に付ける（チームワー
ク力）

【到達目標】
歯科補綴治療（義歯）の特徴を説明できる
歯科補綴治療の手順に沿った器材を準備することができる
前期を振り返り定期試験に向けて学習計画を立てることができる（計画力）

6

【授業単元】配慮を要する患者への対応②

14

【授業単元】材料の取り扱い

【授業形態】 講義、実習 【授業形態】 実習

【到達目標】障害者歯科治療の特徴を説明できる
障害者歯科治療で必要な器材の準備ができる
車椅子の正しい取り扱いと安全な操作を実践できる
意見や立場の違いを理解することによりチームで働く力を身に付ける（チームワー
ク力）

【到達目標】実習指導者に対して失礼のない態度で接することができる
アルジネート印象材を適切に練和することができる
適切なセメント練和をすることができる
知識や態度に問題がないかを確認することができる（課題発見力）

7

【授業単元】保存修復時の診療補助①（直接修復）

15 定期試験／治療の手順と記録②

【授業形態】 講義

【到達目標】保存修復治療の特徴を説明できる
保存修復治療（直接修復）の手順に沿った器材を準備することができる
レーザー治療器の種類と特徴がわかる
知識の習得のために何をしなければならないかを考えて授業に参加できる（主体
性）

　 実施方法：　記述もしくは選択問題

定期試験（60点満点）

　 実施方法：　記述もしくは選択問題

中間テスト／治療の手順と記録①

【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：　5～10点の小テストもしくはレポートを実施し80点満点とし、最終的な点数に0.125をかけ10点満点とする

中間テスト（30点満点）



学科･コース 歯科衛生士学科　　　Ⅱ部

【科目目標（一般目標）】　

1

８

科目名

チーム医療演習Ⅰ
15時間 1単位 講師名 山田　あつみ

必修
開講時期 2年 前期　水、木、金曜日　6/7時限

【講師略歴】　日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士歯科衛生士　介護口腔ケア推進士　　修士（医療福祉）

介護予防事業や多機能型クリニックでの居宅療養管理指導の臨床現場での経験から、チーム医療の重要性や意義を学生に伝えていきたい。チーム医療と
は要介護者を支えるそれぞれの仕事内容や、要介護者を取り巻く疾病について学び、チームを円滑に動かすための一つのコマとして、時には、口腔ケアの
意義や効果などを他職種に理解を求めることも必要である、プレゼンテーションのスキルはもちろんのこと、医療面接、対話的コミュニケーション、医療コーチ
ングのスキルについても学ぶ。【授業への心構え・留意点】

有病者、要介護者を支えるためのチーム医療は、早期離床を促す自立支援や医療費軽減の為に、今後さらに重要視されることが予測されるが、口腔ケアの
重要性(誤嚥性肺炎予防,安全な食へ導く)を積極的に他職種やケアマネージャーに向けて理解を求めていくことも歯科衛生士としての職務の一つである。本
授業においては、主に高齢者に対応するだけでなく、幅広い世代の患者に向けた多職種の一員として口腔から全身、心理的なサポートのスキルを学ぶ

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

歯科専門職としての仕事への理解だけでは、要介護者や重篤な病を持つ方への口腔ケアの施術は困難となっている。介護支援専門員、看護師、作業療法
士他との円滑な関係性が求められる。連携に必要な各種書類への理解も必要である、書類作成能力もできるだけ身につけることにより訪問診療や介護現
場での即戦力となるべく学ぶ、また、経口維持管理体制加算などで介護施設などで介護職への口腔ケアへの指導やサービス担当者会議への参加、セミ
ナー開催も求められることから、医療の技術だけでなく他職種に向かってプレゼンできるコミュニケーションスキルを身につけて欲しい。歯科衛生士として5年
間(実務900日を含む)の経験を経て介護支援専門員の受験資格を得る事ができる。

1.要介護高齢者や重篤な疾患を持つ方への専門性を持った多職種連携への理解を得る
2.経管栄養管理やNSTへの連携について学ぶとともに、各種連携に必要な書類やケアプラン作成演習ができる
3.本単元の仕上げとして、患者を中心に考える医療の概念や医療面接のスキル、対話的コミュニケーション（医療コーチング） の基本について学ぶ

【使用教材・教科書】　歯科衛生士のための摂食・嚥下リハビリテーション」医歯薬出版(第1版9刷)			
【プリント（補助教材）】必要に応じ配布					

授　業　概　要

１

【授業単元】チーム医療の意義

【授業形態】 講義

【到達目標】

チーム医療、多職種連携の意義について学ぶ
・チーム医療とは何か、チームのなかの歯科衛生士の役割とは

２

【授業単元】有病者のオーラルケアマネージメント

【授業形態】講義

【到達目標】

有病者（出血傾向、脳血管障害ほか）のオーラルケアマネージメントと多職種連携について説明できる
ROAG BDR他各指標について

３

【授業単元】認知症を知る

【授業形態】講義

【到達目標】

主に認知症の方のオーラルケアマネージメントやコミュニケーション、多職種連携について説明できる
ケアプラン作成演習

４

【授業単元】経管栄養管理と経腸栄養を知る

【授業形態】講義

【到達目標】

経管栄養の方のオーラルケアマネージメントと多職種連携　NST Nutrition Support Team(栄養ケアサポートチーム) 管理栄養士の居宅療養管理指導について説
明できる

５

【授業単元】サービス担当者会議に出席する

【授業形態】講義

【到達目標】

居宅療養管理指導　訪問歯科診療と多職種連携　サービス担当者会議に参加する歯科衛生士として、主に介護支援専門員の仕事を知る

６

【授業単元】患者やチーム医療連携のための対話的コミュニケーション方法を学ぶ

【授業形態】講義

【到達目標】

「患者中心医療」の考え方　医療面接のスキル　対話的コミュニケーション　医療コーチング の概要について学ぶ

７

【授業単元】講義

【授業形態】teamsを通して、学生同士での意見交換を含む

【到達目標】

コミュニケーションの難しい方への事例を通じて、チーム医療連携の効果や医療面接の大切さや意義を学ぶ

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）1-6回は5点　7回のみ10点/回

　 実施方法：

定期試験（60点満点）

　 実施方法：



学科･コース 歯科衛生士学科　　Ⅱ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 菅野　由香梨・諸星　律子

必修
開講時期 ２年 前期

【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、福島県、神奈川県の一般歯科医院に勤務。
2018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。



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

後期
金曜日　　　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。

【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 佐藤勝弘

必修

開講時期 ２年 後期　　(前半)木・(後半)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：歯科医師、博士（歯学）、日本歯科大学生命歯学部客員教授（衛生学講座）

1994年より勤務医、2000年より開業医・歯科医師会委員として地域歯科医療・歯科保健指導に従事する。同時に非常勤講師として1991年より歯科衛生士学生
教育、2000年より歯学部学生教育にも携わる。（2018年より客員教授）

　

【授業への心構え・留意点】

歯科衛生士の３大業務である保健指導、予防処置、診療補助のうち、歯科保健指導、歯科予防処置と関連する部分が多く、その基礎知識を身につけるととも
に、その他の基礎科目、臨床科目に通じる内容も多いので関連づけてしっかり学ぶ。また講義時には歯科衛生士国家試験に向け、実際に出題された問題など
を例示しながら具体的に重要なポイントなどを説明していく。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

予防処置、保健指導の専門職として、またその専門知識の備わった診療補助者としての基礎的情報の習得を口腔衛生学という包括的分野から行う。

【科目目標（一般目標）】　

歯科衛生士として保健指導、予防処置を行う上で、必要な基礎知識を習得する。

【使用教科書・教材・参考書】

（前半）保健生態学（第３版）（医歯薬出版株式会社）／（後半）保健情報統計学（医歯薬出版株式会社）

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】 その他の疾患・異常の予防

9

【授業単元】疫学の研究方法

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・口臭の原因と予防について理解する
・顎関節症、歯の形成不全、口腔乾燥症、Tooth wear　等の原因と予防につい
て理解する（小テスト５点）

【到達目標】・記述疫学・分析疫学・介入研究について理解する
・疫学研究に関するバイアスについて理解する
・歯科集団検診について理解する（小テスト５点）

2

【授業単元】地域歯科保健（１）

10

【授業単元】歯科疾患の指数（１）

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・地域保健の概念について理解する
・地域保健の組織（市町村、都道府県、国、保健所、市町村保健センター等）に
ついて理解する
・地域保健の新たな概念（ヘルスプロモーション、ノーマライゼーション、ソーシャ
ル・キャピタル、健康危機管理　等）について理解する
・災害時の歯科保健について理解する（小テスト5点）

【到達目標】・齲蝕の診断基準と指数について理解する
・歯のフッ素症の指数について理解する
・不正咬合の指数について理解する（小テスト５点）

3

【授業単元】地域歯科保健（２）

11

【授業単元】歯科疾患の指数（２）

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・地域保健活動の進め方について理解する
・わが国の健康づくり対策の変遷について理解する
・地域歯科保健の変遷と8020運動について理解する
・健康日本21（第二次）と健康増進法、歯科口腔保健法について理解する（小テ
スト5点）

【到達目標】・歯周疾患の指数について理解する（小テスト５点）

4

【授業単元】母子歯科保健

12

【授業単元】歯科疾患の指数（３）

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・妊産婦の歯科保健について理解する
・乳幼児の歯科保健について理解する
・１歳６か月児、３歳児歯科健康診査について理解する（小テスト５点）

【到達目標】・歯口清掃状態の指数について理解する（小テスト５点）

5

【授業単元】学校歯科保健

13

【授業単元】歯科衛生統計（１）

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・学校保健の意義について理解する
・学齢期における歯科疾患の現況について理解する
・学校保健の３領域について理解する
・学校歯科健康診断について理解する（小テスト５点）

【到達目標】・全数調査と標本調査の違いについて理解する
・標本抽出法について理解する
・データの尺度、集計法について理解する
・データを表現するグラフについて理解する
・集団の代表値（平均値・中央値・最頻値）について理解する（小テスト5点）

6

【授業単元】成人・高齢者歯科保健

14

【授業単元】歯科衛生統計（２）

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・成人・高齢者の歯科保健の現況について理解する
・成人・高齢者に対する歯科保健事業について理解する
・健康増進法による歯周疾患検診について理解する
・高齢者の口腔の特徴について理解する
・要介護者に対する歯科保健制度について理解する（小テスト５点）

【到達目標】・データのばらつき（散布度）について理解する
・推定と検定について理解する
・相関について理解する
・相対危険、寄与危険、オッズ比について理解する（小テスト5点）

7

【授業単元】産業歯科保健・国際歯科保健

15 定期試験

【授業形態】 講義

【到達目標】・産業保健における３管理について理解する
・職域での健康診断について理解する
・「トータル・ヘルスプロモーション・プラン」について理解する
・職業性歯科疾患について理解する
・国際歯科保健の概要について理解する（小テスト５点）

　 実施方法：国家試験形式で出題する（３０問）

定期試験（60点満点）

　 実施方法：　国家試験形式で出題する（６０問）

中間テスト　／　疫学の定義・発生要因

【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：　国家試験形式で出題する（１回あたり５点で合計７０点とし、１０点満点に換算する）

中間テスト（30点満点）



回 回
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科目名

衛生学・公衆衛生学 30時間 2単位 講師名 大竹　千生
必修

開講時期 ２年 後期　　木曜日　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：歯科医師　

歯学部卒業後、大学院基礎研究科(衛生学）において博士（歯学）を取得。現在、口腔衛生学会の認定医として地域の一歯科医院における貢献のあり様を模索しつつ従事。　

　

【授業への心構え・留意点】

国家試験に合格するための知識取得が目的ですが、その知識が何故必要か、そしてそこにどんな意味があるのかを考えることが必要です。

日本や世界で起きている様々な事象に関心を持ち、それについて考える契機となれば幸いです。そしてそれが、歯科医療に携わる者として重要なことに繋がっ
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】

この講義で習得した「健康」に関する諸知識は、臨床において来院される方々や地域の人々に具体的かつ根拠のある知識として伝えることができる。

また、知識を得て考えた事柄は、生活する上での一助となると考えられ、それらが、歯科医療の重要性への理解へと繋がり、円滑な診療や指導へと進んでい
く。

【科目目標（一般目標）】　

歯科医療従事者として必要とされる「健康」に関する事象について、また健康の保持増進に関する施策や事業についての知識習得と、その意義を理解すること
を目指す。

【使用教科書・教材・参考書】

最新　歯科衛生士教本　保健生態学　　全国歯科衛生士教育協議会　監修

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】　＜１編＞　第１章　概論　　　第２章　疫学

9

【授業単元】　＜３編＞　第１章　地域保健

【授業形態】 　講義 【授業形態】 　講義

【到達目標】
・健康の概念と健康保持増進に関する理念について理解し、予防の重要性とその
内容についての知識を習得する　　・疫学の特徴を理解し、疾病・異常の発生要因
や指標について知識を得る

【到達目標】
・地域保健について理解し、地域保健活動に必要な組織、健康に関する概念につ
いて知る

2

【授業単元】　第２章　疫学　　　第３章　人口

10

【授業単元】　＜３編＞　第１章　地域保健　　　　第２章　母子保健

【授業形態】 　講義 【授業形態】 　講義

【到達目標】
・疫学の指標、方法について知る　　・世界の人口・日本の人口について、その推移
や現状、問題を知る

【到達目標】
・地域保健活動の進め方についての知識を習得する　　・健康づくり対策について
知り、実践できるように理解する　　・母子保健の意義と母子保健法について知り、
母子保健法に基づく事業・施策について習得する

3

【授業単元】　第３章　人口　　　第４章　環境

11

【授業単元】　第２章　母子保健　　　第３章　学校保健

【授業形態】 　講義 【授業形態】 　講義

【到達目標】
・人口に関する主な統計について理解し、その指標について確実に覚える　　・人間
を取り巻く環境と健康との関係を把握する

【到達目標】
・母子保健に関連する事業・施策等について知る　　・学校保健の意義、諸活動とそ
のための組織や職員について覚える　・学校保健の３領域について知る

4

【授業単元】　第4章　環境

12

【授業単元】　第３章　学校保健　　　第４章　成人保健

【授業形態】 　講義 【授業形態】 　講義

【到達目標】
・空気、恩熱、水、放射線、等の物理的・化学的な環境要因について知る　　・地球
環境問題について知り、それらが人間の生産活動によることを理解する

【到達目標】
・学校保健の３領域の内容について知り、習得する（特に保健管理）習得する　　・
成人保健の現状と問題点の把握、主な生活習慣病について知る　　・高齢者医療
確保法に基づく特定健康診査・保健指導について習得する

5

【授業単元】　第４章　環境　　　第５章　感染症

13

【授業単元】　第６章　高齢者保保健（こちらを先にする）　　　第５章　産業保健

【授業形態】 　講義 【授業形態】 　講義

【到達目標】
・公害の定義、代表的な公害と健康への影響を知る　　・廃棄物処理について、臨
床で活かせる知識として習得する　　・感染症に関する基礎知識を習得する

【到達目標】
・高齢者医療確保法以外の法律による事業、認知症対策、介護保険制度について
の知識を習得する　　・産業保健の目的・特徴・職業性疾病とその発生状況につい
て習得する

6

【授業単元】　第５章　感染症

14

【授業単元】　第５章　産業保健　　第６章　精神保健　　　第８章　国際保健

【授業形態】 　講義 【授業形態】 　講義

【到達目標】
・感染症の予防について、感染症成立の３要因への対策を知り、活用可能な予防
の実践に努める

【到達目標】
・事業場における安全管理体制等について知る　　・精神保健の意義、地域での精
神保健活動、精神障害の医療、福祉対策について知識を得る　　・障害者全般に対
する施策や概念を知る　　・国際協力と国際機関、SDGSについて知る

7

【授業単元】　第６章　食品衛生・国民健康

15 定期試験

【授業形態】 　講義

【到達目標】
・食中毒、食品表示、食事摂取基準について知る　　・わが国の国民栄養の現状に
ついて把握し、健康増進に繋がる食生活について理解する

　 実施方法：　１～７回の内容から選択肢と〇×問題として出題

定期試験（60点満点）

　 実施方法：　全講義内容から選択肢と〇×問題として出題

中間テストおよび次回からのレクチャー

【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：　２～６回、９～13回の10回で各5点の小テストを実施し、５で割って10点とする

中間テスト（30点満点）
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科目名

小児歯科学 30時間 2単位 講師名 佐藤　昌史
必修

開講時期 2年 後期　　月曜日　6・7時限
学科･学部 歯科衛生士科　　　Ⅱ部

【講師略歴】

大学歯学部小児歯科講座の専任教員として約30年間教育に携わるとともに、大学病院にて小児歯科、障害者歯科の診療に従事。　

現在目白大学短期大学部歯科衛生学科の専任教員として歯科衛生士の教育に従事　

　

【授業への心構え・留意点】

小児歯科学はまず子どもについて知ることから始まります。体や口腔のことだけでなく、小児の心理的なことを知ることも将来診療現場では非常に大切になります。

できるだけ小児の成長発育について自分の幼少期を思い出しながらイメージを持ちましょう

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

小児歯科診療現場での診療補助、保健指導、予防処置は成人と異なり、小児の特性や発育変化を理解して対応することが非常に大切になります。

【科目目標（一般目標）】　

発育期を通じた身体、心理的な発育変化を理解したうえで、小児の歯および口腔疾患の治療の概要を理解し、診療補助、予防、保健指導の実践につなげる

【使用教科書・教材・参考書】　最新歯科衛生士教本　小児歯科(第2版）

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】小児とは、歯科臨床分野における小児歯科学とは

9

【授業単元】小児の歯周炎　　　　小児の軟組織疾患

(授業形態)　講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
・何故小児歯科学を学ぶのか
・現代の小児を取り巻く環境や問題点を説明できる
・成長と発達の概念を説明できる

【到達目標】・小児の歯周疾患の特徴を説明できる
・小児に見られやすい口腔軟組織の疾患を挙げ説明できる

2

【授業単元】小児の心身の発育（１）

10

【授業単元】小児歯科診療システムと診療補助の原則

〈授業形態〉　講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
・小児期の分類を説明できる
・身体発育・器官の発育パターンを説明できる

【到達目標】
・小児歯科診療体系を説明できる
・診療補助時の留意点

3

【授業単元】小児の心身の発育（２）

11

【授業単元】小児患者の診療時の対応

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
・言語、情動、運動機能の発達について説明できる

【到達目標】
・年齢に応じた対応の留意点を説明できる
・診療時に応用される行動変容法について説明できる

4

【授業単元】小児の生理的特徴　　　顔面発育の発育の特徴

12

【授業単元】乳歯および幼若永久歯の歯冠修復処置

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
・小児のバイタルサインの特徴を説明できる
・頭蓋の構成と顔面頭蓋（上顎骨・下顎骨）の発育パターンの特徴を説明できる。

【到達目標】
・乳歯の歯冠修復法について説明できる
・幼若永久歯の歯冠修復の考え方を説明できる

5

【授業単元】歯と発育とその異常

13

【授業単元】乳歯および幼若永久歯の歯内療法　　　乳歯の抜歯処置

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】・乳歯・幼若永久歯の特徴を説明できる
・歯の異常を分類し説明できる

【到達目標】
・乳歯の歯髄疾患、根尖性歯周疾患と処置法の概要について説明できる
・歯根未完成歯の歯内療法について説明できる
・乳歯の抜歯と患者に与える注意点について

6

【授業単元】歯列・咬合の発育とその異常

14

【授業単元】乳歯の外傷　　咬合誘導処置（保隙処置について）

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義

【到達目標】
ヘルマンの歯年齢とそれぞれの時期の特徴を説明できる。

【到達目標】
・乳歯の外傷と特徴を説明できる
・保隙の目的と保隙装置の種類と特徴について説明できる

7

【授業単元】乳歯・幼若永久歯の齲蝕

15 定期試験

【授業形態】 講義

【到達目標】
乳歯・幼若永久歯の齲蝕の臨床的特徴を説明できる
・哺乳う蝕とその原因や特徴について説明できる

　 実施方法：　ペーパーテスト

定期試験（60点満点）

　 実施方法：　ペーパーテスト

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：　ペーパーテスト

中間テスト（30点満点）
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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　6.7時限
学科･学部 歯科衛生士科　　　Ⅱ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

歯科診療補助論実習Ⅳ 60時間 2単位 講師名 松本　英美里
必修

開講時期 2年 後期　　火・水曜日　6,7時
学科･学部 歯科衛生士学科　　　Ⅱ部

【講師略歴】

氏名：松本　英美里　　　保有資格：歯科衛生士
略　　　歴：歯科衛生士として歯科病院、一般歯科、小児歯科に勤務。　2020年より歯科衛生士専任教員。

【授業への心構え・留意点】

歯科診療補助に必要な知識を得るだけでなく、臨床現場に臨むために必要な技術の習得・習熟を目指します。有意義な授業としていくために次の3項目を念頭
に置いて授業に臨んでください。
1.遅刻欠席をしない　2.忘れ物をしない　3.臨床現場で必要な知識であることを理解する

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

歯科診療補助として治療の一部を担うために、また、歯科医師とチームを組み診療を行うにあたり必要な知識である。
患者への配慮や器具器材・材料の取り扱いなど、有資格者としての適切な対応や取り扱い方法を行えることが患者との信頼に繋がる。

【科目目標（一般目標）】　

専門的な歯科診療の補助のために必要な基礎知識、技術および態度を習得する。

【使用教科書・教材・参考書】

　『歯科診療補助論』　『歯科材料』　『歯科機器』　医歯薬出版株式会社　　各専門分野に関する教本『口腔外科・歯科麻酔』　『小児歯科』　『矯正歯科』

授　業　概　要 授　業　概　要

1

【授業単元】共同動作まとめ

9

【授業単元】口腔内写真②

【授業形態】 実習 【授業形態】 実習

【到達目標】実習指導者に対して失礼のない態度で接することができる
適切なユニット操作・バキューム操作を行うことができる
適切なポジショニング・ライティングができる
自分ができないことや学びたいことを相手に伝えることができる（発信力）

【到達目標】口腔内写真の撮影手順を説明できる
口腔内写真の撮影と管理を実施することができる
スムーズな実習ができるよう相手の立場を考えた行動を取ることができる（チーム
ワーク力）

2

【授業単元】プロビジョナルレストレーション①

10

【授業単元】全身疾患とその対応

【授業形態】 講義、実習 【授業形態】 講義

【到達目標】
プロビジョナルレストレーションとは何か説明することができる
プロビジョナルレストレーションの作製手順を説明できる
時間内に作製するにはどうすべきか計画立てることができる（計画力）

【到達目標】
各疾患の概要や口腔所見の特徴と、診療での注意点を説明することができる
興味関心を持ち授業に積極的に参加することができる（主体性）

3

【授業単元】プロビジョナルレストレーション②

11

【授業単元】高齢者歯科治療時の診療補助

【授業形態】 実習 【授業形態】 講義

【到達目標】
プロビジョナルレストレーションを作製することができる
時間内に作製することができる（実行力）

【到達目標】
高齢者歯科治療の特徴を説明できる
高齢者歯科治療で必要な器材の準備ができる
他者を理解し、思いやりを持って行動することができる（チームワーク力）

4

【授業単元】口腔外科治療時の診療補助

12

【授業単元】小児歯科治療時の診療補助

【授業形態】 講義 【授業形態】 講義、演習

【到達目標】
口腔外科治療の特徴を説明できる
口腔外科治療の手順に沿った器材を準備することができる
興味関心を持ち積極的に授業に参加できる（主体性）

【到達目標】
小児歯科治療の特徴を説明できる
小児歯科治療で必要な器具の準備・受け渡しができる
他者を理解し、思いやりを持って行動することができる（チームワーク力）

5

【授業単元】口腔外科・歯科麻酔時の診療補助

13

【授業単元】矯正治療時の診療補助

【授業形態】講義、 実習 【授業形態】 講義、演習

【到達目標】
歯科麻酔の特徴を説明できる
口腔外科治療で使用する器具の準備・受け渡しができる
安全な器具の受け渡しに必要な力を身に付ける（チームワーク力）

【到達目標】
矯正治療の特徴が説明できる
矯正治療で必要な器具の準備・受け渡しができる
共同で作業をすることによりチームワーク力を身に付ける（チームワーク力）

6

【授業単元】歯周外科治療の診療補助

14

【授業単元】歯科診療補助まとめ

【授業形態】 講義、実習 【授業形態】 講義、演習

【到達目標】歯周外科治療の手順を説明できる
歯周外科治療の薬剤や器具の準備ができる
歯周パックの取り扱いができる
講義で習った内容を実習で行うことができる（計画力、実行力）

【到達目標】歯科診療補助論で学んだことについてまとめることができる
臨床現場における歯科衛生士の働きについて考え、自らの意見を他者に伝えるこ
とができる（発信力）
2年間の学習を振り返り自身の問題点を見つけることができる（課題発見力）

7

【授業単元】臨床検査

15 定期試験／歯科臨床と診療補助

【授業形態】 講義、演習

【到達目標】
各検査の方法と結果の読み取りができる
正しく脈拍測定、血圧測定を行うことができる
講義で習った内容を実習で行うことができる（計画力、実行力）

　 実施方法：　記述もしくは選択問題

定期試験（60点満点）

　 実施方法：　記述もしくは選択問題

中間テスト／口腔内写真①

【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：　5～10点の小テストもしくはレポートを実施し80点満点とし、最終的な点数に0.125をかけ10点満点とする

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

科目名

歯科衛生過程論
15時間 1単位 講師名 菅野　由香梨

開講時期 ２年
前期　　1組：金曜日　7時限
　　　　　2組：金曜日　6時限

【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、福島県、神奈川県の一般歯科医院に勤務。

2018年より歯科衛生士専任教員として勤務。

【授業への心構え・留意点】

歯科衛生過程論は歯科衛生士が対象者（患者）の口腔の健康を支援するために欠かすことのできない理論でありプロセスである。

歯科衛生過程論を身につけることで論理的かつ客観的な判断ができるようになると同時に対象者一人一人に合わせた対応が可能となる。

以上の重要性を理解し、遅刻欠席することなく一回一回の授業を大切にすること。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

歯科衛生過程は歯科臨床現場にて歯科衛生士が患者と関わる上で切っても切り離せないプロセスである。

【科目目標（一般目標）】　

保健医療人としての基礎を理解し、多様な知識・技術を修得態度および論理的思考方の基礎を修得する。

【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

【授業単元】 歯科衛生過程とは・歯科衛生アセスメント①

【授業形態】 講義

【到達目標】

・歯科衛生過程の概要を理解することができる
・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
・歯科衛生８つのニーズについて説明することができる
《授業を理解するための主体性を養う》

２

【授業単元】歯科衛生アセスメント②・書面化

【授業形態】講義

【到達目標】

・情報収集で得るべきポイントと情報収集の手段について説明することができる
・口腔内診査の項目を説明することができる
・歯式の記入、歯周検査の記録方法、PCRの計算を実践できる
《授業を理解するための主体性を養う》

３

【授業単元】歯科衛生診断・歯科衛生計画立案

【授業形態】講義

【到達目標】

・歯科衛生診断（問題の明確化・優先順位の決定）について説明することができる
・歯科衛生計画立案（目標設定・歯科衛生介入方法の決定）について説明することができる（臨床現場で重視されることの具体例）
・教育計画、ケア計画、観察計画の違いについて説明できる
《授業を理解するための主体性を養う》

４

【授業単元】歯科衛生介入・歯科衛生評価

【授業形態】講義

【到達目標】

・歯科衛生介入、歯科衛生評価について説明できる
・書面化について説明できる（臨床現場における書面化の重要性）
・臨床現場で歯科衛生士が実施にどのような流れで歯科衛生過程を展開しているかイメージすることができる
《授業を理解するための主体性を養う》　現場を感じる授業：歯科医院の歯科衛生士の歯科衛生過程の進め方（動画）

５

【授業単元】歯科衛生過程ロールプレイング①

【授業形態】演習

【到達目標】

・なりきり症例ロールプレイングを実施し、歯科衛生士役は対象者の情報収集を行うことができる
・なりきり症例ロールプレイングを実施し、患者役は患者（対象者）の気持ちを考えることができる
・ロールプレイングから得た情報を整理・分類し業務記録に記すことができる
《ロールプレイングを通して主体性、傾聴力、発信力、チームワーク力を養う》

６

【授業単元】歯科衛生過程ロールプレイング②

【授業形態】演習

【到達目標】

・なりきり症例ロールプレイングを実施し、歯科衛生士役は対象者の情報収集を行うことができる
・なりきり症例ロールプレイングを実施し、患者役は患者（対象者）の気持ちを考えることができる
・ロールプレイングから得た情報を整理・分類し業務記録に記すことができる
《ロールプレイングを通して主体性、傾聴力、発信力、チームワーク力を養う》

７

【授業単元】歯科衛生過程まとめ

【授業形態】講義・演習

【到達目標】

・ロールプレイングから得た情報から問題の明確化・優先順位の決定ができる
・目標設定と計画立案ができる
・業務記録は第三者が見ても客観的な視点で患者の情報が伝わるのもとして記すことができる
《演習から課題発見力、計画力を養う》

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：1.2.3.4回目　小テスト、5.6.7回目　業務記録提出

定期試験（80点満点）

　 実施方法：筆記試験



回 回

8

科目名

歯科予防処置論実習Ⅳ
60時間 2単位 講師名 菅野　由香梨

必修

開講時期 2年
後期　　1組：火曜日　6.7時限
　　　　　2組：水曜日　6.7時限学科･学部 歯科衛生士学科　　　Ⅱ部

【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、福島県、神奈川県の一般歯科医院に勤務。

【授業への心構え・留意点】

歯科予防処置論実習Ⅳでは臨床現場で実用性の高い器具を学ぶため、遅刻欠席をせずに知識・技術の修得に励むこと。

手技の上達も大切だが、講義や実習を通して目の前の患者は何を感じているのかを考え、気づく力も身につけられるよう主体的に取り組むこと。

また、後半では歯科衛生過程の一連の流れを体系的に実践することとなる。すべてがつながっている実習となるため遅刻欠席をせず臨むこと。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】

臨床現場で実用性の高い超音波スケーラー・エアスケーラー・歯面清掃器を学ぶ。

歯科衛生士のプロフェッショナルケアを行うにあたりこれらの機材を正しく取り扱うことによって患者の治療効果の向上に繋がる。

【科目目標（一般目標）】　

歯科予防処置に必要な知識と技術を修得する。

【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】シャープニング

9

【授業単元】歯科衛生アセスメント

【授業形態】 講義・実習 【授業形態】 実習

【到達目標】
・シャープニングの目的、基本的な知識(使用器材・シャープニング方法)を説明するこ
とができる
・臨床現場ではどのタイミングでシャープニングするのか忙しい環境下で安全に
シャープニングするための技術を知ることができる
《実習準備におけるチームワーク力、シャープニングを安全に実施するための計画
力・実行力を養う、実習の反省から課題発見ができる》　現場：サイキック紹介

【到達目標】
・予診票を参考にしながら適正な時間内で医療面接を行うことができる
・口腔内観察、プロービングを適正な時間内で行うことができる
・染め出しと記録を適正な時間で行うことができる
《実習準備・相互実習においてチームワーク力、計画力・実行力を養う、実
習の反省から課題発見力を養う》

2

【授業単元】超音波スケーラー・エアスケーラー・歯面清掃器

10

【授業単元】情報の整理・介入計画立案

【授業形態】 講義 【授業形態】講義・演習

【到達目標】
・超音波スケーラー、エアスケーラー、歯面清掃器の使用目的や特徴、使
用時の留意点、準備・後片付けについて正しい方法を説明することができ
る
《講義内容を理解するための主体性を養う》

【到達目標】
・情報収集のための相互実習から得られた対象者の情報を整理し、業務
記録に記すことができる
《情報整理、問題発見、計画立案を行うことで計画力・実行力を養う》

3

【授業単元】超音波スケーラー・エアスケーラー・歯面清掃器実習

11

【授業単元】歯科衛生介入のための相互実習（指導計画の実施）

【授業形態】 マネキン実習 【授業形態】 実習

【到達目標】
・超音波スケーラー・エアスケーラー・歯面清掃器を正しい使用手順で安
全に使用することができる
《実習準備や機材を事故なく安全に使用するためのチームワーク力、計
画力・実行力を養う、実習の反省から課題発見ができる》

【到達目標】
・歯科衛生介入のための指導計画を適正な時間内で実施、完了させること
ができる
《実習準備のためのチームワーク力、実習を時間内で完了させるための計
画力・実行力を養う、実習の反省から課題発見ができる》

4

【授業単元】PMTC（プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング）

12

【授業単元】歯科衛生介入のための相互実習（ケア計画の実施）

【授業形態】 講義 【授業形態】 実習

【到達目標】
・PMTCの目的を説明することができる
・PMTCの使用器具・器材、術式を説明することができる
・PMTCの臨床現場での活用法・具体例を知ることができる
《講義内容を理解するための主体性を養う》

【到達目標】
・歯科衛生介入のためのケア計画を適正な時間内で実施、完了させること
ができる
《実習準備のためのチームワーク力、実習を時間内で完了させるための計
画力・実行力を養う、実習の反省から課題発見ができる》

5

【授業単元】PMTC（プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング）

13

【授業単元】歯科衛生評価のための相互実習

【授業形態】 マネキン実習 【授業形態】 実習

【到達目標】
・PMTCにおける研磨用カップ・コーン・ブラシを正しい手順で実施すること
ができる
《実習準備におけるチームワーク力、PMTCを安全に実施するための計画
力・実行力を養う、実習の反省から課題発見ができる》

【到達目標】
・予診票を参考にしながら適正な時間内で医療面接を行うことができる
・口腔内観察、プロービングを適正な時間内で行うことができる
・染め出しと記録を適正な時間で行うことができる
《チームワーク力・計画力・実行力を養う、課題発見力を養う》

6

【授業単元】口腔清掃指導の実際・染出し(記録)の手順

14

【授業単元】歯科衛生過程演習まとめ（業務記録の完成）

【授業形態】講義 【授業形態】講義・演習

【到達目標】
・対象者に合わせた口腔衛生指導を行うためのポイントと手順を列挙できる
・染出しの手順と注意点について説明することができる
≪講義内容を理解するための主体性を養う》

【到達目標】
・歯科衛生アセスメントから歯科衛生評価までの一連のプロセスについて
論理的かつ客観的に業務記録に記すことができる
《実習の反省から課題発見力を養う》

7

【授業単元】染出し(記録)・口腔清掃指導

15 定期試験/【講義】メインテナンスとSPT

【授業形態】 実習

【到達目標】
・対象者に合わせた口腔衛生指導を行うことができる
・染出しの手順と注意点を守り実践できる
《実習準備におけるチームワーク力、安全に実施するための計画力・実行
力を養う、実習の反省から課題発見ができる》

　 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/【講義】歯科衛生過程演習を始める前に

【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：1.2.4.6回目　小テスト、3.5.7回目　振り返りシート、10.14回目　患者カルテ（相互実習レポート）提出

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

科目名 15時間 1単位 講師名 荒井　千明

臨床検査
開講時期 2年 後期　　金曜日　6,7時限

【講師略歴】

臨床検査技師・歯学博士・日本臨床生理学会　評議員

臨床検査技師としての臨床経験と大学教員でもあった教育経験を踏まえ、歯科衛生士に必要な臨床検査の知見を講義する。　　　

専門分野：血液凝固・輸血　　

【授業への心構え・留意点】

臨床検査を理解するためには、病気でないときの身体の中の動きを十分知っていることが大事です。

つまり、基礎となる生理学・生化学・栄養学等の基礎科目の知識が必要不可欠です。　そこで、関連科目の復習をしながら、検査の意義を学んでいきます。

歯科衛生士になるために学んでいる種々の科目はつながっている　と常に意識してください。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

高齢者だけではなく、各世代で基礎疾患を持つ患者さん、予防的なものを含めて投薬をうけている患者さんなど、安全な歯科診療を行うためには、患者さんの
状態をきちんと把握する必要がある。　患者さんの状態によっては通常の歯科診療さえも危険を伴う事態になる。その危険性を客観的に判断するのために、

臨床検査の結果を読むことができる。歯科医師とともに検査値を医科との共通言語として活用し得る。

【科目目標（一般目標）】　

代表的な検査項目につき、それが何を目的で測定されるのか推測できる。

検査結果から、歯科診療における注意すべき点を考えられる。

【使用教科書・教材・参考書】

授　業　概　要

１

【授業単元】 序説　臨床検査の概要を知る

【授業形態】 講義

【到達目標】臨床検査がどのように利用されているかを説明できる

　　　　　　　　基準値の設定方法を理解する
　　　　　　　　検査の種類の概要を説明できる
　　　　　　　　検査値に影響を与える因子を列挙できる

２

【授業単元】バイタルサイン

【授業形態】講義

【到達目標】バイタルサインの種類と意義を説明できる

　　　　　　　　呼吸数と脈拍について測定できる
　　　　　　　　採血法と抗凝固剤について説明できる

３

【授業単元】貧血と炎症

【授業形態】講義

【到達目標】貧血の種類と検査、炎症を示す検査を説明できる

　　　　　　　　赤血球の働き動態を説明でき、貧血を示す検査を示せる
　　　　　　　　炎症の程度を示す検査を説明できる

４

【授業単元】肝臓の検査

【授業形態】講義

【到達目標】肝臓病態と検査の関連を説明できる

　　　　　　　　肝臓の働きが説明できる
　　　　　　　　肝機能と検査の関係を理解する

５

【授業単元】出血性素因の検査

【授業形態】講義

【到達目標】止血機構の復習をし、出血性素因の要因を挙げられる

　　　　　　　　一次止血に関与する検査が挙げられる
　　　　　　　　凝固因子の異常を示す検査が説明できる

６

【授業単元】血液型及び輸血と糖尿病

【授業形態】講義

【到達目標】ＡＢＯ式血液型Rｈ式血液型の検査の方法・判定ができる

　　　　　　　　糖尿病の検査の意義を説明できる
　　　　　　　　糖尿病患者の歯科診療時における注意点を挙げられる

７

【授業単元】尿検査と腎臓、歯科領域の検査

【授業形態】講義

【到達目標】尿の採取法を知り、尿一般定性検査からの知見が推察できる

　　　　　　　　BUN、クレアチニンについてその意義を述べられる
　　　　　　　　口腔内に病変が出現する免疫疾患の検査を提言できる

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：1回4点、2-7回6点の小テスト（40点満点）を行い、合計点を1/2（20点満点）に換算する

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

８

科目名 15時間 １単位 講師名 北　大樹・植松裕美      

審美歯科
開講時期 ２年 後期　　木曜日　６・７時限

【講師略歴】

北　大樹：日本歯科大学附属病院総合診療科ホワイトニング外来所属、日本歯科保存学会認定医

植松裕美：日本歯科大学附属病院総合診療科ホワイトニング外来所属、日本歯科審美学会認定衛生士

【授業への心構え・留意点】

実際の臨床の写真を多用し、講義するため配布プリントを渡し講義する。保存・補綴等の知識も必要になるため可能な限り予習して受講して欲しい。

　

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

実際の臨床で行われている審美領域の診療に際して知っていて欲しい知識と技能について学ぶ。

【科目目標（一般目標）】　

審美歯科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】

授　業　概　要

１

【授業単元】審美歯科の概要とDHの役割

【授業形態】 講義

【到達目標】

審美領域の歯科衛生士の役割を理解する。

２

【授業単元】歯の変色の原因

【授業形態】講義

【到達目標】

ホームホワイトニング・オフィスホワイトニングについて理解する。

３

【授業単元】ホワイトニングの測色とカウンセリング

【授業形態】講義・実習

【到達目標】

測色について理解する。

４

【授業単元】セラミック修復法について

【授業形態】講義

【到達目標】

セラミック修復法について理解する。

５

【授業単元】オフィスホワイトニングの実際

【授業形態】講義・実習

【到達目標】

ホワイトニングの実際について理解する。

６

【授業単元】コンポジットレジン修復と接着・合着

【授業形態】講義

【到達目標】

コンポジットレジン修復ならびに接着・合着について理解する。

７

【授業単元】顔貌の分析・歯と口唇の分析

【授業形態】講義

【到達目標】

顔貌の分析・歯と口唇の分析について理解する。

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）

　 実施方法：選択問題、記述問題・課題ワークシート提出

定期試験（80点満点）

　 実施方法：選択問題・記述問題


