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８ 定期試験

3年 １クォーター　　火曜日　6.7 時限
歯科衛生士学科　　　Ⅱ部

【講師略歴】

【授業への心構え・留意点】

この授業で学ぶ内容は、歯科衛生士免許取得後、遵守しなければならない「法律」であり、この科目で学ぶ内容は、国家試験資格取得者が特に知っておかなければなら
ない内容として国家試験では最も重要視されている。オリジナル練習問題集を配布し、試験対策にも役立つように配慮しているので、反復学習を繰り返すことにより理解
の取得に努めて欲しい。

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

講義

・「法律」とは何か、説明することが出来る。

開講時期

将来、歯科衛生士として、歯科保健指導者として遵守すべき事項、すなわち歯科医療における関係法規の要点を理解する。

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

「歯科衛生士」が行う行為は、全て「法律」で規定されており、遵守することとされている。歯科衛生士免許取得後は、国家資格である以上、何事も、「知らなかった」という
言い訳は許されず、免許停止等の行政処分になることがある。「歯科衛生士」は、歯科医療におけるエキスパートであり、その十分な活動を期待する上でも、この科目で学
ぶ内容は重要である。

【科目目標（一般目標）】

・「日本国憲法第２５条」を理解することが出来る。

医療に関係する法律 ①

科目名 15時間 1単位 講師名 軽部 裕代
衛生行政

必修

・行政組織について理解する。

医療に関係する法律 ②

講義

医療に関係する法律 ③

・その他の「保健衛生法規」について理解する。

・「国家統計」の特徴を理解する。

講義

・「医薬品医療機器等法」について理解する。

・「歯科口腔保健の推進に関する法律」について理解する。

【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

小テスト（40点満点）

　 実施方法：国家試験に準じた択一試験とワークシートの提出

定期試験（60点満点）

　 実施方法：国家試験に準じた択一試験

【使用教科書・教材・参考書】　『歯科衛生士と法律・制度　第２版』 医歯薬出版株式会社   　【その他補助教材】 オリジナル教材プリント・練習問題

授　業　概　要

1

「法律」とは何か？

2
・「地域保健法」について理解する。

3 ・医療関係職種とそれぞれの業務内容がわかる。

・「医療法」について理解する。

講義

医療に関係する法律 ⑤

5

医療に関係する法律 ④

講義

・「健康増進法」について理解する。

4

講義

・「歯科衛生士法」について理解する。

7

医療に関係する法律 ⑥

講義

6



学科･コース 歯科衛生士学科　　　Ⅱ部

回

８

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

科目名 15時間 １単位 講師名 城　明妙

高齢者歯科学
開講時期 ３年 1クォーター　　木曜日　６時限・７時限

【講師略歴】

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

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

介護、教育等認定資格を多数取得。　現場経験を生かした講義を実施している。

【授業への心構え・留意点】

高齢者歯科　医歯薬出版

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

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

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

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

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

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

【科目目標（一般目標）】　

・高齢者の心身の特徴と超高齢社会における歯科衛生士の役割について理解する

・介護保険制度と地域包括ケアシステムにおける多職種連携について理解する

・嚥下障害の評価や訓練、、

【使用教科書・教材・参考書】

授　業　概　要

１

【授業単元】 超高齢社会と介護保険制度

【授業形態】 　講義・演習

【到達目標】

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

３

【授業単元】　高齢者の生活機能と栄養状態を把握する方法

【授業形態】　講義・演習

【到達目標】

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

２

【授業単元】　高齢者の身体的、精神的特徴と疾患

【授業形態】　講義・演習

【到達目標】

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

　 実
施方
法：

【授業単元】　高齢者の摂食嚥下機能について

【授業形態】　講義・演習

【到達目標】

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

４

【授業単元】口腔のケアについて

【授業形態】講義・演習

【到達目標】

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

７

【授業単元】地域社会における多職種連携と歯科衛生過程

【授業形態】講義・演習

【到達目標】

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

６

【授業単元】高齢者に関わる医療と介護

【授業形態】講義・演習

【到達目標】

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

定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（20点満点）

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

定期試験（80点満点）

　 実施方法：記述式（主として選択問題）



学科・コース 歯科衛生士学科　　　Ⅱ部（3年制）

回

１ 【授業単元】 障害者歯科概論

【授業形態】 講義
【到達目標】

・障害の定義を説明することができる。

・障害者にかかわる法律について説明できる。

・障害の種類を列挙できる。

２ 【授業単元】 障害者への対応法

【授業形態】 講義

【到達目標】

・障害者に対する行動変容法を列挙できる

３ 【授業単元】 特別な支援を要する疾患（１）（発達障害）

【授業形態】 講義
【到達目標】

・広範性発達障害の種類を列挙できる

・精神発達遅滞について説明できる

４ 【授業単元】 特別な支援を要する疾患（2）（染色体異常）

【授業形態】 講義
【到達目標】

・Ｄｏｗｎ症の特徴を理解し、合併症と歯科との関連を説明できる。

・筋ジストロフィーについて説明することができる。

５ 【授業単元】 特別な支援を要する疾患（3）（肢体不自由・盲・聾）

【授業形態】 講義

【到達目標】

・肢体不自由の患者に対する対応を列挙できる

・盲・聾の患者に対してのコミュニケーション法が提案できる。

６ 【授業単元】障害者と薬

【授業形態】 講義

【到達目標】

・合併症とはなにかを説明できる。

・障害者が服薬していることの多い薬剤とその特徴を列挙できる。

７ 【授業単元】障害者歯科のまとめ

【授業形態】 講義
【到達目標】

・障害者歯科で使用する対応法を列挙し説明できる。

・障害者診療時の注意点を列挙できる。

８

杉山　智美

障がい者歯科学
開講時期 3年 1クォーター　　水曜日　6.7時限

科目名 15時間 1単位 講師名

患者の障害に対して理解をし、患者本人のみならず家族や介護者へ適切な対応を起こなうための知識、また、治療に不協力な患者に対しても、安
全に診療ができるよう診療介助を行うための知識を習得する。

【講師略歴】

保有資格：歯科医師免許（小児歯科指導医・障害者歯科認定医）・保育士免許
略歴：平成14年より昭和大学病院小児歯科にて小児歯科・障害者歯科診療に従事。平成22年に保育士免許取得。現在に至る。

【授業への心構え・留意点】

障害を持つ患者さんを診ることは、決して特別なことではないことを学んでほしいと考えています。障害に対する正しい知識と歯科衛生士としての
技能があれば、障害者も安全に診療できることを学び、どのような患者に対しても自信をもって対応できる歯科衛生士に慣れるよう、
積極的に学習してほしいと思います。
【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

障害とはなにかを理解し、歯科診療に適応することが困難である患者に対しても適切な対応を取ることができる。障害者歯科学会に所属し、3年の
勉強を行うことで、障害者歯科の認定衛生士の資格を取得することも可能である。

【科目目標（一般目標）】　

　 実施方法：講義終了後15分で小テストを行う。試験内容は当日の講義内容とする。

定期試験（60点満点）

　 実施方法：1回目～7回目の講義内容についての筆記試験を行う。

【使用教科書・教材・参考書】　　　　　　最新歯科衛生士教本　障害者歯科　第二版

授　業　概　要

・代表的な行動変容法の特徴を説明できる（ＴＳＤ法など）

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）



学科･コース 歯科衛生士学科　　　Ⅱ部

回

８

菅野　由香梨

開講時期 3年 1クォーター　　月・金曜日　6.7時限

科目名

歯科衛生過程演習Ⅱ
30時間 2単位 講師名

歯科予防処置に必要な知識と技術を修得する。

【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】

歯科衛生過程演習では歯科衛生過程論の理論・プロセスを軸に考え、一人の対象者と向き合い、対象者の口腔健康のためにどうアプローチしていくか考える。

通り一辺倒の関わり方ではなく、対象者が主役となる関わり方を念頭におくこと。

歯科衛生過程の全てのプロセスが重要であり、一つでもかけると適正な介入は不可能となるため遅刻欠席をせずに、主体的に取り組むこと。

【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）】　

【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】 患者の口腔内を読む

【授業形態】 講義

【到達目標】

患者の口腔内の所見を正確に捉えるため、健康な歯と歯肉の状態と異常について判断することができる。
《授業を理解するための主体性を養う》　現場を感じる授業：臨床現場で遭遇する口腔内所見（症例）をみて実際の患者対応を考える

３

【授業単元】まとめの相互実習②

【授業形態】相互実習

【到達目標】

・医療面接、口腔内診査、ブラッシング指導、スケーリングを今までの学びを通して一連の流れで実施することができる
・各処置項目の所要時間を予測し、時間管理しながら実習できる
・一連の流れで術者・患者役・アシスタントを経験することで自身の課題を発見することができる
《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》

２

【授業単元】まとめの相互実習①

【授業形態】相互実習

【到達目標】

・医療面接、口腔内診査、ブラッシング指導、スケーリングを今までの学びを通して一連の流れで実施することができる
・各処置項目の所要時間を予測し、時間管理しながら実習できる
・一連の流れで術者・患者役・アシスタントを経験することで自身の課題を発見することができる
《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》

５

【授業単元】まとめの相互実習④

【授業形態】相互実習

【到達目標】

・医療面接、口腔内診査、ブラッシング指導、スケーリングを今までの学びを通して一連の流れで実施することができる
・各処置項目の所要時間を予測し、時間管理しながら実習できる
・一連の流れで術者・患者役・アシスタントを経験することで自身の課題を発見することができる
《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》

４

【授業単元】まとめの相互実習③

【授業形態】相互実習

【到達目標】

・医療面接、口腔内診査、ブラッシング指導、スケーリングを今までの学びを通して一連の流れで実施することができる
・各処置項目の所要時間を予測し、時間管理しながら実習できる
・一連の流れで術者・患者役・アシスタントを経験することで自身の課題を発見することができる
《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》

　 実施方法：筆記試験

６

【授業単元】まとめの相互実習⑤

【授業形態】相互実習

【到達目標】

・医療面接、口腔内診査、ブラッシング指導、スケーリングを今までの学びを通して一連の流れで実施することができる
・各処置項目の所要時間を予測し、時間管理しながら実習できる
・一連の流れで術者・患者役・アシスタントを経験することで自身の課題を発見することができる
《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》

７

【授業単元】まとめの相互実習⑥

【授業形態】相互実習

【到達目標】

・医療面接、口腔内診査、ブラッシング指導、スケーリングを今までの学びを通して一連の流れで実施することができる
・各処置項目の所要時間を予測し、時間管理しながら実習できる
・一連の流れで術者・患者役・アシスタントを経験することで自身の課題を発見することができる
《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》

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回目　小テスト、2.3.4.5.6.7回目　振り返りシート

定期試験（80点満点）



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】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

１５

集団指導に必要なスキルは個別指導とは全く異なります。興味がない対象者にも集中して聞いてもらう為の技術や、背景のわからない対象者をも不快な思いをさせない
技術が求められます。

科目名

歯科保健指導論Ⅵ
３０時間 2単位 講師名 諸星　律子

開講時期 ３年 １クォーター　　月・金曜日　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】

歯科保健指導の総まとめとして、ポピュレーションアプローチや特定の集団への指導を学びます。ライフステージごとの特徴を復習しながら効果的な伝達方法を考えま
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）】

対象集団の特徴を知り、対象集団の特徴に合わせた効果的な衛生教育を実施できるようになるために、伝達方法を学び、実践する。

【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

１・２

対象集団に合わせた効果的な伝達方法

 講義　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小テスト5点

口腔機能発達不全症を理解する

口腔機能低下症を理解する

ストレスマネジメントがわかる

この科目の提出課題についていつまでに何をすべきか理解する（計画力・実行力）

３・４

特別講義「グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社」　(現場力授業：業界コラボ ）

  講義/演習

象牙質知覚過敏用歯磨剤の効果効能を理解する

義歯安定剤・義歯洗浄剤の効果効能を理解する

企業で活躍する歯科衛生士の講演を傾聴する（傾聴力）

５・６

対象集団に合わせた効果的な伝達方法     　　　　　　(現場力授業：業界コラボ ）

   講義/演習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小テスト5点

対象集団に合わせた指導方法を考える

行政歯科衛生士の活動の実際を知る

行政機関で活躍する先輩歯科衛生士の講演を傾聴する（傾聴力）

７・８

対象集団に合わせた効果的な伝達方法（保育園実習）

 講義/演習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小テスト5点

臨地実習の流れを理解する

３・４・５歳児の特徴がわかる

幼児期に取り組むべき歯・口の健康づくりの課題がわかる

幼児期に合わせた働きかけがわかる（働きかけ力）

9・10

口腔ケア実習（特別講義）   (現場力授業：業界コラボ訪問歯科衛生士）

 演習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課題提出 5点（11,12といずれかで)

要介護者への適切な声掛けがわかる

口腔ケア用品の基本的な操作方法がわかる

訪問歯科で勤務する歯科衛生士の仕事内容を知る

主体性を発揮して演習に取り組むことができる（主体性）

11・
12

口腔ケア実習（特別講義）   (現場力授業：業界コラボ訪問歯科衛生士）

 演習　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課題提出 5点（9,10といずれかで)

要介護者への適切な声掛けがわかる

口腔ケア用品の基本的な操作方法がわかる

訪問歯科で勤務する歯科衛生士の仕事内容を知る

主体性を発揮して演習に取り組むことができる（主体性）

13・
14

対象集団に合わせた効果的な伝達方法（発表会）

グループワーク　　　                                                                                                       　　　        　実技・提出物評価20点

グループで協力して発表する（チームワーク力・発信力・働きかけ力）

他者の発表を傾聴できる（傾聴力）

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）

小テスト（5点×3回)　　課題提出　5点　実技・提出物評価20点

定期試験（60点満点）



学科･コース 歯科衛生士学科　　　Ⅱ部

回

８

簗瀬麻衣子、安藤真紀、石井通勇、是澤和人

インプラントアシスト
開講時期 3 年 １クォーター　　火曜日　6/7時限

科目名 15 時間 1単位 講師名

　インプラントアシスタントワークニュアル　歯科クリニック・ベーシック編

【講師略歴】

簗瀬麻衣子
保有資格：歯科医師
略　　　歴：日本歯科大学卒業後同病院にて1年間の臨床研修の後、口腔インプラント診療科にて勤務。
安藤真紀
保有資格：歯科衛生士
略　　　歴：大学卒業後歯科衛生士専門学校へ進学。卒業後は日本歯科大学附属病院にて、口腔インプラント診療科、矯正歯科、総合診療科などにて勤務。
石井通勇
保有資格：歯科医師
略　　　歴：北海道医療大学卒業後日本歯科大学附属病院にて1年間の臨床研修の後、口腔インプラント診療科にて勤務。
是澤和人
保有資格：歯科医師
略　　　歴：日本歯科大学卒業後同病院にて1年間の臨床研修の後、口腔インプラント診療科にて勤務。

【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】　

歯科衛生士としてインプラント治療の術式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。

【科目目標（一般目標）】　

さまざまなライフステージにおける高度歯科医療に対応するために、専門的な歯科診療の補助に関する知識および態度を身につける。

【使用教科書・教材・参考書】

授　業　概　要

１

【授業単元】 インプラント総論

【授業形態】 講義

【到達目標】

インプラント治療の基礎知識を理解する
インプラント治療の意義・特徴を説明できる
インプラントの種類、構造、オッセオインテグレーションを説明できる

３

【授業単元】インプラント手術の準備と片付け

【授業形態】講義

【到達目標】

インプラント器具の滅菌方法、インプラント治療における清潔域、不潔域、消毒の重要性を理解する
インプラント器具の準備、後片付けと保管方法を説明できる
インプラント用材料の使用目的を説明できる

２

【授業単元】インプラント治療における検査、診断、治療計画

【授業形態】講義

【到達目標】

インプラント治療の流れを理解する
インプラントの適応症、禁忌症を説明できる

５

【授業単元】インプラント手術のアシスタントワーク

【授業形態】講義

【到達目標】

手術におけるアシスタントの役割を理解する
手術当日のアシスタントの役割、手順を理解する
手術後のアシスタントの役割、患者管理を理解する

４

【授業単元】手洗い、ガウンテクニック

【授業形態】講義、実習

【到達目標】

インプラント治療時の手洗いを実施できる
ガウンテクニックを実施できる

７

【授業単元】インプラント患者のメインテナンス

【授業形態】講義

【到達目標】

メインテナンスの重要性を理解する
メインテナンス時の検査項目、プラークコントロールの重要性を説明できる
器具の使用方法、プロフェッショナルケアの方法を説明できる

６

【授業単元】インプラント補綴のアシスタントワーク

【授業形態】講義

【到達目標】

補綴処置のアシスタントワークを理解する
インプラント装着後の口腔清掃方法と器具の使用方法を指導できる

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

定期試験（80点満点）

　 実施方法：記述試験



学科･コース 歯科衛生士学科　　　Ⅱ部

回

８

山田　あつみ

口腔リハビリテーション
開講時期 3年 1クォーター　　木曜日6限 ・7限

科目名 15時間 1単位 講師名

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

【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）
介護予防事業や居宅療養管理指導の現場で、機能的口腔ケアや摂食嚥下リハビリテーションを指導、経口摂取の維持改善に導いてきた経験を生かし、要介護
高齢者に接する機会が少ないであろう学生に、要介護者に対応できる技術を習得、経口摂取の維持向上に関わることの重要性を理解し、生涯を通じて社会に貢
献できる歯科衛生士資格を目指す

【授業への心構え・留意点】

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

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

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

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

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

【科目目標（一般目標）】　

【使用教材・参考書】　「歯科衛生士のための摂食嚥下リハビリテーション」第２版第１刷　2019　医歯薬出版

授　業　概　要

１

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

【授業形態】 講義

【到達目標】

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

３

【授業単元】オーラルケアマネージメントの実際　ケアプラン作成

【授業形態】講義

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

２

【授業単元】摂食嚥下のメカニズム5期モデルについて理解する

【授業形態】講義

【到達目標】

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

５

【授業単元】回復期ー慢性期への口腔(摂食嚥下)リハビリテーションの実際

【授業形態】講義　（相互実習）
【到達目標】

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

４

【授業単元】健康高齢者支援、介護予防における歯科衛生士の役割

【授業形態】講義　（相互実習）

【到達目標】

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

７

【授業単元】歯科衛生士が行う口腔リハビリテーション　実習のまとめとして

【授業形態】講義　（相互実習）
【到達目標】

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

６

【授業単元】経管栄養管理、姿勢への配慮を学ぶ

【授業形態】講義　（相互実習）
【到達目標】

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

定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（40点満点）1-6回まで5点/回　7回の小テストのみ10点/回

　 実施方法：記述式

定期試験（60点満点）

　 実施方法：記述式



学科･コース 歯科衛生士学科　　　Ⅱ部

回

８

嶋倉史剛

チーム医療演習Ⅱ
開講時期 3年 1クォーター　　水曜日　6,7時限

科目名 15時間 1単位 講師名

１

【授業単元】 チーム医療とは

【授業形態】 講義・演習

【到達目標】チーム医療の定義が言える
　　　　　　　 チームによって得られる効果を説明できる
　　　　　　　口腔ケアの目的と必要性が説明できる

【講師略歴】

略歴：2000年 明海大学歯学部　卒業　2000年～2006年 明海大学病院歯周病科　勤務　
所属・資格：IPSG包括歯科医療研究会　副会長　日本総合口腔医療学会　常任理事　日本嚥下機能訓練協会　理事　オーラルビューティーフード協会　理事　
日本顎咬合学会　かみ合わせ認定医
著書：「入れ歯の悩みが一生消える～ドイツ式テレスコープシステム～」「あなたから笑顔を奪う日本の入れ歯事情」

【授業への心構え・留意点】

多職種と連携するために必要な全身疾患の知識を身に付け、歯科衛生士の社会的な役割の大きさについて学び、有意義な授業としていただくために次の3項目
に留意してください。
1.参加する意識を持つ　　2.自分の意見を持つ　3.講義ノートを見返す（何度も繰り返す）

【資格や現場で必要とされるスキルとの関係性】　

医療の現場ではチーム医療が推進されている。チーム医療は、従来、医師が中心となっていた医療を職種の異なる医療従事者がお互いの専
門性を発揮しスムースに連携し患者中心の医療を達成しようとするものである。本講義では、歯科衛生士がチーム医療で関わる職種を知り、歯
科衛生士の果たす役割を学ぶ。さらに、他業種と連携する上で歯科衛生士が知っておきたい全身疾患について解説を行う。

【科目目標（一般目標）】　

歯科衛生士がチーム医療で関わる職種を知り、歯科衛生士の果たす役割を理解し、さらに、他業種と連携する上で歯科衛生士が知っておきた
い全身疾患の基礎知識を身に着ける。

【使用教科書・教材・参考書】

配布資料

授　業　概　要

２

【授業単元】チーム医療とガン

【授業形態】講義・演習

【到達目標】がん治療の化学療法・放射線治療による口腔領域の合併症を説明できる
　　　　　　　がん患者に対する歯科衛生士による口腔ケアを説明できる

３

【授業単元】チーム医療と脳卒中

【授業形態】講義・演習

【到達目標】脳卒中を説明できる
　　　　　　　脳卒中による口腔への影響を説明できる
　　　　　　　脳卒中と口腔ケアを説明できる

４

【授業単元】チーム医療と心血管疾患

【授業形態】講義・演習

【到達目標】急性心筋梗塞を説明できる
　　　　　　　VAP（人工呼吸器関連肺炎）について説明できる
　　　　　　　急性心筋梗塞の治療に伴う口腔症状と口腔ケアを説明できる

５

【授業単元】チーム医療と糖尿病

【授業形態】講義・演習

【到達目標】糖尿病を説明できる
　　　　　　　糖尿病患者における歯周病の症状について説明できる
　　　　　　　糖尿病患者への口腔ケアについて説明できる

６

【授業単元】チーム医療と精神疾患

【授業形態】講義・演習

【到達目標】統合失調症・うつ病を説明できる
　　　　　　　認知症を説明できる
　　　　　　　認知症患者における

７

【授業単元】チーム医療と歯科衛生士

【授業形態】講義・演習

【到達目標】病院におけるチーム医療の実際を理解する
　　　　　　　チーム医療における歯科衛生士の役割・仕事内容を説明できる

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（40点満点）

　 実施方法：

定期試験（60点満点）

　 実施方法：



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

社会福祉学
15時間 1単位 講師名 軽部 裕代

必修
開講時期 ３年 ２クォーター　　木曜日　　6.7時限

歯科衛生士学科　　　Ⅱ部

【講師略歴】

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

【授業への心構え・留意点】

この授業で学ぶ内容は、「医療」と「福祉」の違いを学ぶ。特に「福祉」は、私達の生活の中で、生活や人生にどのように関わっているのかを学ぶ。高齢化社会に伴い自
らの将来に関わりを持つ分野であるので、自分の将来を想像しながら学んで欲しい。この単元では、オリジナル練習問題集を配布し、試験対策にも役立つように配慮
しているので、反復学習を繰り返すことにより理解の取得に努めて欲しい。

高齢化社会に伴い、医療と福祉の連携の必要性が強調されている中で、医療に携わる専門家として、社会福祉の概要を理解することは重要である。歯科衛生士は、
歯科医療と福祉をつなぐエキスパートであるので、これらの内容を習熟し、将来に役立てて欲しい。

【科目目標（一般目標）】

・社会保障と社会福祉の基本理念を学ぶ。政府が実施している各制度（社会福祉や公的扶助、社会保険等）の内容と今後の課題について学習する。

【使用教科書・教材・参考書】　『歯科衛生士と法律・制度　第２版』　医歯薬出版株式会社　　【プリント補助教材】 オリジナル教材プリント・練習問題

授　業　概　要

・「社会保険」とは何かがわかる

2

社会保険①

講義

・「年金保険制度」が理解できる

・「雇用保険制度」が理解できる

・「労働者災害補償保険制度」が理解できる

1

わが国における社会保障制度

講義

・わが国における「社会保障制度」が理解できる

・「生活保護制度（公的扶助）」が理解できる

3

社会保険②

講義

・「介護保険制度」が理解できる

・「介護認定の流れ」が説明できる

・介護保険における歯科衛生士の役割を説明することができる

4

社会保険③

講義

・「医療保険制度」が理解できる

・「診療報酬」とは何かがわかる

・「保険診療の流れ」が説明できる

5

わが国における医療保険制度

講義

・「健康保険」の種類と特徴が理解できる

・「国民健康保険」の特徴が理解できる

・「後期高齢者医療制度」が理解できる

・「国民医療費」が理解できる

6

社会福祉①

講義

・「社会福祉」とは何かがわかる

・「児童福祉」が理解できる

・「母子福祉」が理解できる

・「高齢者福祉」が理解できる

7

社会福祉②

講義

・「障害者福祉」が理解できる

・「その他の福祉」が理解できる

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（40点満点）

　 実施方法：国家試験に準じた択一試験とワークシートの提出

定期試験（60点満点）

　 実施方法：国家試験に準じた択一試験



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

摂食嚥下機能訓練
15時間 １単位 講師名 大野　慎也

開講時期 3年 3クォーター　　　　木曜日　　　6，7時限
歯科衛生士学科　　　Ⅱ部

【講師略歴】

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

【授業への心構え・留意点】

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

摂食機能療法や口腔ケアを実施するに当たり、必要な知識である。

【科目目標（一般目標）】

小児や高齢者に対する摂食機能療法や口腔ケアに関わる知識や手技を習得する。

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

授　業　概　要

摂食嚥下障害の病態について理解する

2

間接訓練

講義

歯科衛生士ケアプロセスを理解する

間接訓練・直接訓練の位置づけについて理解する

間接訓練について理解する

1

リハビリテーション医学について

講義

リハビリテーションについて理解する

摂食嚥下にかかわる器官やメカニズムを理解する

3

直接訓練

講義

直接訓練について理解する

誤嚥と窒息の違いについて理解する

4

代償的アプローチ・環境改善的アプローチ

講義

代償的アプローチについて理解する

環境改善的アプローチについて理解する

　

5

発達期のリハビリテーション

講義

食べる機能の発達過程について知る

口腔機能の発達を理解したうえで、小児の摂食・嚥下障害について理解する

6

介護における歯科衛生士の役割

講義

摂食嚥下リハビリテーションに関わる職種について知る

チームアプローチにおける摂食嚥下リハビリテーションの一例を知る

7

口腔ケア

講義

口腔ケアについて知る

障害者・高齢者等に対する口腔ケアを知る

車椅子の部位・使用方法について知る

定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（35点満点）　実施方法：ペーパー試験（授業中に5分間5問形式）

出席点（5点満点）

定期試験（60点満点）　実施方法：ペーパー試験



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】

・グループで話し合い進めていくことができる

【授業単元】 

【授業形態】 実習

【到達目標】

【キャリア教育】 実行力：目標に向かって実行する力

【授業単元】 

【授業形態】 実習

【到達目標】 ・石膏模型を用いて擬似義歯を作製することができる。

【キャリア教育】 創造力：新しい価値を生み出す力

【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

キャリアデザインⅡ
15時間 1単位 講師名 小櫃 綾乃

必修
開講時期 3年

3クォーター　　木曜日 6限：2組
　　　　　　　　　木曜日 7限：1組歯科衛生士学科　　　Ⅱ部

【講師略歴】

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

【授業への心構え・留意点】

・3年生の歯科衛生士学科において、2年次は臨床実習に登院する大切な学年のため、将来像を明確にすることで、今現在自らができることを着実に行ていくことは
　医療従事者として患者と関わる上でも必要なスキルとなるため、積極的に授業に参加すること。

　･卒業後、各自が担当する患者対応に戸惑うことなく対応できるようになる。
　・授業を通じて、女性として、そして臨床実習に向けての「身構え・気構え・心構え」を身につける

【科目目標（一般目標）】

・1年次で学んできた基礎力を基に、卒業後社会に貢献することができる歯科衛生士として育成する。
・歯科衛生士として必要とされるあらゆるスキル（知識・技術・心構え等）、特にチーム医療を構成する一員として円滑な業務ができる高い意識とスキルを習得する。
・グループワークを通じて、考え方の視野を広げる。

【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」
・ロイロノートにて資料配布

授　業　概　要

・歯科衛生士を目指す自覚の再認識をすることができる。

【キャリア教育】 主体性：自分から進んで取り組む力

2

学習方法について学ぶ

講義・グループワーク       ※現場が見える「歯科医院での勉強方法について（日々の勉強方法について歯科衛生士から学ぶ）

・色々な学習方法があることを理解することができる。

・今後の学習方法について自身の考えを発表することができる。

・グループで話し合いながらグループワークを進めていくことができる。

【キャリア教育】 創造力：新しい価値を生み出す力

1

キャリアデザインの概要

講義

・仲間の大切さを改めて再認識することができる

・今現在の自分自身を知ることができる。

3

①日常行動スコア　②子ども ・ 学生の悩み事ランキング

講義・グループワーク

・臨床実習で子ども・学生とコニュニケーションを通じて悩み事のアドバイスをすることができる。

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

・各自プレゼンテーションをすることができる。

【キャリア教育】 創造力：新しい価値を生み出す力

・伝え方の工夫を習得することができる。

【キャリア教育】 発信力：自分の話を上手に伝える力

6

擬似義歯体験② （ 口腔内に擬似義歯を装着し、食事や飲料摂取を体験することで、義歯装着患者の気持ちを学ぶ ）

・擬似義歯を口腔内に装着し、飲食物を摂取した時に得る感覚を得ることができる。

4

自分も相手も大切にするコミュニケーション法

講義・グループワーク

・話す内容を整理することができる。

・話す相手に応じて適切な言葉を選ぶことができる。

5

擬似義歯体験① （ 口腔内に擬似義歯を装着し、食事や飲料摂取を体験することで、義歯装着患者の気持ちを学ぶ ）

・アルジネート印象材を用いて上顎印象採得をすることができる。

・限られた時間内でアルジネート印象材に普通石膏を注入し模型を完成させることができる。

7

擬似義歯体験③ （ 義歯安定剤を使用し、口腔内に擬似義歯を装着し、食事や飲料摂取を体験することで、義歯装着患者の気持ちを学ぶ ）　
                          ※ｸﾞﾗｸｿｽﾐｽｸﾗｲﾝ （業界コラボ）

実習

・義歯安定剤の特徴を学ぶことができる。

・義歯安定剤を「使用する」場合と「使用しない」場合の違いを理解することができる。

・商品紹介や義歯の取り扱いを習得することができる。

【キャリア教育】 創造力：新しい価値を生み出す力

定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（40点満点）

　・ 実施方法： 記述

定期試験（60点満点）

　・ 実施方法： 記述



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

地域保健活動
15時間 1単位 講師名 軽部 裕代

必修
開講時期 ３年 ３クォーター　　木曜日　６,７ 時限

歯科衛生士学科　　　Ⅱ部

【講師略歴】

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

【授業への心構え・留意点】

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

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

【科目目標（一般目標）】

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

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

授　業　概　要

2

地域歯科保健活動の進め方 ①

講義

・「市町村保健センター」の役割について理解する。

・「地域歯科保健活動」とその進め方について理解する。

1

「地域保健」とは何か？

講義

・「地域保健」とは何か、説明することが出来る。

・「保健所」の役割について理解する。

3

地域歯科保健活動の進め方 ②

講義

・「国家統計」について理解する。

4

母子歯科保健

講義

・「母子健康手帳」について理解する。

・「母子保健法」に基づき実施されている歯科保健活動について理解する。

5

成人歯科保健・高齢者歯科保健

講義

・「成人」に対して実施されている歯科保健活動について理解する。

・「高齢者」に対して実施されている歯科保健活動について理解する。

6

障害者歯科保健・災害歯科保健

講義

・「障害者」に対して実施されている歯科保健活動について理解する。

・「災害時」に実施されている歯科保健活動ついて理解する。

　 実施方法：国家試験に準じた択一試験

7

地域歯科保健活動の実践演習

講義

・各年代毎の「歯科保健活動」の実践のポイントについて学ぶ。				

定期試験

【評価について】　※評価基準については「学生便覧」を参照すること

小テスト（40点満点）

　 実施方法：国家試験に準じた択一試験とワークシートの提出

定期試験（60点満点）



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】

【授業単元】 

【授業形態】

【到達目標】

79.8
0

国家試験に向けて、必要な知識を学び、応用力を身につけるための内容です。

科目名

歯科衛生士総合講座
150時間 10単位 講師名 小櫃 綾乃

必修
開講時期 3年 4クォーター　

歯科衛生士学科　　　Ⅱ部

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

【授業への心構え・留意点】　

国家試験に合格するために、以下の点を守ってください。また、注意喚起したにもかかわらず以下のことが守られていないと判断した場合は、退室を命じることもあります。
①復習を必ず行う　②授業に積極的に参加する（寝ない）　③他の学生に不利益を与えない（私語厳禁）

【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）】

卒業判定試験に合格し、歯科衛生士国家試験に向けて、知識を蓄積させる

【使用教科書・教材・参考書】　
日本医歯薬研修協会「Complete+DH」　
各単元教科の教科書

授　業　概　要

1
～
10

人体の構造と機能

講義

解剖学について応用力をつける

生理学について応用力をつける

11
～
20

歯・口腔の構造と機能

講義

口腔解剖学について応用力をつける

口腔生理学について応用力をつける

21
～
30

疾病の成り立ち及び回復過程の促進

講義

病理学・口腔病理学について応用力をつける

微生物学・口腔微生物学について応用力をつける

薬理学・歯科薬理学について応用力をつける

31
～
40

歯・口腔の健康と予防にかかわる人間と社会の仕組み

講義

口腔衛生学について応用力をつける

公衆衛生学・衛生行政・社会福祉について応用力をつける

　

41
～
50

臨床歯科医学

講義

臨床検査・保存修復学・歯内療法学・歯周治療学・歯科補綴学・口腔外科学・小児歯科学・歯科矯正学・高齢者歯科学・障害者歯科学について応用力をつける

51
～
60

歯科予防処置論

講義

歯科予防処置論について応用力をつける

61
～
70

歯科保健指導論

講義

歯科保健指導論について応用力をつける

卒業判定試験

【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

卒業判定試験

卒業判定規定に準ずる

71
～
78

歯科診療補助論

講義

歯科診療補助論について応用力をつける


