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授業を行う学年

生物学 生物学 必修
化学 化学 必修
健康社会学 健康社会学 必修

英語Ⅰ 必修
英語Ⅱ 必修

心理学 心理学 必修
福祉概論 福祉概論 必修
情報処理演習 情報処理演習 必修
接遇・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論 接遇・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論 必修
解剖学 解剖学 必修
生理学 生理学 必修
生化学 生化学(口腔生化学を含む） 必修

口腔解剖学Ⅰ 必修
口腔解剖学Ⅱ 必修

口腔生理学 口腔生理学 必修
薬理学 薬理学 必修
病理学 病理学 必修
微生物学 微生物学 必修

口腔衛生学Ⅰ 必修
口腔衛生学Ⅱ 必修

衛生学・公衆衛生学 衛生学・公衆衛生学 必修
歯科衛生統計学 歯科衛生統計学 必修
衛生行政・社会福祉 衛生行政・社会福祉 必修
社会保険 社会保険 必修
地域保健活動論 地域保健活動論 必修
看護概論 看護概論 必修

歯科衛生士概論 歯科衛生士概論 歯科衛生士概論 必修
歯科臨床概論 歯科臨床概論 必修
歯科保存学 歯科保存学 必修
歯内療法学 歯内療法学 必修
歯周療法学 歯周療法学 必修
歯科補綴学 歯科補綴学 必修
口腔外科学 口腔外科学 必修
小児歯科学 小児歯科学 必修
歯科矯正学 歯科矯正学 必修
歯科放射線学 歯科放射線学 必修
高齢者歯科学 高齢者歯科学 必修
障害者歯科学 障害者歯科学 必修

歯科予防処置論Ⅰ 必修
歯科予防処置論Ⅱ 必修
歯科予防処置論Ⅲ 必修
歯科保健指導論Ⅰ 必修
歯科保健指導論Ⅱ 必修
歯科保健指導論Ⅲ 必修

栄養指導 栄養指導 必修
歯科診療補助論Ⅰ 必修
歯科診療補助論Ⅱ 必修
歯科診療補助論Ⅲ 必修

歯科材料学 歯科材料学 必修
臨床検査法 臨床検査法 必修
臨床基礎実習 臨床基礎実習 必修

臨地・臨床実習Ⅰ 必修
臨地・臨床実習Ⅱ 必修

歯科診療事務演習 歯科診療事務演習 必修
介護技術学 介護技術学 自由（※）
総合演習 総合演習 必修
卒業研究 卒業研究 必修
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2023年度朝日大学歯科衛生士専門学校　実務家教員担当科目一覧

分
野 授業科目

配当
年次

単位数 時間数 必修・自由 実務経験

生物学 生物学 1年前期 1 15 必修 歯科医師，薬剤師

化学 化学 1年前期 1 15 必修 大学教員

健康社会学 健康社会学 1年前期 1 15 必修 歯科衛生士

英語Ⅰ 1年前期 1 30 必修 大学教員

英語Ⅱ 1年後期 1 30 必修 大学教員

心理学 心理学 1年前期 2 30 必修 臨床心理士，学校心理士

福祉概論 福祉概論 1年前期 1 15 必修 介護福祉士，社会福祉士，看護師

情報処理演習 情報処理演習 1年後期 1 30 必修 大学教員

接遇・コミュニケ－ション論 接遇・コミュニケ－ション論 1年前期 1 15 必修
企業内研修講師派遣会社において接遇・
マナー講師を担当

10 195

解剖学 解剖学 １年前期 2 30 必修 歯科医師，理学療法士

生理学 生理学 １年前期 2 30 必修 歯科医師

生化学 生化学 １年後期 2 30 必修 歯科医師

口腔解剖学Ⅰ １年前期 2 30 必修 歯科医師

口腔解剖学Ⅱ １年後期 2 30 必修 歯科医師

口腔生理学 口腔生理学 １年後期 2 30 必修 歯科医師

薬理学 薬理学 １年後期 2 30 必修 歯科医師，薬剤師

病理学 病理学 １年後期 2 30 必修 歯科医師

微生物学 微生物学 １年後期 2 30 必修 歯科医師

口腔衛生学Ⅰ １年後期 2 30 必修 歯科医師

口腔衛生学Ⅱ ２年前期 2 30 必修 歯科医師

衛生学・公衆衛生学 衛生学・公衆衛生学 ２年前期 2 30 必修 薬剤師

歯科衛生統計学 歯科衛生統計学 ２年前期 1 15 必修 歯科医師

衛生行政・社会福祉 衛生行政・社会福祉 ３年後期 1 15 必修 薬剤師

社会保険 社会保険 ３年後期 1 15 必修 歯科医師

地域保健活動論 地域保健活動論 ２年前期 1 15 必修 歯科衛生士

看護概論 看護概論 ２年前期 1 15 必修 看護師

29 435

歯科衛生士概論 歯科衛生士概論 歯科衛生士概論 １年前期 2 30 必修２単位 歯科衛生士

歯科臨床概論 歯科臨床概論 １年後期 1 15 必修 歯科医師

歯科保存学 歯科保存学 ２年前期 1 15 必修 歯科医師

歯内療法学 歯内療法学 ２年前期 1 15 必修 歯科医師

歯周療法学 歯周療法学 ２年前期 1 15 必修 歯科医師

歯科補綴学 歯科補綴学 ２年前期 2 30 必修 歯科医師

口腔外科学 口腔外科学 ２年前期 2 30 必修 歯科医師

小児歯科学 小児歯科学 ２年前期 2 30 必修 歯科医師

歯科矯正学 歯科矯正学 ２年前期 2 30 必修 歯科医師

歯科放射線学 歯科放射線学 ２年前期 1 15 必修 歯科医師

高齢者歯科学 高齢者歯科学 ２年後期 1 15 必修 歯科医師

障害者歯科学 障害者歯科学 ２年後期 1 15 必修 歯科医師

歯科予防処置論Ⅰ １年通年 4 120 必修 歯科衛生士

歯科予防処置論Ⅱ ２年通年 2 60 必修 歯科衛生士

歯科予防処置論Ⅲ ３年通年 2 60 必修 歯科衛生士

人間と社会生活の理解

基
礎
分
野

専
門
基
礎
分
野

歯科予防処置論

専
門
分
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歯・口腔の健康と予防に
関わる人間と社会の仕
組み

歯科予防処置論

区　分

口腔解剖学
歯と口腔の機能

疾病の成り立ちと回復の
促進

英語

科学的思考の基盤

計

計

臨床歯科医学

人体の構造と機能

口腔衛生学
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2023年度朝日大学歯科衛生士専門学校　実務家教員担当科目一覧

分
野 授業科目

配当
年次

単位数 時間数 必修・自由 実務経験区　分

歯科保健指導論Ⅰ １年通年 3 90 必修 歯科衛生士

歯科保健指導論Ⅱ ２年前期 1 30 必修 歯科衛生士

歯科保健指導論Ⅲ ３年通年 2 60 必修 歯科衛生士

栄養指導 栄養指導 ２年前期 2 30 必修 歯科医師

歯科診療補助論Ⅰ １年通年 2 60 必修 歯科衛生士

歯科診療補助論Ⅱ ２年通年 3 90 必修 歯科衛生士

歯科診療補助論Ⅲ ３年通年 2 60 必修 歯科衛生士

歯科材料学 歯科材料学 １年後期 2 30 必修 歯科医師

臨床検査法 臨床検査法 ２年前期 1 15 必修 歯科医師

臨床基礎実習 臨床基礎実習 ２年前期 1 45 必修 歯科衛生士

臨地・臨床実習Ⅰ ２年通年 11 495 必修 歯科医師・歯科衛生士

臨地・臨床実習Ⅱ ３年前期 10 450 必修 歯科医師・歯科衛生士

65 1950

歯科診療事務演習 歯科診療事務演習 ３年前期 1 30 必修
医療関係事業会社において歯科診療事務
の講師を担当

介護技術学 介護技術学 １年前期 4 120 自由
介護関係事業会社において介護技術の講
師を担当

総
合

演
習 総合演習 総合演習 総合演習 ３年後期 5 150 必修

歯科医師・薬剤師・理学療法士・
歯科衛生士

卒
業

研
究 卒業研究 卒業研究 卒業研究 ３年後期 1 30 必修 歯科医師・歯科衛生士

11 330

115 2910

歯科診療補助論

臨地・臨床実習

専
門
分
野

歯科保健指導論

歯科診療補助論

歯科保健指導論

関
連
分
野

関連分野

臨地・臨床実習

計

合計

計
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建学の精神 
 

本学の建学の精神は、国際未来社会を切り開く社会性と創造性、 
そして、人類普遍の人間的知性に富む人間を育成することにある。 

 
〇社会性について 
人類共存の理念は、今や地球の資源・環境問題をはじめ高齢化社会に伴う労働問題、先進

国の国際経済問題、発展途上国の社会経済問題など、解決すべき諸問題に直面している。こ

れらの課題と取り組み、人類の繁栄と幸福を推進するため、国際性と社会性に富む人間、和

を重んずる心豊かな人間を育成する。 
 
〇創造性について 
人類は、科学・技術のめざましい発展により、物質的豊かさを獲得したが、この科学・技

術の発展はまた、豊かな人間性の涵養に資するものでなくてはならない。 
先端的科学の進歩と豊かな人間性との調和を図るため人類は創造的英知を発揮する必要

がある。 
本学は、このため自然科学と人文・社会科学、その他芸術との学際的協力により、専門的

かつ総合的な教育・研究活動を推進する。 
 
〇人間的知性について 
高度な産業化・情報化の社会を迎えて、人間の生活様式も価値観も激変している。この際、

科学・技術の健全な発達を図る反面、技術の独走が警戒される。従って人類普遍の理念とし

ての人間性の発揚を志し、自己を確立し、人権と自由を尊重する調和ある国際未来社会を建

設する必要のため、新しい人間的知性の涵養を企図するものである。 
 

朝日大学歯科衛生士専門学校の教育理念・目的 
 

建学の精神にのっとり、歯科医療分野に関する専門知識及び高度な技術並びに社会人とし

ての豊かな学識と技能を修得し、高い倫理観と豊かな人間性・国際性を兼ね備え、地域社会

における口腔の健康の増進・維持に貢献する人材を育成する。 
 

朝日大学歯科衛生士専門学校の教育目標 
 

①全身の健康を支える口腔の健康の維持・増進に関わるための専門的知識・技術を修得した

歯科衛生士を育成する。 
②自ら考え、学び、問題解決する能力を養う。 
③人を思う心を持ち、円滑な人間関係を構築できる人間性豊かな医療人を育成する。 
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朝日大学歯科衛生士専門学校ディプロマ・ポリシー（卒業認定・専門誌授与に関する方針） 
 

朝日大学歯科衛生士専門学校の教育理念・目的及び教育目標に基づき、3 年以上在籍し、

卒業時に次の到達目標を達成し、所定の単位を修得した者に対して、専門士（医療専門課程

歯科衛生士学科）の称号を授与する。 
①歯科衛生士としての専門知識及び高度な技術を修得している。 
②歯科衛生士として必要なプロフェッショナリズム、人間性、国際性を身につけている。 
③他職種とのコミュニケーションのもと、地域の保健・医療・福祉に貢献できる能力を身に

つけている。 
④歯科医療における諸問題を科学的に検証し、解決できる能力を有している。 
 

朝日大学歯科衛生士専門学校カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成方法） 
 

朝日大学歯科衛生士専門学校のディプロマ・ポリシーを達成するため、次のとおり教育課

程の編成方針を定め、必要な授業科目を開設する。 
①幅広い知識と豊かな教養、歯科衛生士として必要な倫理観や人間性、国際性を身につける

ためのコミュニケーション能力、語学能力、および専門職に対するモチベーションの向上

を図る。 
②歯科医学の基本となる人体や口腔の構造・機能・病態について理解するために必要な知識

の修得を図る。 
③歯科医学の専門知識及び高度な医療技術を修得するために、実践的な歯科医療と全身医学

に関連する臨床歯科医学について学修し、歯科衛生士として必要な専門的な力を養成する。 
④朝日大学の附属医療機関における臨床実習を主とし、地域の幼稚園・小学校・高齢者施設

において社会のニーズに対応した実践的な実習教育を行い、歯科衛生士に必要な知識・技

術・態度を修得するための実技教育を行う。 
⑤積極的な自主的学習態度と倫理的思考能力を養うことを目的とし、探求型学習（アクティ

ブラーニング）を中心とした問題発見・解決に取り組む学習方法を活用した授業を展開す

る。 
⑥国際社会で活躍できる人材育成のための国際交流事業を推進する。 
 

朝日大学歯科衛生士専門学校アドミッション・ポリシー（入学者の受入方針） 
 

朝日大学歯科衛生士専門学校の教育理念・目標に基づく教育目標を達成するために、基礎

学力、論理的思考力やコミュニケーション能力などに関する試験を実施し、評価・選抜のう

え、以下の資質を持つ人を受け入れる。 
①歯科衛生士を目指す明確な意思と強い意欲をもち、目的意識を有していること。 
②歯科衛生士の教育に必要となる基礎学力とコミュニケーション能力を有していること。 
③知的好奇心を持ち自らが課題に取り組み、「自主創造」の姿勢を有していること。 
④協調性と他人に対する思いやりを持ち、人としての成長を目指す意欲を有していること。 
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時　期 1　学　年 2　学　年 3　学　年

入学式・教育後援会 健康診断 健康診断
オリエンテーション 臨地・臨床実習Ⅱ開始（8月まで）
健康診断 メディカルクラーク授業開始

定期試験
臨地実習（幼稚園・小学校）

夏期休暇 OSCE 定期試験
追再試験 追再試験
夏期休暇 夏期休暇

就職活動開始

追再試験 夏期休暇 臨床実習Ⅱ終了

夏期休暇 臨床実習オリエンテーション 夏期休暇
就職説明会

継灯式 継灯式 継灯式
教育後援会 教育後援会 教育後援会
朝日祭 朝日祭 朝日祭

臨地・臨床実習Ⅰ開始（3月まで） 卒業生と語る会

定期試験 学外研修
定期試験
卒業研究発表

冬期休暇 冬期休暇 冬期休暇
定期試験 定期試験

総合演習試験
国家試験願書提出

定期試験 臨床実習Ⅰ終了 総合演習追再試験
追再試験 定期試験 卒業判定

追再試験

進級判定 進級判定 歯科衛生士国家試験
卒業式 卒業式 卒業式・謝恩会
春期休暇 春期休暇

3月

1月

12月

8月

9月

11月

10月

2月

メディカルクラーク試験

　2023年度 歯科衛生士専門学校　学年暦

4月

5月

6月

介護初任者研修開始（9月まで）

定期試験 学童歯磨き大会（ライオン主催）臨地実習（幼稚園・小学校）

7月 定期試験
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回数 担当者 学習目標（GIO）

1 水野

1. 歯周病学の概要を理解する。
2. 歯周組織の構造を理解する。

2～3 水野

歯周疾患の病因論を理解する。

4 水野

歯周基本治療の理論を理解する。

5 水野

口腔衛生指導における基本的知識
を理解する。

6～7 水野

1. う蝕の病因論を理解する。
2. 各リスクの概要・理論面を理解
する。

8 水野

う蝕予防のために必要な理論面を
理解する。

9 水野

メインテナンスの重要性・必要性・
治療間隔について理解する。

10 岩井

口内炎・不正咬合・形成不全・口腔
乾燥症・口腔癌の分類、実態、要
因および予防を理解する。

11 岩井

ライフステージごとの口腔保健管
理を理解する。

12 岩井

1. 母子歯科保健を理解する。
2. 1歳6か月児・3歳児歯科健康診
査を理解する。

講義

『保健生態学　第3版』（医歯薬出版）、配布資料

行動目標（SBOｓ）

練習問題、解説等によりフィードバックする。

歯周基本治療の必要性や理論を説明でき、治療計画が立案
できる。

1. 歯周病学の概要を説明できる。
2. 歯周組織の構造を説明できる。

1. 歯周病病因論に関する歴史について説明できる。
2. 歯周疾患の病因論を説明できる。

口内炎・不正咬合・形成不全・口腔乾燥症・口腔癌の分類、実
態、要因および予防を説明できる。

1. 母子健康手帳に記載された口腔に関係した質問項目を列
挙できる。
2. 妊産婦への歯科保健指導の要点を説明できる。
3. 1歳6か月児・3歳児歯科健康診査の結果からう蝕罹患型を
正確に分類できる。
4. う蝕罹患型に応じた歯科保健指導の要点を列挙できる。
5. 妊産婦期と乳幼児期の口腔保健管理を説明できる。

教育手法

その他の疾患・異常の予防

ライフステージごとの口腔保健管理を説明できる。

2023年度 教授要綱

【口腔衛生学Ⅱ】

歯科疾患を予防し、口腔の健康を保持・増進するための基礎的知識を習得する。口腔衛生学Ⅱでは、歯科疾患や異常（歯周疾患・う蝕・
不正咬合・口臭など）の発生要因を理解し、その予防法について学ぶ。

①歯周疾患の発症機序や予防方法が説明できる。
②う蝕の発生要因や予防方法が説明できる。
③口内炎・口腔癌・不正咬合・顎関節症・口臭症・口腔乾燥症などの予防を説明できる。
④ライフステージごとの口腔保健管理が説明できる。
⑤歯科疾患の疫学が説明できる。
⑥母子保健・学校保健・成人保健の概要と要点について説明できる。

ナンバリング

担当教員
◎：実務家教員

一般目標
（授業概要）

到達目標・
行動目標

ライフステージごとの口腔保健管理

母子（歯科）保健

メインテナンスの必要性・重要性を説明でき、患者に合わせた
治療間隔を根拠をもって説明できる。

歯周疾患の予防 1. ブラッシング指導について説明できる。
2. 衛生実地指導において必要な知識を説明できる。

う蝕の予防 1. う蝕病因論に関する歴史について説明できる。
2. う蝕の病因論を説明できる。
3. 各リスクに応じた内容とその対応について説明できる。

う蝕の予防

メインテナンス

筆記試験、講義への出席状況、講義の受講態度

『公衆衛生がみえる　2022-2023　第4版』（MEDIC MEDIA）

◎水野裕文，◎岩井浩明

担任よりメールにて随時受け付けます。

1. う蝕におけるブラッシングの有効性について説明できる。
2. フッ化物応用について説明できる。

学習内容

歯周疾患の予防

歯周疾患の予防

歯周疾患の予防

教科書

参考書

オフィスアワー

評価方法

フィードバック
方法
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回数 担当者 学習目標（GIO） 行動目標（SBOｓ）学習内容

13 岩井

学校歯科健康診断を理解する。

14 岩井

1. 生活習慣病のリスクファクターを
理解する。
2. 成人期の口腔保健管理を理解
する。
3. 成人保健対策を理解する。

15 岩井

1. 歯周疾患の疫学的特性を理解
する。
2. その他の歯科疾患（不正咬合、
顎関節症、口腔癌、口腔粘膜疾
患）の疫学的特性を理解する。

1. 学校における健康診断を概説できる。
2. 学校歯科健康診断の検査項目を列挙し、事後措置内容を
説明できる。
3. 学校歯科健康診断の記号を列挙し、基準を説明できる。
4. 学校歯科健康診断後のCOとGOの事後措置を説明できる。

1. 生活習慣病のリスクファクターを列挙できる。
2. 成人期の口腔保健管理を説明できる。
3. 成人保健対策を説明できる。

1. 歯周疾患の疫学的特性を概説できる。
2. その他の歯科疾患（不正咬合、顎関節症、口腔癌、口腔粘
膜疾患）の疫学的特性を概説できる。

1. 歯周疾患の疫学
2. その他の歯科疾患（不正咬合、顎関節
症、口腔癌、口腔粘膜疾患）の疫学

学校（歯科）保健

成人（歯科）保健
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◎廣瀬晃子

回数 担当者 学習目標（GIO）

1 廣瀬

１） 健康の概念と健康保持増進対
策を理解する。
２） 疾病予防の概念を理解する。
３） 国際協力の仕組みを理解す
る。

2 廣瀬

１） 人口問題を理解する。

3～5 廣瀬

１） 生活環境と健康との関わりを理
解する。

6 廣瀬

１） 疫学の概念を理解する。
２） 疫学の研究方法を理解する。

7,8 廣瀬

１） 感染症の種類と動向、予防対
策を理解する。
２） 院内感染に対する対策を理解
する。

9,10 廣瀬

１） 食生活と健康との関わりを理解
する。

11 廣瀬

１） 地域保健活動の進め方を理解
する。

感染症
　１）感染と発病の条件
　２）感染症の予防
　３）院内感染とその防止

1. 感染症の自然史と動向を説明できる。
2. 感染症発症・流行の３大要因を説明できる。
3. 感染症の予防対策を説明できる。
4. スタンダードプレコーションを説明できる。

食品と健康
　１）国民栄養の現状
　２）食育
　３）食品衛生

1. 食生活の現状と問題点を説明できる。
2. 食事摂取基準の概要を説明できる。
3. 食育の重要性を説明できる。
4. 食中毒の分類と予防法を説明できる。
5. 保健機能食品制度を説明できる。

地域保健
　１）地域保健の概念
　２）地域保健の組織
　３）地域保健活動の進め方

1. 地域保健の特徴と対象を説明できる。
2. 国・都道府県・市町村の役割を説明できる。
3. 保健所の業務を説明できる。
4. 市町村保健センターの業務を説明できる。

人口
　１）人口静態統計
　２）人口動態統計
　３）生命表

1. 日本と世界の人口の推移を説明できる。
2. 人口静態統計の指標を説明できる。
3. 人口動態統計の指標を説明できる。
4. 平均余命と平均寿命、健康寿命を説明できる。

環境と健康
　１）環境と健康の概念
　２）生活環境
　３）廃棄物処理
　４）環境保全

1. 空気の性状が健康に及ぼす影響について説明できる。
2. 温熱環境が健康に及ぼす影響について説明できる。
3. 水が健康に及ぼす影響について説明できる。
4. 廃棄物の分類と処理について説明できる。
5. 公害について説明できる。
6. 地球環境問題について説明できる。

疫学
　１）疫学の定義
　２）疾病・異常（健康障害）の発生要因
　３）疫学の方法論

1. 疾病・異常（健康障害）発生の３要因を説明できる。
2. 疫学研究方法の分類と特徴を説明できる。
3. スクリーニング検査を説明できる。

フィードバック
方法

口頭にならびにレポートよるフィードバック

学習内容 行動目標（SBOｓ）

衛生・公衆衛生の定義
　１）健康の概念
　２）健康増進対策
　３）予防医学の概念
　４）国際保健

1. 健康の定義を述べる。
2. プライマリーヘルスケアの概念を説明できる。
3. ヘルスプロモーションを説明できる。
4. 疾病の自然史と予防手段の適用段階を説明できる。
5. 国際社会における医療・保健の協力体制を説明できる。

参考書
公衆衛生が見える（MEDIC MEDIA)

オフィスアワー
月～水曜日（16：30～18：00）

評価方法
定期試験（95点）、講義出席態度（5点）

到達目標・
行動目標

① 日本・世界の人口問題について説明できる。
② 健康の保持増進と、人を取り巻く環境について説明できる。
③ 疾病発生の要因に応じた予防対策について説明できる。
④ 日本人の栄養状態・食生活の問題点を列挙し、さらに食べ物を介した疾病の予防について説明できる。
⑤ 地域住民の健康の保持増進を目的とした保健活動をライフステージ別に説明できる。

教育手法
講　義

教科書
デンタルスタッフの衛生学・公衆衛生学　（医歯薬出版）

一般目標
（授業概要）

健康と、生活を取り巻く自然・社会環境、ならびに生活習慣との関係を学び、そこから疾病の原因究明・予防、さらには健康増進について
考え実行する知識や態度を習得する。公衆衛生学的な考え方を活用し、地域社会において様々な集団（立場の人）に対するきめ細やか
な保健活動が実施できる知識を身につける。

2023年度 教授要綱

【衛生学・公衆衛生学】

ナンバリング

担当教員
◎：実務家教員
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回数 担当者 学習目標（GIO）学習内容 行動目標（SBOｓ）

12 廣瀬

１） 母子保健の意義と対象を理解
する。
２） 母子保健活動を理解する

13 廣瀬

１） 学校保健活動を理解する。

14 廣瀬

１） 成人保健の意義と対象を理解
する。
２） 生活習慣病の概念を理解す
る。
３） 高齢者保健の意義と対象を理
解する。

15 廣瀬

１） 産業保健の概念と活動を理解
する。

産業保健
　１）産業保健の意義
　２）職業性疾病
　３）産業保健管理
　４）産業保健活動

1. 職業性疾病を説明できる。
2. 産業保健管理体制を説明できる。
3. 産業保健の３管理を説明できる。

母子保健
　１）母子保健の意義
　２）母子保健の指標
　３）母子保健管理
　４）母子保健対策

1. 母子保健の指標とその推移を説明できる。
2. 母性保健管理を説明できる。
3. 小児保健管理を説明できる。
4. 母子保健対策を説明できる。

学校保健
　１）学校保健の意義
　２）学校保健の組織
　３）保健組織活動

1. 学校保健統計の現状を説明できる。
2. 学校保健の領域と内容を説明できる。
3. 学校保健運営組織と構成員の役割を説明できる。
4. 学校保健の組織活動を説明できる。

成人・高齢者保健
　１）成人・高齢者保健の意義
　２）生活習慣病対策
　３）成人保健対策
　４）高齢者保健対策

1. 健康増進法に基づく活動を説明できる。
2. 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく活動を説明でき
る。
3. 健康日本21（第二次）の概要を説明できる。
4. 介護保険事業の概要を説明できる。
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◎中島民恵，◎岩井浩明

月曜日～金曜日（16：30～17：30）

定期試験

回数 担当者 学習目標（GIO）

1 中島

指標と指数を理解する。
う蝕に関する指数を理解する。

2 中島

歯周疾患に関する指数を理解す
る。

3 中島

口腔清掃状態に関する指数を理解
する。
不正咬合と歯列不正に関する指数
を理解する。
歯のフッ素症に関する指数を理解
する。

4 中島

臨床、公衆歯科衛生でよく用いら
れる指数の応用方法を理解する。

5 岩井

疫学の概要を理解する。
記述疫学と分析疫学を理解する。

6 岩井

介入疫学を理解する。
検定の手法を理解する。
 EBMの概念を理解する。

7 岩井

尺度の種類を理解する。
代表値の意味を理解する。
散布度の意味を理解する。
度数とヒストグラムを理解する。

8 岩井

スクリーニング検査の目的と指標
を理解する。
相関分析の目的と得られた結論の
意味を理解する。

データの尺度，代表値と散布度

スクリーニング検査
相関分析

歯科疾患の指数
歯周疾患の指数

歯科疾患の指数
口腔清掃状態の指数

疫学の研究法①

歯科疾患の指数に関する演習

疫学の研究法②

オフィスアワー

評価方法

フィードバック
方法

学習内容

歯科疾患の指数
う蝕の指数

2023年度 教授要綱

【歯科衛生統計学】

疫学および統計学の基礎知識を習得し，歯科疾患に用いられる指標、指数を理解して，集団の評価、個人の評価を客観的に行い、歯科
の健康に寄与する資料の作成、公衆衛生に用いる資料の作成および評価ができるようにする。

・指標と指数を理解できる。
・う蝕の指数を説明できる。
・歯周疾患の指標を説明できる。
・口腔清掃状態の指数を説明できる。
・その他の歯科疾患の指数を説明できる。
・疫学研究法の目的とその分類，そしてその手法が説明できる。
・標本データを代表値や散布度を用いて整理できる。
・スクリーニング検査の目的と指標が説明できる。
・相関分析の目的と得られた結論の意味が説明できる。

ナンバリング

担当教員
◎：実務家教員

一般目標
（授業概要）

到達目標・
行動目標

講義、演習

保健情報統計学（医歯薬出版）

行動目標（SBOｓ）

レポート添削もしくは口頭によるフィードバック

1．OHIおよびOHI-S について説明をする。
2．PℓIについて説明する。
3．PHP について説明する。
4．PCR について説明をする。
5．CFI について説明をする。

1．数量化と指数について述べる。
2．う蝕の特徴と診断基準を説明する。
3．DMF、ｄｍｆについて説明する。
4．RID　indexについて説明する。

1．PMA indexについて説明する。
2．Gingival indexについて説明する。
3．PI について説明する。
4．PDI について説明する。
5．GB count について説明する。
6．GPI について説明する。
7．CPI について説明する。

1．DMFT者率, DMFT rate, DMFT indexの演算を行う。
2．PMA index およびCPIの演算を行う。
3．OHI, OHI-S PCR およびCFI の演算を行う。

1．全数調査と標本調査の違いを説明する。
2．種々の無作為抽出法を説明する。
3．横断研究と縦断研究の違いを説明する。
4．コホート研究と患者対照研究の長所と短所を説明する。

1．観察疫学と介入疫学との違いを説明する。
2．無作為化比較試験の目的と手順を説明する。
3．平均値と比率の差の検定を説明する。
4．エビデンスの意味を説明する。

1．標本データを尺度で分類する。
2．平均値，中央値，最頻値を計算する。
3．標準偏差，分散，変異係数の意味を説明する。
4．標本データから度数分布表，ヒストグラムを作成する。

1．真陽性，偽陽性，真陰性，偽陰性の意味を説明する。
2．敏感度，特異度，陽性反応適中度，陰性反応適中度を計
算する。
3．散布図と相関係数から適切な結論を導ける。

教育手法

教科書

参考書
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◎富山裕美，◎衣斐あさ美

月曜日～金曜日（９：００～１６：２５）

定期試験（100点満点）

回数 担当者 学習目標（GIO）

1 衣斐
地域社会の概要、地域保健を支え
ている組織について理解する。

2 衣斐

・ノーマライゼーションと生活機能
分類を理解する。
・保健活動の進め方を理解し、プラ
ン内容が把握できる。

3 富山

・母子保健事業について理解する。
・乳幼児健康診査、乳幼児保健指
導の概要を知る。

4 富山

・妊娠時に起こる口腔内の変化や
疾患についてと予防方法。
・小児の歯、口腔の特徴および乳
歯う蝕について理解する。

5 衣斐

・学校保健の意義と特徴を理解す
る。
・学校保健の行政組織と関係法
規、学校保健職員と役割を知る。
・学校保健の領域、保健活動を理
解する。

6 衣斐

・学校における健康診断の内容、
実施時期を知る。
・学校歯科健康診断の検査項目、
検査記号、事後措置について理解
する。

7 富山

・成人保健活動の現状を理解す
る。
・成人期の歯科保健の現状と歯科
保健事業を知る。

8 富山

・介護認定と介護保険サービスに
ついて理解する。
・地域包括支援センターについて
理解する。
・介護保険サービス事業を知る。

講義、グループワーク、事例検討、演習

保健生態学（医歯薬出版）

行動目標（SBOｓ）

口頭によるフィードバック

1. 妊娠の経過、様相について述べることが出来る。
2. 乳幼児健康診査の内容および各職種の指導について説明
できる。

1. 地域社会の概要を述べる。
2. 地域保健を支えている組織を具体的に説明できる。

1. 生活機能を内容を分類することができ、説明する。
2. 事例に即して保健活動プランが立てられる。また、その評価
方法を述べる。

1. 妊婦歯科保健指導が実際にできる。
2. 乳幼児の歯科疾患について説明することができ、具体的に
予防指導ができる。

1. 学校保健の意義について述べる。
2. 学校保健職員とその役割を説明することが出来る。
3. 学校保健の３領域、保健管理が把握できる。

1. 学校における健康診断を列挙し、各々の実施時期を述べ
る。
2. 学校歯科健康診断の検査記録が出来る。
3. 歯科健康診断の事後指導が出来る。

1. 生活習慣病について述べる。
2. 特定健康診査と特定保健指導について説明できる。
3. 成人歯科保健指導ができる。
4. 高齢者保健のための関連制度を述べる。

1. 介護認定制度を述べる。
2. 地域包括支援センターのしくみ、事業内容は説明できる。
3. 介護保険サービス事業の内容を居宅サービスと施設サービ
スに分けることができる。
4. 医療、福祉、介護地域連携が説明できる。

2023年度 教授要綱

【地域保健活動論】

各ライフステージにおける健康に関する知識、および国をはじめとする行政の制度や保健対策、健康に関わる地域の役割を理解する。

・生活と健康、地域社会と保健対策の基本的な考え方を学び、時代変遷に伴う地域保健活動の変化から、今日の現状を認識できる。
・地域保健を担う組織の仕組み、特徴を理解できる。
・地域保健の新たな概念であるヘルスプロモーションやノーマライゼーションなどの考え方を理解できる。
・地域保健の基本的な進め方を理解できる。
・８０２０運動や健康日本２１など地域歯科保健に関係する健康づくり対策や保健福祉関係施策の現状について理解できる。

ナンバリング

担当教員
◎：実務家教員

一般目標
（授業概要）

到達目標・
行動目標

教育手法

教科書

参考書

オフィスアワー

評価方法

フィードバック
方法

学習内容

１）地域社会と地域保健の概念
２）地域保健の組織

１）地域保健の新たな概念
２）保健活動の進め方評価方法

１）母子保健の目的および概要
２）母性保健
３）小児保健

１）母子歯科保健の目的と意義
２）妊娠期の歯・口腔について
３）小児の歯・口腔について

１）学校保健の対象および学校保健関係職
員とその役割
２）学校保健教育と保健管理について

１）学校における健康診断の種類
２）学校歯科健康診断の検査項目、歯科に
関する事後措置について

１）成人保健について
２）成人期の口腔保健管理
３）高齢者保健について

１）介護保険および介護保険サービスにつ
いて
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◎水越秋峰，◎清水八恵子

開講時

回数 担当者 学習目標（GIO）

1 水越

1．看護とは何か知る。
2．看護の役割と機能を考える。

2 水越

1．看護教育の発展の背景を理解
する。
2．対象の自然治癒力を高める看
護と、看護独自の機能について理
解する。
3．看護とは何かを理解する。

3 水越

1．看護学を構成する主要概念か
ら、看護の対象を捉える。
2．健康とは何かを考える。

4 清水

看護としてのコミュニケーションの
意味を理解し、成立させるためのコ
ミュニケーション技術を経験する。

5 清水

対象の安全・安楽・自立・対象の尊
厳を考えた看護と看護技術につい
て理解する。

6 清水

対象の安全・安楽・自立・対象の尊
厳を考えた看護と看護技術につい
て理解する。

7 水越

看護倫理の基本原則について知
り、看護の倫理問題について考え
る。

8 水越

1．看護の倫理問題の事例の理解
を深める。
2．チーム医療・他職種連携におけ
る看護の役割について知る。
3．チーム医療のメンバーとして、自
身の役割を考えることができる。
4．看護職の資格免許と養成制度
を知り、継続教育の特徴を知る。

看護における基本的看護技術②
　1)感染予防
　2)医療安全対策

看護と倫理①
　1)看護倫理の基本原則
　2)看護の倫理問題
　3)看護の倫理問題（事例）

看護と倫理②
　1)看護の倫理問題（事例のまとめ）
保健・医療・福祉活動における看護
　1)チーム医療
　2)他職種連携における看護の役割
職業としての看護
　1)職業としての看護の新たな展開と状況
　2)継続教育とキャリア開発

フィードバック
方法

学習内容

看護とは何か①
　1)看護の定義①
　2)看護の歴史①

看護とは何か②
　1)近代看護の歴史②と教育看護の目標
看護の目標
　1)自然治癒力の喚起
　2)人間の基本的欲求の充足
　3)看護の捉え方

看護の対象と健康
　1)看護の対象
　2)健康とは

オフィスアワー

評価方法 筆記試験（80％）、講義時の課題と受講態度(20％)で評価し、60％以上を合格とする。

コミュニケーション
　1)コミュニケーションとは
　2)看護におけるコミュニケーション

看護における基本的看護技術①
　1)患者の安全と安楽
　2)バイタルサイン

2023年度 教授要綱

【看護概論】

看護の定義や看護の対象と目標、看護活動、看護学についての学習を通して、保健・医療・福祉の現場において、看護職と連携・協働し
て活動するための基礎知識を得る。

1．看護の主要概念である人間、健康、環境、生活と看護を関連づけることができる。
2．看護の対象を理解し、健康問題が及ぼす影響について考えることができる。
3．看護実践の基盤となる看護技術の知識と方法を理解することができる。
4．看護倫理について知り、倫理的原則に基づいて問題を考えることができる。
5．チーム医療について理解し、他職種との協働・連携する重要性を認識することができる。

ナンバリング

担当教員
◎：実務家教員

一般目標
（授業概要）

到達目標・
行動目標

配布資料を活用しながら、講義・演習を行う。

適宜資料を配布する。

行動目標（SBOｓ）

授業資料に基づき口頭により行う。

1．看護の対象を理解することができる。
2．個人、家族、集団を対象とする看護について知ることができ
る。
3．健康とは何かを話し合い、健康について自分の考えをまと
めることができる。

1．看護の定義を述べることができる。
2．看護の役割と機能について述べることができる。
3．様々な場で活躍する看護師の活動と看護の捉え方をまとめ
ることができる。

1．看護の歴史や看護教育の発展について資料を読み、知る
ことができる。
2．自然治癒力について述べることができる。
3．自然治癒力を喚起し、高める看護について知ることができ
る。
4．ニーズの充足・未充足という、看護の対象の捉え方を知る
ことができる。
5．看護の理論家による、看護の捉え方を知ることができる。

1．コミュニケーションの種類や構成要素を述べることができ
る。
2．看護におけるコミュニケーションの意義を述べることができ
る。
3．学習したコミュニケーション技術を演習で活用することがで
きる。
4．コミュニケーションに障害をもつ対象との関わり方を知ること
ができる。

1．対象の安全・安楽・自立・対象の尊厳を根拠とした看護技術
の重要性について知ることができる。
2．バイタルサインとは何か述べることができる。

1．感染のプロセスと予防方法について述べることができる。
2．医療事故について説明し、事故が起きる原因や防止策につ
いて考えることができる。

1．倫理とは何かを述べることができる。
2．倫理原則を述べることができる。
3．看護者の倫理綱領を読み、臨床で遭遇する倫理的問題に
ついて話し合い、自分の考えをまとめることができる。

1．医療におけるチーム構成について述べることができる。
2．チーム医療における協働と連携の必要性を認識することが
できる。
3．保健医療福祉活動における看護職の役割について知るこ
とができる。
4．看護職が継続して学修する必要性を知ることができる。

教育手法

教科書

参考書
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定期試験（筆記・多肢選択試験）

回数 担当者 学習目標（GIO）

1 二階堂

保存修復学の目的、意義、変遷に
ついて理解する。
歯の硬組織疾患について理解す
る。
ミニマルインターベンションについ
て理解する。

2 鶴田

う蝕について理解する。
検査について理解する。

3 鶴田

歯の切削器具について理解する。
修復の前準備について理解する。

4 鶴田

歯髄の保存と保護について理解す
る。
窩洞について理解する。
修復方法の種類を理解する。
修復処置後の不快症状について
理解する。
修復処置後のメインテナンスを理
解する。

5 日下部

成形修復について理解する。
グラスアイオノマーセメント修復を
理解する。
コンポジットレジン修復を理解す
る。
アマルガム修復を理解する。

新・歯科衛生士教育マニュアル　保存修復（クインテッセンス出版）

成形修復
　①グラスアイオノマー修復
　②コンポジットレジン修復
　③アマルガム修復

月～金曜日　16:30～18:00　歯冠修復学研究室（高垣准教授・日下部講師・鶴田助教）オフィスアワー

評価方法

学習内容

保存修復学概論（目的と意義）
う蝕とミニマルインターベンション
歯の硬組織疾患
　①象牙質知覚過敏症，②くさび状欠損
　③破折，④咬耗症，⑤摩耗症，⑥酸蝕症
　⑦変色・着色，⑧歯の発育・形成異常

う蝕
口腔検査法
口腔検査用器具

歯の切削用器具
　①手用切削器具，②回転切削器具
　③レーザー，　④その他
修復の前準備
　①除痛法，②術野隔離法，③歯肉排除法
　④歯間分離法，⑤隔壁法

歯髄の保護法
窩洞
修復方法の種類
修復処置後の不快症状とメインテナンス

フィードバック
方法

2023年度 教授要綱

【歯科保存学】

歯質欠損に対する保存修復の臨床的意義、方法および診療補助を理解する。

①歯質欠損に対する保存修復の臨床的意義を説明できる
②修復材料と修復法の種類と特徴およびその適応を説明できる。
③修復に必要な診療補助の目的と意義を説明できる。
④修復法に関する診療補助の基本的操作ができる。

ナンバリング

担当教員
◎：実務家教員

一般目標
（授業概要）

到達目標・
行動目標

◎二階堂徹，◎日下部修介，◎鶴田はねみ

講義，問題演習

保存修復学・歯内療法学（医歯薬出版）

行動目標（SBOｓ）

口頭によるフィードバック

1）切削器具の種類を説明できる。
2）切削器具の材料を説明できる。
3）切削器具の特徴を説明できる。
4）修復の前準備の種類を説明できる。
5）修復の前準備に用いる器具の特徴を説明できる。
5）修復の前準備に用いる器具の使用方法を説明できる。

1）保存修復学について述べることができる。
2）保存修復目的と意義について記述できる。
3）保存修復学の変遷について記述できる。
4）歯の硬組織疾患について説明できる。
5）ミニマルインターベンションについて説明できる。

1）う蝕について説明できる。
1）う蝕のリスクファクターについて説明できる。
2）う蝕の分類を説明できる。
3）う蝕の病因と病態、進行を説明できる。
4）う蝕の好発部位を説明できる。
5）エナメル質う蝕について説明できる。
6）象牙質う蝕について説明できる。
7）根面う蝕を説明できる。
8）COの病態と治療法を説明できる。
9）保存修復における検査・診断と治療法の関係を説明でき
る。

1）窩洞形成時の対策について説明できる。
2）歯髄の保存療法とその適応症について説明できる。
3）覆髄法の種類と方法について説明できる。
4）裏層の目的と種類について説明できる。
5）仮封の目的と方法について説明できる。
6）窩洞を分類できる。
7）窩洞各部の名称を説明できる。
8）窩洞形態の一般原則を説明できる。
9）修復方法の種類を説明できる。
10）修復処置後の不快症状とメインテナンスについて説明でき
る。

1）成形修復について説明できる。
2）グラスアイオノマーセメントの材料学的特徴について説明で
きる。
3）グラスアイオノマーセメント修復の適応症について説明でき
る。
4）グラスアイオノマーセメント修復方法について記述できる。
5)コンポジットレジン修復の特徴を説明できる。
6)コンポジットレジン修復の歯質に対する接着について説明で
きる。
7）各種接着システムについて説明できる。
8）コンポジットレジン修復の修復方法について説明できる。
9）アマルガム修復の現状について説明できる。

教育手法

教科書

参考書
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回数 担当者 学習目標（GIO）学習内容 行動目標（SBOｓ）

6 日下部

インレー修復について理解する。
メタルインレー修復を理解する。
コンポジットレジンインレー修復を
理解する。
セラミックインレー修復を理解する

7 日下部

ラミネートベニア修復について理解
する。
合着・接着材（各種セメント）につい
て理解する。
修復物の合着方法について理解
する。

8 日下部

仕上げ研磨について理解する。
歯の漂白法について理解する。
ポリッシングについて理解する。

インレー修復
　①メタルインレー修復
　②コンポジットレジンインレー修復
　③セラミックインレー修復

ラミネートベニア修復
合着・接着材
　①リン酸亜鉛セメント，
　②ポリカルボキシレートセメント
　③グラスアイオノマーセメント
　④接着性レジンセメント
修復物の合着方法

仕上げ研磨
歯の漂白法
　①オフィスブリーチ，②ホームブリーチ
　③ウォーキングブリーチ
ポリッシング
まとめ

1）各種インレー修復法の特徴を説明できる。
2）各種インレー修復法の適応症と禁忌症を説明できる。
3）各種インレー修復法の臨床術式について説明できる。
4）各種インレーの製作法について説明できる。

1）ラミネートベニア修復の特徴を説明できる。
2）ラミネートベニア修復の種類を説明できる。
3）ラミネートベニア修復の適応症と禁忌症を説明できる。
4）ラミネートベニア修復の治療手順を説明できる。
5）合着・接着材（各種セメント）の特徴を説明できる。
6）合着・接着材（各種セメント）の使用方法を説明できる。
7）修復物の合着方法について説明できる。

1）仕上げ研磨の意義と目的について説明できる。
2）仕上げ用器具について説明できる。
3）研磨用器具について説明できる。
4）歯の漂白法とポリッシングの特徴を説明できる。
5）歯の漂白法とポリッシングの種類を説明できる。
6）歯の漂白法とポリッシングの適応症と禁忌症を説明できる。
7）歯の漂白法とポリッシングの手順を説明できる。
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月〜金曜日　9：00〜17：00

定期試験（100点満点）

回数 担当者 学習目標（GIO）

1 赤堀

歯の硬組織疾患、それに続発して
おこる歯髄疾患および根尖性歯周
組織疾患について理解する。
歯内療法に関わる検査について理
解する。

2 堺

歯の硬組織疾患を理解する
歯髄疾患を理解する

3 堺

根尖性歯周疾患を理解する。
感染管理について理解する

4 赤堀

歯髄保存療法について理解する。
歯髄除去療法について理解する。

5 赤堀

麻酔抜髄法について理解する。
感染根管治療について理解する。

6 赤堀

根管充填について理解する。
根未完成歯の根管治療について
理解する。

7 堺

外科的歯内治療を理解する。
歯内治療における安全対策を理解
する。

8 堺

歯の外傷を理解する。
最新の歯内療法を理解する。

講義

最新歯科衛生士教本　歯の硬組織・歯髄疾患　保存修復・歯内療法学(医歯薬出版)

行動目標（SBOｓ）

レポート添削および口頭によるフィードバック

根尖性歯周疾患の臨床病理と分類を説明する。
根尖性歯周疾患の進行と経過を説明する。
無菌的処置法を説明する。

歯の硬組織の構造と発生を説明する。
歯髄の構造と機能を説明する。
歯周組織の構造と機能を説明する。
歯髄疾患および根尖性歯周組織疾患の概要を説明する。
歯内療法に必要な検査方法および器具について説明する。

象牙質知覚過敏症の原因、検査方法、治療法を説明する。
歯髄疾患の原因を説明する。
歯髄疾患の分類を説明する。
歯髄疾患の特徴と経過を説明する。

歯髄保存療法の種類、適応症を説明する。
歯髄保存療法に必要な器具の種類と使用法を説明する。
麻酔抜髄法の適応症、術式を説明する。
生活断髄法の適応症、術式を説明する。

麻酔抜髄と感染根管治療の違いを説明する。
根管治療に必要な器具の種類と使用法を説明する。
根管治療に使用する薬剤の種類と取り扱いを説明する。

根管充填材の特徴を説明する。
側方加圧根管充填法の術式を説明する。
側方加圧根管充填法に必要な器具の種類および特徴を説明
する。
アペキソゲネーシスを説明する。
アペキシフィケーションを説明する。

外科的歯内療法の適応症と種類を説明する。
外科的歯内療法の術式および治癒機転と予後を説明する。
根管治療器具の根管内破折を説明する。
髄室壁・根管壁の穿孔を説明する。
皮下気腫を説明する。
根管治療器具の誤嚥・気管内吸引を説明する。

歯の外傷に対する検査および処置を説明できる。
歯科用実体顕微鏡の特徴について説明できる。
歯科用コーンビームCTの特徴について説明できる。
ニッケルチタンロータリーファイルの特徴について説明できる。
MTAセメントの特徴について説明できる。
垂直加圧充填法の特徴、術式、器具について説明できる。

教育手法

教科書

参考書

2023年度 教授要綱

【歯内療法学】

歯および歯髄・根尖性歯周疾患の症状を理解し、基本的な診断、処置に必要な知識を習得する。

１）歯髄・根尖性歯周疾患の臨床症状を理解する。
２）歯内療法処置の基本術式を理解する。
３）歯内療法処置に必要な器具の種類と使用法を説明できる。
４）歯内療法処置に使用する薬剤の種類と取り扱いを説明する。
５）歯内療法処置時の安全対策を説明する。

ナンバリング

担当教員
◎：実務家教員

一般目標
（授業概要）

到達目標・
行動目標

◎赤堀裕樹，◎堺ちなみ

オフィスアワー

評価方法

フィードバック
方法

学習内容

歯内療法概要
検査

外科的歯内療法
偶発症

歯の外傷
最新の歯内療法

知覚過敏
歯髄疾患

根尖性歯周疾患
無菌的処置

歯髄疾患の治療

根管治療

根管充填
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未定

定期試験で評価する。

回数 担当者 学習目標（GIO）

1 森永

歯周組織の構造を理解する
歯周組織の組織学的変化を理解
する

2 森永

歯周病のリスクファクターを理解す
る
ペリオドンタルメディシンを理解す
る

3 森永

歯周病の検査と診断、歯周治療の
原則、治療計画の立案を理解する

4 森永

歯周基本治療を理解する

5 北後

歯周外科治療の目的、分類、必要
な歯周外科治療器具を理解する

6 北後

歯周外科治療の目的、分類、必要
な歯周外科治療器具を理解する

7 北後

根分岐部病変の処置の目的、分
類、必要な歯周外科治療器具を理
解する

8 北後
メインテナンスとSPTを理解する

歯周基本治療

歯周外科治療①（組織付着療法、切除療
法）

歯周外科治療②（再生療法、歯周形成術）

根分岐部病変の処置

メインテナンスとSPT

フィードバック
方法

学習内容

歯周組織の解剖と組織
歯周組織の生理
歯周病の病理

歯周病のリスクファクター
ペリオドンタルメディシン

歯周病の検査と診断
歯周治療の原則、治療計画の立案

2023年度 教授要綱

【歯周療法学】

歯周疾患と治療法の基礎的知識を習熟させ、臨床実習に十分対応できる能力を与えることを目標とする。

1. 歯周組織の構造と機能が理解できる。
2. 歯周疾患の分類、原因が理解できる。
3. 歯周治療の内容が理解できる。
4. 歯周治療における衛生士の役割が理解できる。

ナンバリング

担当教員
◎：実務家教員

一般目標
（授業概要）

到達目標・
行動目標

◎北後光信，◎森永啓嗣

教育手法

教科書

参考書

オフィスアワー

評価方法

月曜〜金曜 16時00分〜17時00分 歯周病学研究室     北後光信、森永啓嗣

講義、ディスカッション

歯科衛生士講座　歯周病学 (永末書店）

行動目標（SBOｓ）

試験の解説講義

歯周病の検査と診断、歯周治療の原則、治療計画の立案を説
明できる

歯周組織の構造を説明できる
歯周組織の組織学的変化を説明できる

歯周病のリスクファクターを説明できる
ペリオドンタルメディシンを説明できる

歯周基本治療の目的、内容を説明できる

歯周外科治療の目的、必要な歯周外科治療器具を説明でき
る

歯周外科治療の目的、必要な歯周外科治療器具を説明でき
る

根分岐部病変の処置の目的、必要な歯周外科治療器具を説
明できる

メインテナンスとSPTを説明できる
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亀川 河合 渡邊

筆記試験（100点満点）
河合40点、渡邊40点、亀川20点

回数 担当者 学習目標（GIO）

1 亀川

歯科補綴とは何かを説明する。
補綴歯科治療の意義と目的を説明
する。
歯科補綴治療の特徴を説明する。

2 亀川

補綴学的理想咬合について説明で
きる。
各種下顎位について説明できる。
下顎運動について説明できる。

3 亀川

歯の欠損に伴う障害と補綴歯科治
療

4 河合

クラウンブリッジ補綴学の意義と目
的を理解する。

補綴治療の種類と固定性補綴装
置の種類について理解する。

5 河合

支台築造の意義、種類、築造窩洞
形成法を説明できる。

6 河合

支台歯形成の原則と各種クラウン
の支台歯形成の方法について理解
する。
歯肉圧排、各種印象採得法につい
て理解する。

7 河合

シェードテイキングの方法と注意点
について理解する。
プロビジョナルレストレーション、顎
間関係の記録（咬合採得）の基本
を理解する。

歯科補綴学を分類し、また意義についてできる。
歯の喪失に伴う障害について説明できる。
補綴装置を分類できる。
部分床義歯とブリッジを比較し説明できる。
補綴処置を必要とする患者について説明できる。
歯科補綴における歯科衛生士の役割について説明できる。
歯列弓の形態や歯列の対合関係を概説できる。
補綴歯科治療で重要な基準平面を概説できる。
基本的な顎口腔系の機能を説明できる。
咬合様式の種類をあげ、それぞれの定義と意義を説明でき
る。
開閉口運動と下顎偏心運動の特徴について説明できる。
アンテリアガイダンスとポステリアガイダンスの定義と規定要
素を説明できる。
下顎の限界運動範囲について説明できる。

学習内容

歯科補綴学概論

クラウンブリッジの特徴を説明できる。欠損補綴について説明
できる。
クラウンの種類と特徴を分類して述べる①全部被覆冠②一部
被覆冠③CAD/CAMによるクラウン製法について述べる
補綴治療の流れが説明できる。

支台築造の目的と意義、種類、築造窩洞形成法、製作方法お
よび使用器具について説明できる。

支台歯形成に使用する器具、支台歯形態の要件、歯頚部辺
縁形態を説明できる。
歯肉圧排、各種印象採得法の手順と特徴を説明できる。

顎間関係の記録法（咬合採得）を説明できる。
シェードテイキングが必要な補綴物はなにかと、シェードテイキ
ング時の注意点について説明できる。
プロビジョナルレストレーシの製作方法と注意点、仮着の注意
点を説明できる。

フィードバック
方法

講義

最新歯科衛生士教本　咀嚼障害・咬合異常1　歯科補綴（医歯薬出版）

行動目標（SBOｓ）

講義中小テストによる評価、口頭によるフィードバック

新・歯科衛生士教育マニュアル　歯科補綴学（クインテッセンス出版）、クラウンブリッジ補綴学（医歯薬出版）、歯学生のパーシャ
ルデンチャー（医歯薬出版）、総義歯補綴学（医歯薬出版）

教育手法

教科書

参考書

オフィスアワー

評価方法

2023年度 教授要綱

【歯科補綴学】

歯科補綴に関する基礎知識を習得する。

歯科補綴の臨床を補助し得るだけの能力を身につける。

ナンバリング

担当教員
◎：実務家教員

一般目標
（授業概要）

到達目標・
行動目標

◎渡邊諒，◎河合良亮，◎亀川義己

補綴治療に関する基礎知識
クラウンブリッジとはなにか
補綴治療の流れ

歯科補綴の基礎、補綴歯科治療の基礎知
識

歯科補綴の基礎、補綴歯科治療の基礎知
識

支台築造の臨床的意義、種類・適応、
印象採得方法、築造窩洞形成法

支台歯形成
支台歯形成後の治療の流れ：歯肉圧排、
印象採得

顎間関係の記録（咬合採得）
シェードテイキング
プロビジョナルレストレーション

歯の欠損に伴う歯列と咬合の変化を説明できる。
歯の欠損に伴う口腔の変化と咀嚼障害、嚥下障害、栄養障害
との関係を説明できる。
抜歯後の歯槽堤（顎堤）の吸収を説明できる。
歯の欠損に伴う身体的障害について理解し、説明できる。
歯の欠損と心理的障害の関連性について説明できる。
歯の欠損に伴う社会的な影響について概略を説明できる。
補綴装置の装着が口腔組織に及ぼす影響を説明できる。
顎関節の構造と機能、顎関節疾患を説明できる。
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回数 担当者 学習目標（GIO）学習内容 行動目標（SBOｓ）

8 河合

作業用模型の種類と全部金属冠
の製作方法、ワックスアップを理解
する。
埋没、鋳造、研磨の方法を理解す
る。
クラウン試適の手順、咬合調整に
ついて理解する。
装着後のホームケア・患者指導に
ついて説明できる。

9 河合

ブリッジの臨床的意義、特徴を理
解する。
ブリッジの種類と特徴を理解する。
ポンティックを理解する。
ろう付けについて理解する。

10 渡邊

補綴装置の種類とその構造につい
て理解する。
補綴歯科治療における検査・診断
について理解する。

11 渡邊

全部床義歯治療における検査と診
断について理解する。
全部床義歯治療の流れを理解す
る。

12 渡邊

部分床義歯治療における検査と診
断について理解する。
部分床義歯治療の流れを理解す
る。

13 渡邊

患者指導について理解する。
器材の管理について理解する。
補綴治療時に必要な感染予防につ
いて理解する。

14 渡邊

治療時の業務を理解する。
補綴治療に用いる器材・材料の用
途・特徴を理解する。

15 渡邊

有床義歯完成後の管理について理
解する。
有床義歯修理・裏装の術式を理解
する。

有床義歯治療後の患者指導を説明できる。
有床義歯製作後のリコールについて説明できる。
有床義歯の破折、修理について説明できる。
有床義歯の裏装について説明できる。

リコール
有床義歯製作後の予後
義歯管理・修理・裏装

特殊な義歯・口腔内装置
補綴治療で用いる器材・材料

患者指導
器材管理
感染予防

部分床義歯治療の流れを説明できる。
部分床義歯治療の各ステップで準備するものと補助内容を説
明できる。

部分床義歯治療の流れ

作業用模型の種類と全部金属冠の製作方法、ワックスアップ
を説明できる。埋没、鋳造、研磨の方法と使用材料を説明でき
る。
クラウン試適時の手順を説明できる。、咬合調整、研磨に使用
する器具がわかる。
装着後のホームケア・患者指導について説明できる。

可撤性補綴装置の種類と適応症を説明できる。
有床義歯の特徴、材料の説明ができる。
部分床義歯と全部床義歯の構成要素を説明できる。
各構成要素の役割を説明できる。

有床義歯治療における治療前・治療中・治療後の患者指導を
説明できる。有床義歯の着脱の指導を説明できる。
有床義歯装着者のメインテナンス時における観察・指導につ
いて説明できる。
補綴歯科治療における歯科衛生士の役割を説明できる。
器具・器材別滅菌、消毒、洗浄、保管について説明できる。
技工物関連の管理について説明できる。

特殊な義歯・口腔内装置について説明できる。
各検査に必要な器具・器材について説明できる。
検査器具・器材の用途、取り扱いについて説明できる。
診療に必要な検査（ゴシックアーチ、咬合採得、フェイスボウト
ランスファー）について説明できる。。

補綴治療に関する基礎知識
可撤性補綴装置（有床義歯）とはなにか

全部床義歯治療の流れ

全部金属冠製作方法・技工操作
クラウン試適の手順、咬合調整
装着手順
リコール

ブリッジの臨床的意義とブリッジの種類・特
徴
ポンティックの種類と適応
ろう付け

全部床義歯治療の流れを説明できる。
全部床義歯治療の各ステップで準備するものと補助内容を説
明できる。

ブリッジ装着の意義と特徴について説明できる。
ブリッジの構成要素、分類、特徴を説明できる。
ポンティックの種類と特徴を説明できる。
ろう付けの方法について説明できる。
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月曜～金曜日（9：00～17：30）

筆記、多肢選択試験 １００点

回数 担当者 学習目標（GIO）

1 原田

口腔外科の概要と
先天異常と発育異常について
理解する。

2 原田

損傷および機能障害について
理解する。

3 原田

口腔領域の神経疾患について知識
を習得し、臨床症状について理解
する。

4 原田

口腔粘膜病変について理解する。

5 原田

化膿性炎症疾患について理解す
る。

6 原田

嚢胞性疾患について理解する。

7 原田

腫瘍および腫瘍類似疾患
唾液腺疾患について理解する。

8 安村
診療の実際について理解する。

9 安村

検査・診断時の業務について
理解する。

10 安村

口腔外科・歯科麻酔処置における
業務について理解する。

11 安村

口腔外科・歯科麻酔処置における
業務、器材の管理について理解す
る。

◎安村真一，◎原田尚武

講義

新歯科衛生士教本 口腔外科学･歯科麻酔学 （医歯薬出版株式会社）

行動目標（SBOｓ）

レポート添削および口頭によるフィードバック

口腔領域の知覚神経と運動神経について説明できる。三叉神
経痛、三叉神経麻痺、顔面神経麻痺の臨床症状を説明でき
る。オーラルジスキネジアの臨床症状を説明できる。

口腔外科の概要
歯の発育異常
軟組織の先天異常と発育異常、顎の先天異常と発育異常
唇顎口蓋裂を説明できる。

軟組織の損傷
歯の外傷
顎骨骨折
顎関節疾患を説明できる。

口腔領域の神経疾患
（知覚神経と運動神経、神経痛、神経麻痺、
神経痙攣）

口腔粘膜病変（水疱形成、紅斑およびびらん、潰瘍、白班、色
素沈着、粘膜の委縮、口腔乾燥、粘膜の出血）について説明
できる。皮膚科疾患、内科疾患に伴う口腔粘膜疾患をを列挙
できる。また,歯科衛生士として診断と治療を説明できる。

化膿性炎症疾患の臨床症状、原因および感染経路、消炎処
置の内容を説明できる。

嚢胞性疾患の定義、歯原性嚢胞、非歯原性嚢胞の分類を説
明できる。嚢胞の好発年齢、部位、症状、治療法、予後を説明
できる。

腫瘍の概説、分類、歯原性腫瘍と非歯原性腫瘍、腫瘍類似疾
患
唾液と唾液腺、炎症性唾液腺疾患、唾石症、唾液分泌異常
唾液線腫瘍を説明できる。

治療の流れ、診察と診断、清潔と不潔、創傷の処置、小手術
止血処置、縫合処置を説明できる。

局所麻酔時の業務、精神鎮静および全身麻酔時、小手術時
の業務
術中・術後の管理の業務を説明できる。

術前管理の業務を説明できる。

救急蘇生時、術前・術後のケア、診療室・器材の管理
を説明できる。

2023年度 教授要綱

【口腔外科学】

口腔外科学および口腔外科診療における知識を修得し、口腔外科の診療補助に習熟することを目標とする。

口腔外科で扱う疾患を理解する。 口腔外科で行う治療を理解する。 口腔外科の手術手技と使用器具がわかる。
消毒、滅菌の仕方と清潔操作がわかる。局所麻酔と全身麻酔を理解する。救急蘇生の意味と処置を理解する。

ナンバリング

担当教員
◎：実務家教員

一般目標
（授業概要）

到達目標・
行動目標

教育手法

教科書

参考書

オフィスアワー

評価方法

フィードバック
方法

学習内容

口腔外科の概要
先天異常と発育異常

損傷および機能障害

口腔粘膜病変
（水疱形成、紅斑およびびらん、潰瘍、白
班、色素沈着、粘膜の委縮、口腔乾燥、粘
膜の出血）

臨床における歯科衛生士のかかわり
（口腔外科・歯科麻酔処置における業務）

臨床における歯科衛生士のかかわり
（口腔外科・歯科麻酔処置における業務、
器材の管理）

化膿性炎症疾患
（炎症の定義、歯周組織の炎症顎骨の炎
症、顎骨周囲組織の炎症）

嚢胞性疾患
（嚢胞の定義、顎骨、軟組織に発生するも
の、その他の嚢胞）

腫瘍および腫瘍類似疾患
唾液腺疾患

臨床における歯科衛生士のかかわり
（診療の実際）

臨床における歯科衛生士のかかわり
（検査・診断時の業務）
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回数 担当者 学習目標（GIO） 行動目標（SBOｓ）学習内容

12 安村

歯科麻酔と患者管理
について理解する。

13 安村

局所麻酔について理解する。

14 安村

精神鎮静法、全身麻酔法
について理解する。

15 原田

救急蘇生法について理解する。

歯科麻酔
（局所麻酔）

歯科麻酔
（精神鎮静法）
（全身麻酔法）

救急蘇生

歯科における歯科麻酔の役割、全身の評価と患者管理を説明
できる。

局所麻酔法、局所麻酔薬、血管収縮薬、器材
局所的偶発症を説明できる。

吸入鎮静法、静脈内鎮静法、注意点、術前管理
全身麻酔法、術中管理、麻酔覚醒と抜管、術後管理
全身麻酔下歯科治療を説明できる。

全身的偶発症、酸素療法 、静脈確保、一次救命処置
を説明できる。

歯科麻酔
（歯科麻酔と患者管理）
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◎梶本京子，◎越智鈴子

配布プリント

月曜日～金曜日（16：30～18：00）

筆記試験100点

回数 担当者 学習目標（GIO）

1 梶本

小児歯科の意義と目的について習
得する。

2 梶本

小児の成長発育を的確に評価する
ために、小児の心身の成長発達を
習得する。

3 越智
小児歯科で必要な頭蓋・顎顔面領
域の発達について習得する

4 梶本

健全な歯列咬合の育成するための
知識を修得する。

5 越智
健全な歯列咬合の育成するための
知識を修得する。

6 梶本

小児期におけるう蝕の病因、現状、
好発部位について習得する。

7 梶本

小児期の歯周組織の特徴と歯肉
炎、歯周炎について習得する。
小児における主な軟組織疾患の知
識を修得する。

8 越智
小児虐待についての知識を修得す
る

小児の成長・発育に合わせた歯科
診療について習得する。

診察、検査時に必要な業務につい
て習得する。

10 梶本
保存修復および歯内療法における
診療に必要な業務について習得す
る。

11 梶本
外科的処置、咬合誘導における診
療に必要な業務について習得する

12 梶本
障害児の身体的、精神的、心理的
特徴を習得する。

14 梶本
う蝕予防について習得する。

15 梶本

小児における口腔保健管理及び、
診療室の器材の管理について習得
する。

9 梶本

乳歯、幼若永久歯の歯冠修復、歯内療法の適応症および治
療の流れについて説明できる。

診察、検査時の業務について説明できる。

乳歯及び永久歯の形成を説明できる。
歯の発育段階について説明できる。
歯の萌出とその異常について説明できる。

小児期における歯列および咬合の特徴の正常な発育変化と
異常について理解する。

小児と成人の歯周疾患の違いについて説明できる。
小児期にみられる主な歯肉炎、歯周炎の特徴、治療法につい
て説明できる。
小児期にみられる軟組織病変の特徴と治療法について説明
できる。

小児歯科診療における患児の成長発育段階に合わせた対応
法を説明できる。

小児におけるう蝕の状況について説明できる。
う蝕の好発部位、為害作用について説明できる。

講義

歯科衛生士教本　小児歯科　（医歯薬出版株式会社）

行動目標（SBOｓ）

口腔・頭蓋・顎顔面領域の成長・発育を説明できる。
頭蓋・顎顔面の発育の評価を説明できる。

小児歯科医療における歯科衛生士の役割を理解する。
小児の成長発達に及ぼす要因を説明できる。
小児の身体的特徴を説明できる。

小児の成長・発達に及ぼす要因を説明できる。
小児の身体的特徴を説明できる。
小児の成長・発達が評価できる。
小児の生理学的特徴について説明できる。

2023年度 教授要綱

【小児歯科学】

成長発達の旺盛な時期における歯科的健康管理について修得する

①小児における心身の発育について知識を修得する。
②成長期の歯科診療についての知識を修得する。
③小児患者への歯科的対応法についての知識を修得する。
④小児歯科診療における補助についての知識を修得する。
⑤小児におけるう蝕予防についての知識を修得する。
⑥リコールならびに患者管理についての知識を修得する。
⑦障害児の歯科診療補助についての知識を修得する。

ナンバリング

担当教員
◎：実務家教員

一般目標
（授業概要）

到達目標・
行動目標

教育手法

教科書

参考書

オフィスアワー

評価方法

フィードバック
方法

学習内容

小児歯科学概論①
心身の発達（発育状態の評価・生理的年
齢・器官の発育）

小児歯科学概論②
心身の発達（精神発達、機能の発達）
小児の生理的特徴

顔面頭蓋の発育（脳頭蓋と顔面頭蓋の発育
変化，特徴，発育の評価法）

歯の発育とその異常（乳歯・永久歯の特
徴，歯の形成，発育時期と形成異常，萌
出，萌出異常）

診療体系（麻酔法、歯冠修復、歯内療法）

診療体系（外科処置、咬合誘導、フッ化ジア
ンミン銀塗布、リコール）

歯列咬合の発育と異常

小児の歯科疾患（歯周疾患，軟組織疾患）

小児期の特徴と歯科的問題点
小児歯科における患者への対応法

診療体系（診療とその特徴、原則、診察・検
査・診断）

小児の歯科疾患(う蝕）

小児虐待

う蝕予防

小児の口腔保健管理
歯科診療室と器材の管理

障害児の歯科的特徴を説明できる。
障害児の口腔管理について説明できる。

小児虐待の現状や対応法について説明できる。

う蝕予防の重要性および方法について説明できる。
う蝕予防処置の治療の流れが説明できる。

小児における口腔保健管理の重要性および方法について説
明できる。
診療室の器材の管理について説明できる。

障害児の歯科治療

小児期における外傷、外科処置、咬合誘導、フッ化ジアンミン
銀の適応症および治療の流れが説明できる。
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◎服部修磨，◎山﨑志穂

特になし

筆記試験100点

回数 担当者 学習目標（GIO）

1 服部

矯正歯科治療の目的と意義を理解す
る。

2 山﨑

頭蓋顎顔面の成長・発育を理解す
る。

3 服部

正常咬合・不正咬合を理解する。

4 山﨑

正常咬合・不正咬合を理解する。

5 服部

口腔習癖と口腔筋機能療法の意義と
内容を説明できる。

6 山﨑

矯正診断に必要な検査、分析を理解
する。

7 服部

矯正診断に必要な検査、分析を理解
する。

個々の歯の位置異常、数歯にわたる位置異常、歯列弓形態
の異常、上下歯列弓関係の異常（前歯部の被蓋・咬合状態）、
上下歯列弓関係の異常（臼歯部の咬合状態）を説明できる。
Angleの不正咬合分類、ターミナルプレーンを説明できる。

咬合②

矯正歯科治療における歯科衛生アセスメントについて説明で
きる。
矯正治療中のプラークコントロールについて説明できる。
セルフケアについて説明できる。
矯正装置の目的と注意点を説明できる。

矯正歯科治療の流れを説明できる。
矯正歯科に必要な検査を説明できる。
形態検査、機能検査について説明できる。
模型分析の意義と目的を説明できる。
頭部エックス線規格写真分析の意義と目的を説明できる。
インフォームドコンセントの意義と目的を説明できる。

矯正歯科治療の流れを説明できる。
矯正歯科に必要な検査を説明できる。
形態検査、機能検査について説明できる。
模型分析の意義と目的を説明できる。
頭部エックス線規格写真分析の意義と目的を説明できる。
インフォームドコンセントの意義と目的を説明できる。

講義（教科書・プリント）

新歯科衛生士教本・歯科矯正学（全国歯科衛生士教育協議会編集）

行動目標（SBOｓ）

授業時に配布のプリント

正常咬合の概念、正常咬合の分類を説明できる。説明でき
る。矯正装置の注意事項を説明できる。

歯科矯正学がどのような分野かを説明できる。
矯正歯科治療がどのような治療かを説明できる。
矯正歯科治療の目的を説明できる。
歯科矯正治療での歯科衛生士の役割を説明できる。
健康保険が適用可能な矯正歯科治療を説明できる。

成長、発達の評価、暦齢、生理的年齢、脳頭蓋（頭蓋冠、頭蓋
底）、顔面頭蓋（上顎、下顎）の発育を説明できる。

学習内容

歯科矯正学概論

成長・発育

咬合①

毎週金曜日　16：30～18：00　１号館１階矯正歯科医局

2023年度 教授要綱

【歯科矯正学】

不正咬合や咀嚼障害の原因、治療法および予防法に関する知識と技術を習得すること。

歯科矯正治療の内容を理解した上で、口腔衛生指導や管理、口腔習癖の指導および診療の補助、介補ができること。

ナンバリング

担当教員
◎：実務家教員

一般目標
（授業概要）

到達目標・
行動目標

教育手法

教科書

参考書

オフィスアワー

評価方法

フィードバック
方法

口腔習癖

矯正診断に関する知識①

矯正診断に関する知識②
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回数 担当者 学習目標（GIO） 行動目標（SBOｓ）学習内容

8 山﨑

矯正歯科用の材料・器具について理
解する。

9 服部

矯正装置と矯正歯科治療について理
解する。

10 山﨑

矯正装置と矯正歯科治療について理
解する。

11 服部

保定と保定装置について理解する。

12 山﨑

矯正歯科治療の実際を理解する。

13 服部

矯正歯科治療の実際を理解する。

14 山﨑

矯正歯科における口腔衛生管理につ
いて理解する。

15 服部

矯正治療の概略を理解する。

歯科矯正治療の実際②

歯科矯正における歯科衛生士の役割①

まとめ

不正咬合の種類を列挙できる。
不正咬合の特徴を説明できる。
矯正歯科治療の目的と流れを説明できる。
矯正歯科治療での歯科衛生士の役割を説明できる。

歯・歯列の異常の矯正治療、骨格の異常の矯正治療、口唇・
口蓋裂保定、外科的矯正治療を説明できる。

矯正歯科治療における歯科衛生アセスメントについて説明で
きる。
矯正治療中のプラークコントロールについて説明できる。
セルフケアについて説明できる。
プロフェッショナルケアについて説明できる。
矯正装置の目的と注意点を説明できる。

矯正治療の概略を説明できる。

歯科矯正治療の実際①

矯正歯科治療に用いる材料・器具を列挙できる。
矯正歯科治療に用いる材料・器具の構造と用途を説明でき
る。

矯正装置の種類を列挙できる。
矯正装置の構造と使用目的と適用時期を説明できる。
可徹式矯正装置の装着方法を指導できる。
固定式矯正装置の装着方法を説明できる。
矯正装置の注意事項を説明できる。

矯正装置の種類を列挙できる。
矯正装置の構造と使用目的と適用時期を説明できる。
可徹式矯正装置の装着方法を指導できる。
固定式矯正装置の装着方法を説明できる。
矯正装置の注意事項を説明できる。

保定と保定装置について説明できる。
偶発症について説明できる。

矯正装置②

保定

矯正治療に使用する器材とその取り扱い方

矯正装置①
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①X線の性質を説明できる。
②放射線防護を説明できる。
③撮影用器材の種類を列挙する。
④口内法撮影法の種類を列挙する。

火曜日〜金曜日（9:00-16:25）

定期試験（１００点満点）

回数 担当者 学習目標（GIO）

1 小日向

口内法撮影を理解する。

2 小日向

パノラマＸ線撮影を理解する。

3 北野

口外法（パノラマを除く）撮影を理
解する。

4 北野

検査で得られる画像の正常解剖お
よび病変の画像を理解する。

5 北野

画像検査で用いる装置、機器の特
徴を理解する。

6 西山

放射線の性質を理解する。放射線
治療の副作用と口腔管理を理解す
る。

7 西山

画像の処理方法と保管方法を理解
する。

8 小日向

放射線防護の種類を理解する。

教科書

Ｘ線画像撮影
　口外法（パノラマ撮影を除く）撮影

後頭前頭方向撮影、頭部Ｘ線規格撮影、Waters法撮影、顎関
節撮影を説明できる。

Ｘ線画像撮影
　口内法撮影

口内法撮影法の種類を列挙できる。

オフィスアワー

評価方法

フィードバック
方法

口頭によるフィードバック

学習内容 行動目標（SBOｓ）

Ｘ線画像撮影
　パノラマＸ線撮影

パノラマＸ線撮影の特徴を説明できる。

一般目標
（授業概要）

⑴放射線の性質、影響、および防護を理解する。
⑵画像検査で用いる装置、機器の特徴を理解する。
⑶検査で得られる画像所見を理解する。

⑷画像の処理方法と保管方法を理解する。
⑸画像検査時の対応を理解する。

到達目標・
行動目標

教育手法 講義，実習

⑤口外法撮影法の種類を列挙する。
⑥画像検査の特徴を述べる。
⑦画像の解剖構造を説明できる。
⑧画像処理方法を説明できる。

2023年度 教授要綱

【歯科放射線学】

ナンバリング

担当教員
◎：実務家教員

◎小日向清美，◎西山航，◎北野倫哉

フィルム処理・デジタル画像処理 デジタル画像処理方法を説明できる。
（いわゆる）アナログ画像処理方法を説明できる。

放射線防護 放射線防護を患者に説明できる。

参考書

その他の画像検査 CT、MRI、超音波検査、シンチグラフィ、造影検査を説明できる

放射線の性質・放射線治療 放射線の性質、影響を列挙できる。放射線治療の副作用と口
腔管理を説明できる。

Ｘ線画像解剖(正常像と異常像) 口内法、パノラマＸ線画像の正常解剖構造と病変の所見を説
明できる。
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月曜日～金曜日（16:00〜17:00）

定期試験（100点満点）

回数 担当者 学習目標（GIO）

1 岩尾

高齢者をとりまく社会と環境を理解
する。

加齢による身体的・精神的変化を
理解する。

高齢者に多い口腔疾患を理解す
る。

3 岩尾

高齢者の全身状態を把握する。

講義

歯科衛生士教本　高齢者歯科（医歯薬出版）

行動目標（SBOｓ）

口頭によるフィードバック

以下項目を理解し，概要を述べる。
(1) 根面う蝕
(2) 歯周病
(3) Tooth Wear（トゥース・ウェア）
(4) 高齢者における咬合の崩壊
(5) 口腔カンジダ症
(6) 扁平苔癬
(7) 口腔白板症
(8) 口腔がん
(9) 剥離性歯肉炎，天疱瘡，類天疱瘡

以下項目を理解し，概要を述べる。
(1) 人口の高齢化
(2) 総人口・少子化・高齢者の人口・高齢化率
(3) 寿命と死因
(4) 歯科疾患実態調査からみた高齢者の特性
(5) 高齢者の健康
(6) 老人保健・医療・福祉対策の経緯
(7) 介護保険制度
(8) 高齢者の居住場所を規定する要件
(9) 高齢者の居住する場所と設備の特徴

以下項目を理解し，概要を述べる。
(1) 全身的な加齢変化
(2) 口腔・咽頭領域の加齢変化
(3) 老化による心理的変化
(4) 老化以外の心理的変化

以下項目を理解し，概要を述べる。
(1) 生活・ADL評価
(2) 認知機能の評価
(3) バイタルサイン
(4) 血液検査
(5) 心電図
(6) 動脈血酸素飽和度
(7) 栄養評価
(8) 経口摂取の代償による水分・栄養摂取法

教育手法

教科書

2023年度 教授要綱

【高齢者歯科学】

高齢者の形態学的及び生理学的特徴を学び，老化についての理解を深める。また，脳血管疾患や糖尿病などの全身疾患を
有する有病者の病態や特徴を理解し，安全でかつ効率的な歯科診療と診療補助を通して高齢者のクオリティー・オブ・ライフ
（QOL）向上を目指す。

1) 超高齢社会の実態を把握し，高齢者歯科医療の必要性を・法的根拠を理解する。
2) 心身双方における老化を理解し，高齢者の解剖学的，身体的及び精神的特徴を理解する。
3) 高齢者におけるバイタルサインの重要性を理解する。
4) 高齢者が服用している薬物の薬理的作用・有害作用について理解する。
5) 高血圧症，心疾患等の循環障害を理解する。
6) 脳卒中，認知症等の神経的病態を理解する。
7) 喘息，誤嚥性肺炎，COPD等の呼吸病態を理解する。
8) 糖尿病，骨粗鬆症群等の病態を理解する。
9) 透析患者や腎疾患等の病態を理解する。
10) B型肝炎，C型肝炎，肝硬変等の肝機能を理解する。
12) 誤嚥と誤飲の症状と対処方法について理解する。
13) 口腔機能管理や摂食嚥下リハビリテーションについて理解する。
14） 高齢者に関わる医療と介護について理解する。

ナンバリング

担当教員
◎：実務家教員

一般目標
（授業概要）

到達目標・
行動目標

◎岩尾慧

参考書

オフィスアワー

評価方法

岩尾

フィードバック方法

学習内容

高齢者をとりまく社会と環境
1) 高齢者歯科と歯科衛生士の役割
2) 高齢社会と健康
3) 高齢者にかかわる法制度
4) 高齢者の居住形態・施設および入院設備
の特徴

加齢による身体的・精神的変化
1）加齢に伴う身体的機能の変化
2）高齢者の精神・心理的変化

高齢者に多い口腔疾患
1）高齢者に特有な口腔の疾患

2

高齢者の状態の把握
1）高齢者の生活機能の評価
2）高齢者歯科と臨床検査
3）高齢者の栄養状態
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回数 担当者 学習目標（GIO） 行動目標（SBOｓ）学習内容

4 岩尾

以下項目を理解し，概要を述べる。
(2) 脳血管障害
(6) パーキンソン病
(7) 認知症
(12) 老年症候群（フレイル、サルコペニア）
(13) 高齢者における薬物治療上の注意点
(14) 薬剤の副作用

5 岩尾

6 岩尾

高齢者に対する口腔機能管理を理
解する。

7 岩尾

高齢者のリハビリテーションの概要
を理解する。

高齢者に関わる医療と介護を理解
する。

高齢者の診療時に注意すべき事項
を理解する。

高齢者に多い全身疾患・障害を理
解する。

以下項目を理解し，概要を述べる。
(1) 悪性腫瘍
(3) 高血圧症
(4) 心臓病
(5) 肺炎
(8) 糖尿病、骨粗鬆症
(9) 呼吸器疾患（気管支喘息、誤嚥性肺炎、過換気症候群、
COPD）
(10) 腎疾患
(11) 肝硬変

以下項目を理解し，概要を述べる。
(1) 高齢者の特徴と口腔のケア
(2) 口腔健康管理の用品
(3) 急性期の口腔衛生管理
(4) 留意すべき全身疾患と口腔衛生管理
(5) 要介護高齢者における口腔のケアの意義
(6) 臨床現場における歯科衛生士の役割

以下項目を理解し，概要を述べる。
(1) リハビリテーション医学
(2) チーム医療
(3) スクリーニングテスト
(4) 嚥下内視鏡検査（VE）と嚥下造影検査（VF）
(5) 間接訓練
(6) 直接訓練
(7) 食事支援
(8) 在宅での摂食嚥下リハビリテーション

以下項目を理解し，概要を述べる。
(1) 在宅医療の背景
(2) 在宅医療の目的と内容
(3) 介護保険の流れ
(4) 在宅医療における訪問看護と歯科医療の連携

以下項目を理解し，概要を述べる。
(1) 高齢者との接し方
(2) 診療室での介助
(3) 診療前の注意点
(4) 治療時の注意点
(5) 治療後の注意点
(6) 異常時の補助対応

8 岩尾

口腔機能管理
1）高齢者に対する口腔健康管理
2）有病高齢者への口腔健康管理
3）要介護高齢者への口腔健康管理

摂食・嚥下リハビリテーション
1）高齢者のリハビリテーションの概要
2）摂食・嚥下の評価と対応
3）訓練
4）訪問歯科診療における摂食嚥下リハビリ
テーション

高齢者に関わる医療と介護
1）在宅訪問診療の概要
2）歯科衛生士が関わる公的介護保険の概
要

リスク管理
1）高齢者の診療時に注意すべき事項

高齢者に多い全身疾患・障害
1）主たる死因となる疾患
2）高齢者の薬剤服用
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月～金　9：00～17：00

回数 担当者 学習目標（GIO）

1 橋本

1,障害の概念

2 橋本
1,地域でみる障害者歯科

3 橋本

1,障害者歯科での歯科衛生士の役割

2.障害福祉サービス事業所

4 橋本

1,障害の分類

2,知的障害と口腔の特徴

3,身体障害と口腔の特徴

4,身体障害を呈する疾患と口腔

5,精神障害と口腔の特徴

6,高次脳機能障害

7.その他の障害

4, 障害の分類と特徴

フィードバック
方法

学習内容

1,障害者と社会福祉

2,地域医療と障害者歯科

3,歯科衛生士と障害者歯科学

教育手法

教科書

参考書

オフィスアワー

評価方法

2023年度 教授要綱

【障害者歯科学】

ナンバリング

担当教員
◎：実務家教員

一般目標
（授業概要）

到達目標・
行動目標

◎棚橋幹基，◎橋本岳英，◎小金澤大亮，◎野田恵未

障害者に対する理解を深め,歯科的対応法について修得する

①障害の概念についての知識を修得する。
②障害者歯科における行動調整についての知識を修得する。
③障害者に対する歯科的支援についての知識を修得する。
④主な障害についての知識を修得する。
⑤障害者の口腔保健管理（口腔ケア）についての知識を修得する。
⑥要介護高齢者の特性と口腔保健管理についての知識を修得する。
⑦訪問歯科保健指導についての知識を修得する。

講義

行動目標（SBOｓ）

1,歯科衛生士が行う特別な配慮
2.歯科衛生士に必要な知識

1.障害福祉サービスの利用
2,障害福祉サービス事業所との連携

1．障害の概念と分類
2．ノーマライゼーション
3．障害者福祉
4．WHOの障害者の定義
5．障害者の医療制度
1,障害者歯科医療の概念
2,地域で診る障害者の歯科医療

歯科衛生士講座 障害者歯科学（永末書店）

スペシャルニーズデンティストリー障害者歯科（医歯薬出版）
最新歯科衛生士教本 障害者歯科（医歯薬出版）

多肢選択問題にて総合的に判断します。

1,さまざまな障害

1,原因
2,歯科的特徴とその対応

1,原因

1,脳性麻痺
2,重症心身障害
3,その他

1,統合失調症
2,発達障害
3,その他

1,原因と症状

1,難病
2.てんかん
3.その他
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回数 担当者 学習目標（GIO）学習内容 行動目標（SBOｓ）

5 野田

1.初再診時の対応と診療補助

2.薬物を用いた行動調整

1.全身管理の基礎知識

2.全身症状への対応

6 野田
1.行動調整

7 小金澤

1,口腔健康管理

1,摂食機能療法

2,言葉の障害と機能訓練

8 野田

1,う蝕予防

2.歯周病の予防

1,医療連携と福祉の連携

2.障害者関連の他職種

5.障害者歯科の診療補助

6．歯科衛生士と医療安全

7.行動調整とコミュニケーション

8, 障害者への歯科保健指導と管理

9, 障害者への機能訓練

10, 障害者歯科の予防処置

11,医療連携と福祉の連携

12,まとめ

1, 医療面接と事前準備
2.治療や処置後の配慮

1.鎮静法の診療補助
2.全身麻酔の診療補助

1.リスクマネジメント
2.呼吸・循環の見方

1.てんかん発作
2.窒息と誤飲・誤嚥
3.その他

1,基本的な行動調整
2,構造化と視覚支援

1,基本的な考え方
2,ブラッシング
3,健康支援と継続管理
4,障害者施設・学校での指導

1,間接訓練
2,直接訓練

1.いろいろな言葉の障害

1,ホームケア

１,障害と歯周病の関連
２,歯周病の予防処置と管理

1,医療連携
2,連携医療

1.おもな医療職と福祉職

29



回数 担当者 学習目標（GIO） 行動目標（SBOｓ）

1 山田

患者指導を適切に行うために、歯科衛
生過程の概要を理解し、アセスメントを
基に処理（整理，分類，解釈，分析）し、
指導計画を立案する。

1．歯科衛生過程の基本的な考え方を説明する。
2．歯科衛生アセスメントを説明する。
3．医療面接の目的を理解する。
4．グループディスカッションで意見を述べる。
5．グループワークに参加できる。

2 山田

歯科衛生過程において歯科衛生上の問
題を明確に表現する。

1．歯科衛生診断の内容を理解する。
2．歯科衛生上の問題点を明確化する。
3．歯科衛生アセスメントのプロセスを説明する。
4．歯科衛生診断のタイプを列挙する。
5．歯科衛生診断文を作成する。

3～8 山田

歯科衛生診断で明示された問題点を解
決するために、具体的な対応策と優先
順位を理解する。

1．歯科衛生計画の立案方法を理解する。
2．問題点の解決順序を述べる。
3．目標の設定を理解する。
4．介入計画の立案方法を理解する。
5．歯科衛生介入の方法を述べる。
6．歯科衛生介入の記録をとる。
7．POS理論を理解する。
8．SOAPの項目を列挙する。
9．歯科衛生評価の項目を列挙する。
10．目標達成度の評価をする。
11．対象者の満足度を判定する。
12．評価後の課題の分析方法を理解する。

9～10

　
大島

歯科衛生過程に基づき、患者から得た
情報を分析し、問題点抽出と解決策を
立案し、スケーリングを実施する。

1．患者の口腔内の情報を正しく読みとる。
2．口腔内の状態に合わせて器具の選択をする。
3．患者へ配慮した操作を行う。

11 山田

口腔内の情報収集を行うために必要な
観察項目と検査内容を理解する。

1．口腔内観察の目的を述べる。
2．歯周ポケット検査の方法を列挙する。
3．エキスプローラーの使用目的を述べる。
4．エキスプローラ―の使用方法を述べる。
5．根分岐部病変の診査器具を述べる。
6．根分岐部病変の診査器具の使用法を述べる。

12～15 松本

口腔内の診査を行うために必要な診査
部位と診査項目を理解する。

1．口腔内診査の観察項目を列挙する。
2．歯・歯列の観察ができる。
3．歯面の付着物，沈着物が判断できる。
4．歯の動揺度を安全に行う。
5．歯周組織検査を正しく実施する。
6．健康な歯周組織を判断する。

一般目標
（授業概要）

健康寿命の延伸に向けた，歯・口腔の健康を維持・向上のために必要な知識・技術および態度を習得する。歯科予防処置導論では，
歯科疾患の特徴を理解し，予防処置の概念やその方法を習得する。

2023年度 教授要綱

【歯科予防処置論Ⅱ 前期（30時間），後期（30時間）】

ナンバリング

担当教員
◎：実務家教員

◎山田小枝子，◎荒木美穂，◎中嶋さつき，◎西田理恵，◎大島小帆里，◎日比野理香子，◎松本沙織，◎富山裕美，◎田原尚子，
◎加藤祐奈，◎安藤悠夏，◎前田栄里花

学習内容

到達目標・
行動目標

・歯科予防処置の定義を説明できる。
・歯科予防処置業務を列挙する。
・う蝕および歯周病の予防法を列挙する
・予防的歯石除去法を安全に行う。
・う蝕予防処置を安全に行う。

教育手法
講義，グループワーク，ディスカッション，実習

教科書
歯科予防処置論・歯科保健指導論（医歯薬出版），歯周病学第2版（医歯薬出版)，保健生態学（第3版）（医歯薬出版）

参考書

オフィスアワー

評価方法

フィードバック方法
レポート添削および口頭によるフィードバック

歯科衛生アセスメントのための情報収集と
分析
　3.口腔内診査の相互実習
　　1）口腔内診査
　　　（1）歯・歯列の観察（歯式）
　　　（2）歯面の付着物，沈着物の観察
　　　　　（エキスプローリング）
　　　（3）歯の動揺度
　　　（4）プロービング，BOP

月曜日～金曜日（9：00～17：30）

定期試験，実習態度，出席状況

歯科衛生過程の進め方
　1.歯科衛生過程の概要
　2.歯科衛生アセスメント
　　1）情報収集
　　　（1）コミュニケーション
　　　（2）問診

歯科衛生過程の進め方
　3.歯科衛生アセスメント
　　1）歯科衛生診断
　　　（1）歯科衛生診断の3つのタイプ
　　　（2）情報の統合
　　　（3）歯科衛生診断の表現方法
　　　（4）歯科衛生診断の事例

歯科衛生過程の進め方
　4.歯科衛生計画立案
　　1）優先順位の決定
　　2）目標の設定
　　3）歯科衛生介入方法の決定
　　4）歯科衛生計画の事例
　5.歯科衛生介入
　　1）歯科衛生介入の記録
　　2）歯科衛生介入の事例
　　　（1）POS理論
　　　（2）SOAP
　　3）歯科衛生評価の項目
　　4）歯科衛生評価の事例

歯科衛生アセスメントのための情報収集と
分析
　1.超音波スケーリング相互実習
　　1）超音波スケーラーの取扱い
　　2）相互実習（2人1組）

歯科衛生アセスメントのための情報収集と
分析
　2.口腔内の情報収集（講義）
　　1）口腔内の観察
　　　（1）歯周ポケット検査
　　　（2）エキスプローリング
　　　（3）根分岐部病変の診査
　　　（4）その他の手用スケーラー
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回数 担当者 学習目標（GIO） 行動目標（SBOｓ）学習内容

16,17 西田

歯科衛生アセスメントを行うために必要
な口臭の知識を習得する。

1．口臭の分類を述べる。
2．口臭の原因物質を列挙する。
3．口臭の原因を分類する。
4．口臭の予防方法を述べる。
5．口臭別の対処法を列挙する。
6．口臭の検査方法を述べる。
7．口臭の検査結果を判定する。

18～21 松本

歯科衛生介入を実施するために必要な
スケーリングテクニックを確認し、技術の
向上をする。

1．部位に合わせてスケーラーを選択する。
2．正しいポジションで行う。
3．スケーラーを正しく把持する。
4．スケーラーを適切に操作する。

22 松本

基本的なスケーリング操作を安全に実
施する。

1．スケーラーの操作部位を述べる。
2．指示された部位を正しく実施する。
3．スケーラーを正しく把持する。
4．スケーラーを安全に操作する。

23～30

大島
西田

日比野
松本

歯周疾患の正しい観察と対策法を、歯
科衛生過程に基づき実施する。

1．情報収集を確実に実施する。
2．介入に必要な問診を行う。
3．歯周組織検査を正しく行う。
4．検査結果を正しく説明する。
5．検査データを分析する。
6．問題抽出を行う。
7．問題解決の順序を決定する。
8．歯科衛生計画を立案する。
9．歯科衛生介入を実施する。
10．目標達成度を評価する。
11．対象者の満足度を判定する。
12．実施内容の評価をする。
13．歯科衛生過程における書面化を実施する。

歯科衛生介入のための歯科予防処置
　3.歯周病予防の観察ポイントと対策
　　［第1回］
　　　1.対象者の情報収集
　　　　1）問診
　　　　2）口腔内写真撮影
　　　　3）歯周組織検査
　　［第2回］
　　　2.情報収集を基に分析
　　　　1）う蝕のリスク
　　　　2）歯周病のリスク
　　　　3）不足の情報収集と必要な指導
　　［第3回］
　　　　計画を基に歯科衛生介入および指導
　　［第4回］
　　　　歯科衛生介入と最終評価

歯科衛生アセスメントのための情報収集と
分析
　5.口臭の検査
　　1）口臭
　　　（1）口臭の原因と分類
　　　（2）口臭検査の目的
　　　（3）口臭検査法の判定
　　　（4）口臭測定

歯科衛生介入のための歯科予防処置
　1.スケーリングマニキン実習
　　1）キュレットスケーリングの復習
　　　（1）机上訓練
　　　（2）マニキン実習

歯科衛生介入のための歯科予防処置
　2.マニキン実習チェック
　　1）キュレット操作のチェック
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回数 担当者 学習目標（GIO）

1,2 荒木

歯科保健指導を行うのに必要な食
生活指導の知識・技術を習得す
る。

3,4 荒木

歯科保健指導を行うのに必要な食
生活指導の知識・技術を習得す
る。

5 中嶋

配慮を要する者への口腔健康管
理に必要な知識を習得する。

6.7
中嶋

配慮を要する者への口腔健康管
理を行うのに必要なアセスメントの
目的を理解する。

8.9 中嶋

配慮を要する者への口腔健康管
理を行うのに必要な口腔健康管理
方法を理解する。

10・
11

配慮を要する者への口腔衛生管
理方法を習得する。

12・
13

配慮を要する者への口腔機能管
理方法を習得する。

14・
15

配慮を要する者への口腔健康管
理を実施するための口腔ケアプラ
ンの展開方法を習得する。

定期試験，実習態度，出席状況

1．全身状態を把握をすることができる。
2．患者に声を掛けながらアセスメントができる。
3．患者の目線より下からアセスメントがとれる。
4．口腔粘膜のアセスメントがとれる。

1．配慮を要する者への声掛けができる。
2．安全な体位を確保できる。
3．口腔清掃道具を適切に使用できる。
4．脱感作を実施できる。

1．間接訓練の種類を述べる。
2．食事介助時の安全な姿勢について述べる。
3．食事介助の留意点を述べる。

配慮を要する者における口腔衛生管理

評価方法

西田里
日比野

レポート添削および口頭によるフィードバック

1．Ｓデータ・Ｏデータを分類できる。
2．分析した情報から目標を立てる。
3．短期目標・長期目標を基に歯科衛生介入計画を立案できる。
4．実施記録を作成できる。

1．口腔ケアプランの立案ができる。
2．口腔清掃道具を選択できる。
3．口腔清掃道具が適切に使用できる。
4．安全に配慮して口腔清掃ができる。

フィードバック
方法

学習内容

食生活および食習慣の把握

食生活とう蝕誘発性

配慮を要する者への歯科保健指導

1．う蝕誘発性を説明する。
2．う蝕誘発性指数（ＣＰＩ）を正しく算出する。
3．代用甘味料の分類を述べる。
4．糖アルコールの種類を述べる。
5．キシリトールの特徴を述べる。
6．咀嚼と食品について説明する。
7．歯周病と食生活の関連を説明する。

2023年度 教授要綱

【歯科保健指導論Ⅱ　前期（30時間） 】

健康寿命の延伸に向けた，歯・口腔の健康を維持・向上のために必要な知識・技術および態度を習得する。歯科保健指導論Ⅱでは，健康
寿命の延伸に向けた，栄養指導の知識，また高齢者の口腔機能の維持向上に向けた対応について学ぶ。

・健康の維持のために必要な栄養の知識を学ぶ。
・現代の食事摂取における栄養上の問題点を理解する。
・健康を維持するのに必要な栄養摂取の方法を学ぶ。
・高齢者への対応に必要なその特徴について理解する。
・高齢者への対応に必要なアセスメント法を理解する。

担当教員
◎：実務家教員

一般目標
（授業概要）

到達目標・
行動目標

◎山田小枝子，◎荒木美穂，◎中嶋さつき，◎西田理恵，◎大島小帆里， ◎西田里美，◎日比野理香子,　◎松本沙織,　◎衣斐あさ美,
◎富山裕美,　◎田原尚子,　◎加藤祐奈,　◎安藤悠夏,　◎前田栄里花

講義，グループワーク，ディスカッション，実習教育手法

教科書

参考書

オフィスアワー

なし

歯科予防処置論・歯科保健指導論（医歯薬出版），歯周病学第2版（医歯薬出版)，保健生態学（第3版）（医歯薬出版），栄養と代謝（医歯薬
出版）　　高齢者歯科第2版（医歯薬出版）

月曜日～金曜日（9：00～17：30）

1．我が国における近年の食生活の問題点を述べる。
2．国民栄養の課題について述べる。
3．健康日本21における「食生活・栄養」についての目標を列挙
する。

1．口腔健康管理の目的を述べる。
2．口腔清掃自立度判定を述べる。
3．姿勢調整の目的を述べる。

行動目標（SBOｓ）

配慮を要する者における口腔健康管理の
実際
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回数 担当者 学習目標（GIO）

1 大島

カルテ記入人時の補助を行うため
の知識および記入方法を習得す
る。

2・3 西田

直接修復を行うための診療の流れ
を理解し基本的知識・技術及び態
度を身に付ける。

4・5 日比野

麻酔抜髄時における診療補助を安
全かつ円滑に行うために知識・技
術および態度を身に付ける。

6・7 日比野

歯内療法時における診療補助を安
全かつ円滑に行うために知識・態
度を身に付ける。

8・9 松本

歯周治療の補助を行うための基本
的知識・技術・態度を身に付ける。

10・
11

日比野

補綴治療時の補助を行うために基
本的知識・技術・態度を身に付け
る。

12・
13

中嶋

補綴治療時の補助を行うために基
本的知識・技術・態度を身に付け
る。

14・
15

松本

歯科口腔外科時の補助を行うため
の基本的知識・技術および態度を
身に付ける。

16・
17

中嶋

歯科口腔外科時の補助を行うため
の基本的知識・技術および態度を
身に付ける。

18・
19

松本

小児歯科治療時の補助のために
必要な患者対応および基本的知
識・技術および態度を身に付ける。

20・
21

大島

矯正歯科治療の補助を行うために
必要な知識・技術・態度を身に付け
る。

22 中嶋
摂食機能療法を実践するために摂
食嚥下のメカニズムを理解する。

2023年度 教授要綱

【歯科診療補助論Ⅱ　前期（60時間）後期（30時間）】

担当教員
◎：実務家教員

◎山田小枝子，◎荒木美穂，◎中嶋さつき，◎西田理恵，◎大島小帆里，◎日比野理香子，◎松本沙織，◎小谷いずみ，
◎富山裕美，◎衣斐あさ美，◎田原尚子，◎田中恵，◎縄田理佳，◎加藤祐奈，◎安藤悠夏，◎前田栄里花

一般目標
（授業概要）

さまざまなライフステージにおける歯科医療に対応するために, 専門的な歯科医療の補助に関する基礎知識，技術および態度を習得する。

到達目標・
行動目標

・歯科診療の補助を安全かつ円滑に行うために治療の流れ，留意点を述べる。
・歯科診療の補助を安全かつ円滑に行うために使用器材の取り扱い方法を述べる。
・さまざまのライフステージにおける患者対応方法を述べる。
・歯科治療時における患者指導ができる。

教育手法 講義，グループワーク，ディスカッション，実習

教科書 歯科診療補助論（医歯薬出版），保存修復・歯内療法学（医歯薬出版）,口腔外科（医歯薬出版）,歯科矯正（医歯薬出版）,,小児歯科（医歯薬
出版）,障碍者歯科（医歯薬出版）,歯科補綴（医歯薬出版）,高齢者歯科（医歯薬出版）,歯科材料と知識（医歯薬出版）,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）

参考書 なし

オフィスアワー 月曜日～金曜日（9：00～17：30）

評価方法 定期試験, 実習態度, 出席状況

フィードバック
方法

レポート添削および口頭によるフィードバック

学習内容 行動目標（SBOｓ）

カルテ記入補助 1．カルテ記入に使用する略記号を列記する。
2．歯式を正しく記入する。
3．歯周組織検査を正しく記入する。

保存修復治療時の補助①
　-直接修復-

1．コンポジットレジン修復の手順を説明する。
2．コンポジットレジン修復の使用器材を準備できる。
3．コンポジットレジン充填の補助ができる。

歯内療法時の補助①
　-麻酔抜髄-

1．麻酔抜髄の手順を説明する。
2．麻酔抜髄の使用器材を準備することができる。
3．麻酔抜髄の補助ができる。

歯内療法時の補助②
　-根管充填-

1．根管充填の手順を説明する。
2．根管充填の使用器材を準備することができる。
3．根管充填の補助ができる。

歯周療法時の補助 1．歯周治療の流れを説明する。
2．歯周基本治療について述べる。
3．歯周外科治療に必要な器具を述べる。
4．歯周パックの目的を述べる。
5．歯周パックの取り扱いができる。

補綴治療時の補助①
　-クラウン-

1．クラウン製作に必要な器材を準備できる。
2．歯肉圧排に必要な器材を述べる。
3．精密印象に必要な器材を準備できる。
6．補綴物の管理について指導することができる。

補綴治療時の補助②
　-義歯-

1．義歯製作のための器材を準備できる。
2．義歯製作の手順を述べる。
3．義歯の管理について指導することができる。

歯科口腔外科治療時の診療補助① 1．局所麻酔の準備ができる。
2．抜歯術の手順が説明できる。
3．抜歯術の使用器具を準備できる。
4．外科小手術の手順を説明できる。
5．外科小手術の使用器材の準備ができる。

歯科口腔外科治療時の診療補助② 1．バイタルサインの正常値を述べる。
2．脈拍測定ができる。
3．血圧測定ができる。
4．動脈血酸素飽和濃度が測定できる。

小児歯科治療時の診療補助 1．行動変容法を述べる。
2．乳歯用既製金属冠の手順と使用器材を述べる。
3．乳歯の生活歯髄切断法の手順と使用器材を述べる。

矯正歯科治療時の診療補助 1．矯正歯科用器材の種類を説明できる。
2．矯正装置の使用目的・管理方法を説明できる。
3．矯正治療に関する患者指導ができる。

摂食機能療法時の診療補助 1．摂食嚥下のメカニズムの5期モデルを述べる。
2．摂食機能療法における歯科衛生士の役割を説明する。
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回数 担当者 学習目標（GIO）学習内容 行動目標（SBOｓ）

23～
25

荒木
中本

インプラント治療時の補助を行うた
めに基本的知識・技術・態度を身に
付ける。

26～
29

中嶋

高齢者施設における歯科衛生士の
役割を理解し, 口腔機能向上支援
を実施するための知識・技術・態度
を身に付ける。

30・
31

中嶋

周術期口腔管理を実践するために
知識・技術・対応を身に付ける。

32 田中

障がいを持った方の歯科診療に必
要な知識・技術・対応を身に付け
る。

35 土藏

歯科の現場における感染予防対策
の重要性を理解する。

36・
37

西田

間接修復を行うための診療の流れ
を理解し基本的知識・技術及び態
度を身に付ける。

38 小谷

エックス線写真撮影時の補助のた
めに必要な撮影手順を理解する。

39～
42

中嶋
縄田

歯科訪問診療を行うために基本的
知識・技術・態度を身に付ける。

43～
45

中嶋
山田

口腔機能低下症の患者対応するた
めに概要を理解し診断の補助方法
を身に付ける。

インプラント治療時の診療補助 1．インプラント治療の流れを述べる。
2．インプラント一次オペの手順を説明できる。
3．インプラント治療で使用する器具を列挙する。
4．インプラント治療の留意点を説明する。
5．インプラント手術後の患者指導を述べる。

院内感染対策の実際 1．滅菌と消毒の定義が説明できる。
2．滅菌，消毒，洗浄の方法について説明できる。
3．消毒薬の特徴と用途について説明できる。
4．医療廃棄物の分類と分別を区別できる。

保存修復治療時の補助②
　-間接修復-

1．インレー修復の手順が説明できる。
2．インレー修復で使用する器材を準備する。
3．インレー修復の補助ができる。
4．覆髄剤・裏層材の取り扱いができる。

高齢者施設における口腔機能向上支援 1．口腔機能向上支援を担う職種を述べる。
2．口腔機能向上支援の立案ができる。
3．口腔機能向上支援を実施することができる。

周術期における専門的口腔健康管理の対
応

1．周術期における口腔健康管理の概要を述べる。
2．周術期の病態とその治療法を説明できる。
3．化学療法・放射線療法における口腔有害事象を述べる。

障がい歯科治療時の診療補助 1．障がい者歯科での歯科衛生士の役割を述べる。
2．障がい者（児）の診療補助における配慮を説明する。
3．障がい者（児）における行動調整法を列挙する。

エックス線撮影時診療補助 1．歯科用エックス線撮影法を述べる。
2．エックス線撮影時の患者対応を述べる。
3．フィルムの管理を実施できる。

歯科訪問診療時の診療補助 1．在宅医療の目的を述べる。
2．訪問診療と外来診療の違いを述べる。
3．訪問歯科診療における歯科衛生士の役割を説明できる。
4．多職種共同における歯科衛生士の役割を述べる。
5．訪問診療に携わる職種を列挙できる。

口腔機能低下症における診療補助 1．オーラルフレイルの概要を述べる。
2．口腔機能の評価項目を述べる。
3．口腔機能の評価ができる。

33・
34

荒木
中嶋

医療安全と感染予防 1．医療安全の概念とその対策を説明できる。
2．インシデント・アクシデント報告の目的を具体的に述べる。
3．歯科医療における感染症の概念とその対策を説明できる。

医療の質と安全を確保するために
リスクを察知し自ら安全な行動がと
れる。

1．偶発事故や緊急時の対応を選択することができる。
2．感染事故時の対応を判断することができる。
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◎川木晴美

火曜日～金曜日　16：30～17：30
１号館4F　口腔生化学分野研究室

定期試験

回数 担当者 学習目標（GIO）

1 川木

炭素を主要な構成元素とする化合
物についての基本的な知識を習得
し、五大栄養素の概略を理解す
る。

2 川木

糖質の種類について復習し、新た
に学ぶ食物繊維を含め、栄養素と
しての意義を理解する。

3 川木

脂質の種類について復習し、栄養
素としての意義を理解する。

4 川木

アミノ酸とタンパク質について復習
し、栄養素としての意義を理解す
る。

5 川木

ビタミンの種類と分類および機能を
理解する。

6 川木

ミネラルの種類と分類および機能と
水の特性を理解する。
カルシウムの調節機構を理解す
る。

7 川木

第1～6回の講義の内容について、
実践的な課題を解くことができる。

講義、e-learning、ディスカッション、グループワーク

歯科衛生士教本　人体の構造と機能2　栄養と代謝

行動目標（SBOｓ）

7回目、11回目、15回目に行う課題について、ディスカッションとグループワークを行い解説する。

脂質を構成する主要元素を列挙できる。
多価不飽和脂肪酸をn-系列で分類できる。
代表的な単純脂質、複合脂質、その他の脂質を列挙し、構造
を説明できる。
栄養素としての脂質の意義を説明できる。

物質の分類。物質の三態について説明できる。
物質を構成する原子やその成分である元素と周期表について
説明できる。

糖質を構成する主要元素を列挙できる。
代表的な単糖、二糖、多糖類を列挙し、構造を説明できる。
栄養素としての糖質の意義を説明できる。

永末書店　イラストでわかる歯科医学の基礎、歯科衛生士教本　化学、歯科衛生士教本　生物学

タンパク質を構成する主要元素を列挙できる。
特徴的なアミノ酸の構造を説明できる。
栄養素としてのタンパク質の意義を説明できる。

主なビタミンを列挙し、水溶性、脂溶性に分類できる。
主なビタミンの作用と欠乏症を説明できる。
ホルモンにも分類されるビタミンDの生成機構を説明できる。

ミネラルを主要ミネラルと微量ミネラルに分類できる。
人体を構成する主な元素を列挙し、栄養素としてのミネラルに
ついて説明できる。
ホルモンによる血漿カルシウム調節機構を説明できる。

2023年度 教授要綱

【栄養指導】

歯科保健活動の一環として行う栄養指導、保健指導に必要な基礎的事柄を理解する。

1.生体の構成成分であり、三大栄養素でもある糖質、脂質、タンパク質の構造と機能、ならびにその生体内代謝を説明できる。
2.ビタミン、ミネラルの生体内での作用を説明できる。
3.生体で働く主な酵素、ホルモンを説明できる。
4.日本人の食生活の現状とメタボリックシンドロームの関連について概説できる。
5.日本人の食事摂取基準（2020年度版）の概要を説明できる。
6.食事バランスガイドについて概説できる。
7.食品を分類できる。

ナンバリング

担当教員
◎：実務家教員

一般目標
（授業概要）

到達目標・
行動目標

教育手法

教科書

参考書

オフィスアワー

評価方法

フィードバック
方法

学習内容

・人体を構成する元素と化合物
・五大栄養素概説

・栄養素としての糖質（食物繊維（多糖）を含
む）

・栄養素としての脂質

・栄養素としてのタンパク質
・アミノ酸配列が特徴的なタンパク質

・ビタミン

・ミネラルと水

まとめと演習①
（ディスカッション　グループワーク　または
e-learning）
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回数 担当者 学習目標（GIO） 行動目標（SBOｓ）学習内容

8 川木

消化酵素について学び、消化後の
栄養素の吸収機構を理解する。

9 川木

栄養素の代謝経路を理解する。
血糖値調節機構を理解する。

10 川木

糖質の種類と構造について復習
し、甘味料として利用されているも
のを理解する。
糖質以外の甘味料についてその化
学的分類等を理解する。
血糖値の調節機構を理解する。

11 川木

個人のエネルギー必要量の求め
方、摂取量の評価法を知る。
基礎代謝の求め方を知る。

12 川木

第8～11回の講義の内容につい
て、実践的な課題を解くことができ
る。

13 川木

食事摂取基準とは何か、その目的
や概要を知る。

14 川木

食バランスガイドを理解する。
食品の分類について理解する。

15 川木

第13, 14回の講義の内容につい
て、実践的な課題を解くことができ
る。
講義全体を復習する。

個人のエネルギー必要量の求め方、摂取量の評価法nonbar
いついて概説できる。
基礎代謝の求め方について概説できる。
基礎代謝に関連するホルモンを挙げ説明できる。

食事摂取基準について概説できる。
食事摂取基準における策定栄養素を列挙し、定められている
項目について概説できる。

食事バランスガイドに定められた内容を概説できる。
身近な食品を分類できる。

ヒトの消化酵素を列挙し、基質と生成物を説明できる。
栄養素の吸収過程を概説できる。

栄養素の代謝過程を概説できる。
ホルモンによる血糖値調節の仕組みを説明できる。

甘味料を糖質系と非糖質系に分類できる。
甘味料を、口腔内細菌の酸産生の原因となるかどうかで分類
でき、ステファン曲線との関係を説明できる。
糖質の摂取と血糖値の変動について説明できる。
血糖値の変動に関与しない甘味料を説明できる。

・栄養素の代謝

・糖質の種類と構造応用編
　　甘味料
・人工甘味料（糖質以外の様々な物質を含
む）
・血糖値調節

・日本人の食生活事情
・基礎代謝とエネルギー必要量

まとめと演習③
（ディスカッション　グループワーク　または
e-learning）

・栄養素の消化と吸収

まとめと演習②
（ディスカッション　グループワーク　または
e-learning）

・日本人の食事摂取基準
　　摂取量の指標と策定栄養素

・日本人の食事摂取基準
　　食事バランスガイド
・食品の分類
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◎原田尚武，◎櫻井学

月曜～金曜日（9：00～17：30）

筆記、多肢選択試験 １００点

回数 担当者 学習目標（GIO）

1 原田

臨床検査の倫理と安全
臨床検査はなぜ必要か
について理解する。

2 原田

体温検査について理解する。

3 原田

筋電図検査、脳波検査
について理解する。

4 原田

血液を用いる検査、感染症検査
について理解する。

5 原田

感染症検査、病理検査、口臭検
査、
味覚検査について理解する。

6 原田

歯科金属アレルギーの検査、
舌の検査、口腔粘膜の検査、
唾液検査、歯周組織の検査、
歯の検査、根管内細菌培養検査
について理解する。

7 原田

摂食嚥下関連の検査
について理解する。

8 櫻井

歯科麻酔について理解する。

検体検査
（血液を用いる検査、感染症検査）

検体検査
（感染症検査、病理検査、口臭検査、
味覚検査）

口腔領域の臨床検査

摂食嚥下関連の検査

歯科麻酔とは

フィードバック
方法

学習内容

臨床検査の倫理と安全
臨床検査はなぜ必要か

生体検査（体温検査）

生体検査（筋電図検査、脳波検査）

教育手法

教科書

参考書

オフィスアワー

評価方法

2023年度 教授要綱

【臨床検査法】

全身疾患をもった患者の歯科診療補助にあたり、全身疾患を把握し必要な検査を理解し、口腔のみならず全身の管理ができることを目標
とする。

検査の意義を理解する。全身疾患を理解する。疾患別に必要な検査を理解する。正常な検査値を理解する。異常な検査値を理解する。

ナンバリング

担当教員
◎：実務家教員

一般目標
（授業概要）

到達目標・
行動目標

講義

新歯科衛生士教本 　歯科診療補助　臨床検査法 （医歯薬出版株式会社）

行動目標（SBOｓ）

レポート添削および口頭によるフィードバック

筋電図とは、筋電図検査の意義、筋電図検査の方法
脳波検査とは、を説明できる。

臨床検査の倫理、臨床検査の安全性、臨床検査とは何か
臨床検査の実際を説明できる。

体温とは、体温測定の意義、体温の測定法、体温の変動
を説明できる。

血液凝固・線溶系検査、生化学検査、免疫・血清検査
血液型検査を説明できる。

細胞診、組織診を説明できる。

舌の観察、舌の臨床項目、口腔粘膜の観察、口腔粘膜の臨床
項目
唾液検査の意義、歯周局所の炎症の程度を調べる検査
を説明できる。

摂食嚥下障害の検査を説明できる。

局所麻酔について説明ができる。
全身管理について説明ができる。
　・全身疾患保有患者の管理
　・歯科恐怖症の管理
　・高齢者、妊婦、小児、障がい者の全身管理
　・精神鎮静法、全身麻酔
　・救急対応
ペインクリニックについて説明ができる。
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月曜日～金曜日（9：00～17：30）

実技試験・口頭試問（100点満点 ）

回数 学習目標（GIO）

1

歯科治療の補助を円滑に行うため
の知識・技術を修得する。

2

バキューム操作を安全・的確に行う
ために必要な知識・技術を習得す
る。

3

診療の用途に合ったセメント練和が
行える。

4

精密印象採得時のアシスタントを適
切に行うための知識・技術・態度を
習得する。

5

SUSブラシ・PMTC・洗浄を行うのに
必要な知識・技術を習得する。

6

超音波スケーリングを行うのに必要
な知識・技術を習得する。

7

義歯装着患者に必要な指導を実施
する。

8

患者の口腔アセスメントに必要な知
識・技術を習得する。

9

医療安全のために適切な感染管理
に基づいた感染防止の知識・技術
を習得する。

10

歯周疾患に対する継続管理を行う
のに必要な保健指導・予防処置の
知識・技術を習得する。

11

臨床実習を行うにあたり必要な知
識・技術・態度を習得する。

患者誘導 1．対象患者を誘導できる。
2．患者に配慮して誘導できる。
3．患者に応じた対応ができる。
4．診療内容に即した準備ができる。

1．スクラッビング法の説明を正しく行う。
2．歯周組織検査の結果を正しく説明する。
3．オレリーのＰＣＲを基に口腔清掃状態を説明する。
4．補助清掃道具の使用方法を正しく説明する。
5．患者が理解しやすい説明が行える。

1．必要物の準備ができる。
2．必要器材を適切に取り扱うことができる。
3．安全な操作ができる。
4．適切な指導ができる。
5．臨床実習を行うための知識を述べることができる。

ブラッシング指導チェック

最終チェック

1．義歯の着脱について説明できる。
2．義歯の清掃方法を指導することができる。
3．義歯の保管方法を指導することができる。
4．患者が理解しやすい言葉や媒体の提示ができる。

1．カルテ記載の略語を正しく記入できる。
2．口腔内観察の補助を行うことができる。
3．歯垢染色のチャートマーキングを正確に行う。
4．ＰＰＤ（4点法）の記入を正しく行う。
5．ＰＰＤ（6点法）の記入を正しく行う。

1．器具を安全に取り扱うことができる。
2．医療廃棄物を分別することができる。
3．医療廃棄物を安全に取り扱うことができる。
3．清潔不潔の区別ができる。

義歯取扱い

口腔アセスメント

医療安全と感染予防

1．精密印象採得時に必要な器具を準備できる。
2．トレーの選択を適切に行うことができる。
3．印象採得時の共同動作を実践できる。
4．操作時間内で印象採得を実践できる。
5．採得時に患者に声掛けができる。
6．印象採得時の患者の環境に配慮ができる。

1．SUSブラシを適切に操作できる。
2．PMTCを適切に実施する。
3．口腔内洗浄を適切に実施する。
4．安全な操作ができる。
5．患者に配慮できる。

1．部位に応じたポジショニングが実践できる。
2．超音波スケーラーを適切に操作できる。
3．安全な操作ができる。
4．患者に配慮できる。

ＳＵＳブラシ・PMTC・洗浄

寒天・アルジネート連合印象採得

超音波スケーリング

1．バキュームの目的を述べることができる。
2．吸引禁忌部位を述べることができる。
3．口腔内の各ブロックにバキュームチップを的確に挿入するこ
とができる。
4．安全に配慮したバキューム操作ができる。
5．適切な声掛けができる。
6．術部に応じたライティングができる。

1．用途に合わせてセメントを選択できる。
2．セメント練和に必要な器材が選択できる。
3．歯科用セメントを適切に練和できる。
4．目的に合った稠度で練和できる。

バキューム・ライティングテクニック

歯科材料取扱い（セメント）

行動目標（SBOｓ）

到達目標・
行動目標

・清潔な身だしなみで実習を受ける。
・言葉遣いや態度・行動に注意を払う。
・医療人としての心構えをもって実習に臨む。
・自己を客観的に評価し、自らを向上させる能力を身につける。
・歯科治療で使用する器具・器材の名称・用途を述べる。
・歯科治療に必要な器具・器材を準備する。
・共同動作の要点を理解し器具の受け渡しを行う。

教育手法 実習

教科書 歯科予防処置論・歯科保健指導論（医歯薬出版），　臨床関連科目

参考書

オフィスアワー

評価方法

フィードバック
方法

レポート添削および口頭によるフィードバック

学習内容

一般目標
（授業概要）

臨床実習で歯科治療のアシスタントを円滑に行うために必要な知識・技術・態度を身につける。

2023年度 教授要綱

【臨床基礎実習】

ナンバリング

担当教員
◎：実務家教員

◎山田小枝子，◎荒木美穂，◎中嶋さつき，◎西田理恵，◎大島小帆里，◎日比野理香子，◎松本沙織，◎富山裕美，◎田原尚子
◎衣斐あさ美  ◎加藤祐奈，◎安藤悠夏，◎前田栄里花
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月曜日～金曜日（9：00～17：30）

筆記試験，実習態度

学習目標（GIO） 行動目標（SBOｓ）

小学校，幼稚園における歯科衛
生教育の実際を知るために必要
な知識・技術・態度を習得する。

1．小学校・幼稚園における歯科衛生教育の重要
　　性を説明できる。
2．「「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康
　　づくり」に基づいた指導の要点を述べる。
3．対象学年に応じた指導内容を討議する。
4．指導案に沿った媒体を作製できる。
5．協同して媒体を製作できる。
6．対象学年に応じたコミュニケーションが行える。
7．意欲をもって積極的に実習に取り組むことがで
　　きる。
8．実習生としてふさわしい態度と身だしなみで参
　　加できる。
9．実習レポートの内容を適切にまとめることがで
　　きる。
10．実習レポートの提出期限を守ることができる。

対象別指導法
　1.年齢別の発育状態
　2.年齢別口腔の変化
　3.年齢に応じた口腔管理の指導

学習内容

教科書 歯科予防処置論・歯科保健指導論（医歯薬出版），小児歯科（医歯薬出版)，保健生態学（第2版）（医歯薬出版）

参考書

オフィスアワー

評価方法

フィードバック方法
口頭によるフィードバック

一般目標
（授業概要）

小学校，幼稚園における歯科衛生教育の実際を知るために必要な知識・態度を習得する。

到達目標・
行動目標

1．小学校・幼稚園における歯科衛生教育の重要性を説明できる。
2．「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくりに基づいた指導の要点を列挙する。
3．対象学年に応じた指導内容を討議する。
4．指導案に沿った媒体を作成できる。
5．協同して媒体を製作できる。
6．対象学年に応じたコミュニケーションが行える。
7．意欲をもって積極的に実習に取り組むことができる。
8．実習生としてふさわしい態度と身だしなみで参加できる。
9．実習レポートの内容を適切にまとめることができる。
10．実習レポートの提出期限を守ることができる。

教育手法
講義，グループワーク，実習

2023年度 教授要綱

【臨地・臨床実習Ⅰ】

ナンバリング

担当教員
◎：実務家教員

◎山田小枝子，◎荒木美穂，◎中嶋さつき，◎西田理恵，◎大島小帆里，◎日比野理香子，◎松本沙織
◎田原尚子，◎富山裕美，◎安藤悠夏，◎臼田都美，◎川瀬恭子

39



学習目標（GIO） 行動目標（SBOｓ）

歯科診療の初診時における診断に
必要な知識・技術・態度を習得する。

1.好感の持てる患者対応ができる。
2.患者誘導を適切に行える。
3.初診室における歯科衛生士の役割を述べる。
4.患者さんとの良好なコミュニケーションがとれる。
5.歯式の記入を正しく行うことができる。

歯科診療の初診時における診断に
必要な知識・技術・態度を習得する。

1.好感の持てる患者対応ができる。
2.口内法エックス線撮影の原理について説明できる。
3.パノラマエックス線撮影の原理について説明できる。
4.撮影補助が行える。
5.歯科放射線における知識を習得できる。

インプラント治療における歯科衛生
士に必要な知識・技術・態度を習得
する。

1.インプラントの構造を述べることができる。
2．インプラントオペ（1次・2次）の手順を述べることができる。
3.暫間上部構造・上部構造の印象採得の手順を述べることがで
きる。
4.暫間上部構造・上構造物装着の手順を述べることができる。
5.インプラント治療のメインテナンスの目的を述べることができ
る。

歯周病の継続管理に必要な知識・技
術・態度を習得する。

1.患者誘導を適切に行える。
2.PCRチャート・歯周組織検査の記入を正しく行うことができる。
3.診療時の必要器材が準備できる。
4.適切な診療補助ができる。
5.歯周治療における知識を習得する。

患者のニーズに応じた歯科治療にお
ける知識・技術・態度を習得する。

1.患者誘導が適切に行える。
2.患者さんとの良好なコミュニケーションが行える。
3.歯科診療における必要物が準備できる。
4.歯科材料の取り扱いができる。
5.適切なバキューム操作ができる。

フィードバック方法
レポート添削および口頭によるフィードバック

学習内容

朝日大学医科歯科医療センター
　1.口腔診断放射線科(初診）
　　1）患者誘導および各診療科への案内
　　2）初診患者の口腔診査補助（歯式記入）
　　3）画像検査法の見学
　　4）医療面接の見学

朝日大学医科歯科医療センター
　2.歯科放射線科
　　1）患者誘導
　　2）口内法エックス線撮影の補助
　　3）パノラマエックス線撮影の補助
　　4）画像検査法の見学

朝日大学医科歯科医療センター
　3.口腔インプラント科
　　1）患者誘導
　　2）手術見学
　　3)メインテナンス見学
　　4)暫間上部構造・上部構造物の印象採得補助
　　5）暫間上部構造・上部構造物の装着補助
　　6）ステント（診断用ステント・サージカルステント）の
　　　 印象採得補助

朝日大学医科歯科医療センター
　4.歯周病科
　　1）患者対応・患者誘導
　　2）PCRチャート・歯周組織検査時の補助
　　3）必要器具・器材の準備
　　4）診療補助

朝日大学医科歯科医療センター
　5.総合歯科
　　1）患者誘導
　　2）歯科診療の介助

評価方法
レポート評価，口頭試問

一般目標
（授業概要）

歯科衛生士業務を修得するために，歯科診療の場をとおして歯科衛生士として必要な知識・技術および態度を身につける。

到達目標・
行動目標

（1）対人関係
　　①歯科医師からの指示内容を踏まえた対応ができる
　　②多職種と協働し，対象者へ連携のとれた対応ができる。
　　③対象者の守秘義務を遵守できる。
（2）診療室の管理
　　①診療室のルールを理解し行動できる。
　　②医療安全に配慮し行動できる。
　　③感染予防（衝動・滅菌・手指消毒等）対策に応じて行動できる。
（3）歯科衛生士業務
　　①対象者からのニーズや訴えを判断しそれに応じた対応ができる。
　　②歯科医師からの指示内容を理解し実践できる。
　　③処置を行う必要性を科学的に説明できる。
　　④資料やデータから歯科衛生業務の内容を判断して行動できる。
　　⑤対象者に応じた口腔健康管理指導ができる。
　　⑥多職種と連携した共同動作ができる。

教育手法
実習態度，レポート評価

教科書

参考書

オフィスアワー
火曜日～土曜日（8：50～16：00）

2023年度 教授要綱

【臨地・臨床実習Ⅰ】

ナンバリング

担当教員
◎：実務家教員

各診療科の臨床実習指導者
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学習目標（GIO） 行動目標（SBOｓ）学習内容

歯冠修復，歯内療法および歯冠補綴
治療の補助における知識・技術・態
度を習得する。

1.根管治療の必要物を説明できる。
2.保存修復治療の種類を説明できる。
3.歯科補綴治療の種類を説明できる。
4.印象採得の補助を適切に行うことができる。
5.用途に合わせたセメントおよび器具を選択できる。

口腔外科治療の補助を行うために必
要な知識・技術・態度を習得する。

1.バイタル・モニターのチェックができる。
2.スタンダードプレコーションに配慮して行動できる。
3.埋伏抜歯の手順と必要物を述べることができる。
4.抜歯後の注意事項を患者に指導することができる。
5.口腔外科手術の介助を行うことができる。
6.歯科口腔外科における知識を習得できる。

スペシャルニーズの歯科治療に必要
な知識・技術・態度を習得する。

1.指導者の支持のもと患者に合わせた患者誘導ができる。
2.患者の疾患や障害に合わせた不安を軽減する声掛けができ
る。
3.指導者の指示のもと患者の疾患や障害に合わせた診療補助
ができる。
4.障がい者の口腔管理について説明できる。
5.ライフステージに合わせた摂食・嚥下のメカニズムについて説
明できる。

小児歯科診療の補助を行うために歯
科衛生士として必要な知識・技術・態
度を習得する。

1.意欲的な姿勢で実習ができる。
2.患児に応じた対応ができる。
3.小児歯科診療時の介助が適切にできる。
4.小児歯科診療の準備ができる。
5.小児歯科における知識が身についている。

矯正歯科治療の補助を行うために必
要な歯科衛生士としての知識・技術・
態度を習得する。

1.意欲的な姿勢で実習できる。
2.矯正患者の口腔保健管理の知識を身につける。
3.矯正歯科治療お器具の名称・用途を述べることができる。
4.矯正治療時における必要物が準備できる。
5.矯正歯科における知識を身につける。

消毒・滅菌の定義を理解し、器具器
材を安全に取り扱う。

1.器具管理を理解する。
2.消毒方法を理解する。
3.滅菌方法の種類を述べる。
4.器具を安全に取り扱う。

歯科治療の補助を行うために患者の
ニーズに応じた知識・技術・態度を習
得する。

1.適切な患者誘導ができる。
2.患者との良好なコミュニケーションができる。
3.歯科診療における必要物が準備できる。
4.用途に合わせたセメント練和ができる。
5.印象材の練和ができる。
6.適切なバキューム操作ができる。

病院における歯科の役割を理解し，
歯科衛生士に求められる知識・技
術・態度を習得する。

1.好感の持てる患者対応ができる。
2.患者（主訴・愁訴・社会的背景・全身疾患を含む）を理解するた
めの努力ができる。
3.標準予防策を理解して実践できる。
4.口腔外科の小手術における器具・器材の取り扱いが正しくでき
る。
5.抜歯の術前・術後に必要な患者指導を理解できる。
6.摂食嚥下障害に対する基本的な対応を学ぶことができる。

デイサービスにおける口腔機能向上
支援を行うために必要な歯科衛生士
の知識・技術・態度を習得する。

1.利用者に適したコミュニケーションができる。
2.利用者の安全や施設内の感染予防に配慮できる。
3.介護の質の向上のために多職種と連携できる。
4.口腔機能向上支援を実践できる。

健康増進や成長発達の促進の観点
から，地域住民に必要な保健指導や
支援を行うために必要な基礎能力を
習得する。

1.子どもとその家族また対象者を尊重した対応ができる。
2.対象者の問題解決に必要な補助ができる。
3.施設における多職種連携と歯科衛生士の責務を理解して行動
できる。
4.保健センターの事業における歯科衛生士の基本的姿勢や倫
理観をもって対応できる。
5.事業の内容を理解しレポート記入ができる。

朝日大学医科歯科医療センター
　10.矯正歯科
　　1）患者誘導
　　2）矯正装置装着時の歯面研磨および歯面清掃の見学
　　3）矯正歯科治療時の介助
　　4）ブラッシング指導

朝日大学医科歯科医療センター
　11.消毒室
　　1）消毒・滅菌
　　2）歯科用器具の取扱い

朝日大学ＰＤＩ岐阜歯科診療所
　1）患者誘導
　2）歯科診療の介助
　3）歯周治療時の診療補助

朝日大学病院（歯科口腔外科）
　　1）標準予防策概念・感染経路別予防策
　　2）PPE/個人防護具の適正利用
　　3）患者誘導
　　4）診療補助
　　5）口腔外科初診/医療面接見学
　　6）口腔外科小手術の器材準備・片付け
　　7）口腔外科小手術の間接介助・直接介助
　　8）摂食嚥下リハビリテーション見学
　　9）口腔機能低下症検査見学
　10）周術期等口腔機能管理見学
　11）口腔衛生管理・口腔健康管理見学
　12）多職種連携見学

高齢者介護施設（デイサービスセンター：円苑）
　1）利用者および多職種とのコミュニケーション
　2）多職種連携
　3）口腔機能向上支援

保健センター
　1）乳幼児相談（4カ月児対象）
　2）10カ月児相談
　3）1歳6か月児健診
　4）2歳児健診
　5）3歳児健診
　6）無料歯科検診
　7）親子ふれあい教室
　8）離乳食教室（7・8カ月児対象）
　9）乳がん検診
　10）肺がん検診

朝日大学医科歯科医療センター
　9.小児歯科
　　1）患児・保護者への対応
　　2）小窩裂溝填塞法見学
　　3）フッ化物歯面塗布見学
　　4）定期健診の補助
　　5）診療の介助

朝日大学医科歯科医療センター
　6.保存修復科・歯内療法科・歯科補綴科
　　1）患者誘導
　　2）歯冠修復治療・歯内療法・歯科補綴治療の介助
　　3）スケーリングの見学
　　4）PMTCの見学
　　5）各科の指導医による実習

朝日大学医科歯科医療センター
　7.歯科口腔外科
　　1）患者誘導
　　2）口腔外科手術の器具準備
　　3）口腔外科手術の直接介助
　　4）口腔外科手術の関節補助
　　5）血圧測定実習

朝日大学医科歯科医療センター
　8.障がい者歯科
　　1）患者誘導
　　2）診療の介助
　　3）口腔衛生指導見学
　　4）ブラッシング指導の見学
　　5）歯面研磨の見学
　　6）静脈内鎮静法手術の見学
　　7）摂食・嚥下リハビリテーションの見学
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