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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
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専
門
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組み

歯科予防処置論

区　分
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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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◎廣瀬晃子

回数 担当者 学習目標（GIO）

1 廣瀬

１） 衛生行政の目的と組織を理解
する。

2～4 廣瀬

１） 医療従事者の身分に関する法
律を理解する。
２） 医療に関する法律を理解する。
３） 薬事に関する法律を理解する。

5 廣瀬

１） 保健医療統計調査を理解す
る。
２） 医療施設と医療関係者の推移
を理解する。
３） 国民医療費について理解する。

6～8 廣瀬

１） 社会保障の目的と機能を理解
する。
２） 社会福祉行政の仕組みを理解
する。

衛生関係法規 1. 歯科衛生士法を説明できる。
2. 医師法、歯科医師法を説明できる。
3. 歯科技工士法を説明できる。
4. その他の医療関係者に関する法律を説明できる。
5. 医療法を説明できる。
6. 薬事関係法を説明できる。

保健医療の動向 1. 保健医療統計調査の種類と特徴を説明できる。
2. 医療施設の種類と推移を説明できる。
3. 医療関係者数の推移を説明できる。
4. 国民医療費の現況を説明できる。

社会保障の概念と社会福祉制度 1. 生涯を通じた社会保障制度を説明できる。
2. 社会福祉行政組織を説明できる。
3. 高齢者福祉制度を説明できる。
4. 障害者福祉制度を説明できる。
5. 児童福祉・ひとり親家庭の福祉制度を説明できる。
6. 公的扶助（生活保護）制度の原理と種類を説明できる。

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）

衛生行政の目的と組織 1. 衛生行政の特徴を説明できる。
2. 衛生行政の沿革を説明できる。
3. 衛生行政の組織を説明できる。

参考書

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衛生行政の歴史的経緯を認識できる。
②歯科衛生士法について熟知し、さらに各種身分法に抵触することなく業務ができるよう他職種に関する法律について理解できる。
③保健医療統計調査の活用法について理解できる。
④社会保障制度の概念について理解できる。
⑤高齢者・障害者・児童・ひとり親家庭に対する社会福祉制度および、公的扶助制度について説明できる。

教育手法
講　義

教科書
歯科衛生士のための衛生行政・社会福祉・社会保険　（医歯薬出版）

一般目標
（授業概要）

衛生行政の仕組みや保健医療福祉関係法規に精通するとともに、社会保障制度について理解を深める。

2023年度 教授要綱

【衛生行政・社会福祉】

ナンバリング

担当教員
◎：実務家教員
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月曜日～金曜日（9:00～17:30）
土曜日（9:00～12:00）

定期試験（100点）

回数 担当者 学習目標（GIO）

1 中島

ⅰ)社会保険制度の変遷と行政組
織、現状について理解する

ⅱ)国民医療費及び社会保険にお
ける医療保険の位置づけについて
理解する

2 中島

医療保険に係る法律と行政組織・
運営組織、医療保険の給付、費用
負担、種類について理解するにつ
いて理解する

3 中島

年金保険の制度、種類、保険料負
担と給付、地域への影響について
理解する

国民衛生の動向2019/2020（厚生労働統計協会）
公衆衛生がみえる第4版2020-2021（メディックメディア）

年金保険制度
　1) 年金保険制度の概要
　2) 年金保険に係る法律と行政組織
　3) 年金保険の種類と給付
　4) 年金保険の財源
　5) 年金保険と高齢者世帯の家計

医療保険制度②
　1) 保険者と被保険者、保険医療機関
　2) 医療保険に係る法律と行政組織
　3) 医療保険の給付
　4) 医療保険の費用負担
　5) 医療保険の種類

講義

歯科衛生士のための衛生行政・社会福祉・社会保険（医歯薬出版）

行動目標（SBOｓ）

口頭およびMoodle上へ資料をアップロードすることでフィードバックを行う

ⅰ）社会保険制度の概要
1.社会保障での社会保険の位置付けについて説明できる
2.社会保険制度の変遷について説明できる
3.社会保険に係る行政組織について説明できる
4.社会保険の実情について説明できる

ⅱ)医療保険制度①
1.国民医療費の構成と推移について説明できる
2.社会保険のなかでの医療保険の位置付けについて説明でき
る

1.医療保険制度における保険者・被保険者・保険医療機関（保
険医）の3者の関係について説明できる
2.医療保険に係る法律と行政組織について説明できる
3.医療保険の給付（現物、現金）について説明できる
4.医療保険の費用負担（保険料負担、窓口負担、公費負担）に
ついて説明できる
5.医療保険の種類（被用者保険（職域保険）、国民健康保険
（地域保険）、後期高齢者医療制度）について説明できる

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

ⅰ)社会保険制度の概要

ⅱ)医療保険制度①
　1) 国民医療費
　2) 医療保険制度の概要

1.社会保険のなかでの年金保険の位置付けについて説明でき
る
2.年金保険制度の概要と変遷について説明できる
3.年金保険制度に係る法律と組織について説明できる
4.年金保険制度の種類（国民年金（基礎年金を含む）、国民年
金基金、厚生年金、企業年金）と、それぞれの保険者、被保険
者について説明できる
5.年金保険の給付（老齢年金、障害年金、遺族年金）について
説明できる
6.年金保険の財源について説明できる
7.年金保険が高齢者世帯の家計と地方の経済に与える影響
について説明できる

2023年度 教授要項

【社会保険】

日本における社会保障制度のうち社会保険（医療保険・年金保険・労働保険・介護保険）に関する制度とその実情、および医療保険の実
務について理解する。

①社会保険の歴史と行政制度、現状を説明できる
②医療保険について説明できる
③年金保険について説明できる
④労働保険について説明できる
⑤介護保険について説明できる
⑥医療保険の実務について説明できる
⑦レセプトコンピュータの取扱い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

◎早川佳穂，◎中島民恵，（株）ヨシダ（レセプトコンピュータの解説）
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回数 担当者 学習目標（GIO） 行動目標（SBOｓ）学習内容

4 中島

労働者を保護する保険制度につい
て理解する

5 早川

介護保険制度と介護保健サービス
の内容、地域包括支援センターと
介護支援専門員（ケアマネジャー）
の役割について理解する

6 早川

介護保険制度と介護保健サービス
の内容、地域包括支援センターと
介護支援専門員（ケアマネジャー）
の役割について理解する

7 早川

保険診療と診療報酬明細書につい
て理解する

8
（株）
ヨシダ

レセプトコンピュータの操作を理解
する

労働保険制度
　1) 労働保険の概要
　2) 雇用保険
　3) 労働者災害補償保険と労働者安全衛
生法、労働災害
　4) 労働基準法
　5) その他労働関連法規

介護保険制度①
　1) 高齢者の現状
　2) 介護保険制度の概要と変遷
　3) 介護保険制度の仕組み
　4) 介護保険サービスの種類

レセプトコンピュータの操作

介護保険制度②
　1) 地域包括支援センター
　2) 介護保険の認定
　3) 介護サービス計画と介護支援専門員
　4) 高齢者の虚弱

1.社会保険のなかでの労働保険や労働基準法の位置付けに
ついて説明できる
2.労働保険の概要、保険者と被保険者について説明できる
3.雇用保険について説明できる
4.労働災害と労働者安全衛生法、労働者災害補償保険の関
係について説明できる
5.労働基準法について説明できる
6.妊娠・出産時の女性労働者の保護について説明できる
7.男女雇用機会均等法、育児介護休業法等について説明でき
る
8.最近の労働法制の改正（長時間労働の規制、同一労働同一
賃金制度、高度プロフェッショナル制度等）について説明でき
る

1.社会保険のなかでの介護保険の位置付けについて説明でき
る
2.人口に占める高齢者の割合および全世帯に占める高齢者
世帯の割合について説明できる
3.介護保険制度の概要と法律、および保険者と被保険者につ
いて説明できる
4.介護保健サービスの種類と内容について、要介護・要支援
の別に説明できる

診療報酬明細書をレセプトコンピュータを用いて作成できるよ
うになる

医療保険の実務
　1) 医療保険制度の復習
　2) 診療報酬と審査支払機関
　3) 療担規則
　4) 保険診療の対象と方針、点数
　5) 保険診療録と診療報酬明細書
　6) 不正請求と不当請求

1.医療保険（国民医療費を含む）について説明できる
2.社保、国保、後期高齢者の各保険別に、診療報酬の請求・
支払・負担について、保険者・被保険者・保険医療機関・審査
支払機関のそれぞれの役割を説明できる
3.被保険者証（保険証）の記載事項と確認内容、および保険診
療録への記入事項について説明できる
4.保険医療機関及び保険医療養担当規則（療担規則）と、そ
れに基づいた保険診療の対象および治療方針について説明
できる
5.診療報酬点数表と保険診療録および診療報酬明細書（レセ
プト）について説明できる
6.診療報酬に係る不正請求と不当請求について説明できる

1.地域包括支援センターについて説明できる
2.介護保険の認定方法と要介護・要支援者数の推移、認定理
由の内訳について説明できる
3.介護サービス計画（ケアプラン）の概要と介護支援専門員
（ケアマネジャー）の役割について説明できる
4.高齢者が陥りやすい虚弱状態について説明できる
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回数 担当者 学習目標（GIO） 行動目標（SBOｓ）

1～6
荒木
皆川

歯科予防処置を行うために必要な，う蝕
活動試験および歯周疾患に関する検査
について理解する。

1．う蝕活動性試験の目的を述べる。
2．う蝕発病因子の評価方法を述べる。
3．う蝕活動性試験の活用法を症例に応じて検討する。
4．う蝕活動性試験の活用法を症例に応じて検討する。

7,8 小谷

臨床例をとおして、う蝕リスクの高い小
児に対する歯科予防処置を学習し、症
例検討・発表をする。

1．臨床例から問題点を列挙する。
2．年齢に合わせた生活習慣を検討する。
3．問題点に対しての解決策を列挙する。
4．対象者の変化をよみとる。
5．グループディスカッションで発言する。
6．グループディスカッションで検討する。

9，10 小谷

臨床例をとおして、歯周病患者に対する
歯科予防処置を検討し、歯科衛生過程
に基づき、症例発表をする。

1．臨床例から問題点を列挙する。
2．病状を理解する。
3．介入の計画を立案する。
4．再評価の方法を理解する。
5．メインテナンスとSPTの違いを述べる。
6．グループディスカッションで発言する。
7．グループディスカッションで検討する。

11，12
縄田
中嶋

臨床において歯科予防処置を行うため
に必要な障害者についての知識と技術
を習得する。

1．臨床例から問題点を列挙する。
2．病状を述べる。
3．目標を設定する。
4．介入の計画を立案する。
5．グループディスカッションで発言する。
6．グループディスカッションで検討する。

13、14 山田

臨床において歯科予防処置を行うため
に必要なスケーラー管理についての知
識と技術を習得する。

1．シャープニングの目的が説明できる。
2．砥石を正しく取り扱うことができる。
3．シャープニングができる。

15、16 小谷

臨床において歯科予防処置を行うため
に必要なエックス線についての知識と技
術を習得する。

1．う蝕で生じる病変のエックス線所見を概説できる。
2．歯周病で生じる病変のエックス線所見を概説できる。

17、18 日比野

口腔内の問題点から清掃道具を選択
し、健康な口腔へと導く技術を習得す
る。

1．PTCの内容を述べる。
2．PTCの目的を理解する。
3．清掃道具の選択ができる。
4．清掃道具を正しく操作できる。

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。歯科予防処置論では，健
康の概念を理解し，ライフステージに基づいた歯科疾患予防と継続管理のための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Ⅲ 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，◎小谷いずみ，
◎縄田理佳，◎皆川遥香，◎富山裕美，◎田原尚子，◎加藤祐奈，◎安藤悠夏

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。
・ライフステージ別の口腔の特徴を説明できる。
・セルフケア・プロフェッショナルケア・コミュニティケアの概念を説明できる。
・う蝕と歯周病のリスクについて説明できる。
・対象者の情報を収取する手段を説明できる。

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

月曜日～金曜日（9：00～17：30）

定期試験，実習態度，出席状況

歯科予防処置の実際
　3.PTC
　　1）PTC相互実習
　　　（1）術者磨き
　　　（2）歯面清掃

う蝕予防処置法
　1.う蝕予防処置法とは
　2.う蝕活動生（リスク）試験
　　1）う蝕活動性試験の応用
　　2）う蝕活動性試験の種類と応用
　　　（1）カリエスリスクテストの実際
　　　（2）小窩裂溝填塞の臨床応用
　　　（3）フッ化物の臨床応用
　　　（4）偶発事故の防止と対策

臨床における歯科衛生活動
　1.小児（う蝕）
　　1）患者の基礎データ
　　2）目標の設定と介入の計画

臨床における歯科衛生活動
　2.歯周疾患
　　1）患者の基礎データ
　　2）目標の設定と介入の計画
　　3）再評価方法
　　4）メインテナンスの決定

臨床における歯科衛生活動
　3.障がい者
　　1）患者の基礎データ
　　2）目標の設定と介入の計画

歯科予防処置の実際
　1.スケーラーのシャープニング
　　1）シャープニングの目的と必要性
　　2）砥石の種類と管理
　　3）シャープニングの臨床応用

歯科予防処置の実際
　2.分析のためのデータ
　　１）エックス線写真の読影
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回数 担当者 学習目標（GIO） 行動目標（SBOｓ）学習内容

19～24 日比野

対象者の問題を抽出し、科学的根拠に
基づいた歯科衛生計画を立案し、介入・
評価を行う。

1．対象者の主観的情報と客観的情報が収集できる。
2．情報から問題点を抽出できる。
3．科学的根拠に基づいた歯科衛生計画を立案できる。
4．問題解決に向けた歯科衛生介入が実践できる。
5．対象者の変化を観察し、評価できる。

25，26 松本

インプラント埋入患者に対し、周囲疾患
を予防するために必要な知識を習得す
る。

1．インプラント周囲組織を説明する。
2．インプラント周囲疾患の分類を列挙する。
3．インプラント周囲粘膜炎を説明する。
4．インプラント周囲炎を説明する。
5．インプラント周囲組織検査の種類を列挙する。

27～30 荒木

歯周病患者に対する歯科予防処置や
保健指導を理解する。

1．情報収集の目的を説明できる。
2．口腔内の観察項目とポイントをあげる。
3．歯科衛生介入に関連する検査方法を説明できる。
4．歯周病に関する検査をあげる。
5．歯周組織検査を正しく行うことができる。
6．対象者に合わせた歯科衛生介入を行うことができる。
7．対象者に合わせた歯科保健指導を行うことができる。

歯科予防処置の実際
　4.予防的歯石除去法総復習（相互実習）
　・ルーペを応用
　・プチピエゾ®の使用含む
　　1）歯周組織検査
　　2）口腔内写真撮影法
　　3）アセスメント
　　4）歯周治療計画の立案と説明
　　　（1）患者教育
　　　（2）口腔清掃指導
　　5）スケーリング
　　6）事後評価と初診時の比較

歯周治療の知識
　1.インプラント周囲疾患
　　1）インプラント周囲組織
　　2）インプラントと周囲疾患
　　　（1）インプラント周囲粘膜炎
　　　（2）インプラント周囲炎
　　3）インプラント周囲組織の検査

歯周治療の知識
　2.ペリオドンタルメディシン（歯周医学）
　　1）糖尿病
　　2）歯周病と誤嚥性肺炎
　　3）歯周病と血管障害
　　4）歯周病と早産・低体重児出産
　　5）歯周病と骨粗鬆症
　　6）歯周病と肥満
　　7）歯周病と関節リウマチ

11



回数 担当者 学習目標（GIO）

1,2 中嶋

歯科衛生士が関与する介護予防と他職
種と協同して行う保健活動について理解
する。

3,4
縄田
中嶋

要介護高齢者の身体機能の特性を理解
し，その維持・向上に向けた対応を身に
付ける。

5,6 小谷

歯科衛生士が行う歯周病治療の一連の
流れの説明を受け理解し、それに必要な
事柄について認識する。

7,8 小谷

口腔内写真・X線写真・歯周組織検査に
ついて考察を行い、症例を評価する。

9,10 小谷

歯科治療においての医療面談（問診）の
重要性を理解し、模擬面談を実施するこ
とでその技を身につける。

11,12 小谷
症例発表を通して、歯周病治療における
歯科衛生士の役割を位置づける。

13～16 山田

食生活の変遷と疾病構造の変化を理解
し，国民健康づくりに必要な食生活改善
の知識を身に付ける。

17～22 荒木

口腔保健の維持・増進のために必要な
生活習慣病の知識，また喫煙による口
腔の健康への害について知識・技術を
身に付ける。

23～26 松本

補綴物，矯正装置装着患者への指導
　指導の実際について理解する。
対象別症例検討
　症例に対する問題点の抽出
　指導の実際

27～30 中嶋

チーム医療における歯科衛生士の役割
を理解する。

地域歯科保健活動における健康教育 1．多職種の業務内容を述べる。
2．歯科衛生士の役割を多職種に説明できる。
3．症例を通して専門的立場から問題点を多職種に説明できる。

症例発表 1．グループワークでまとめた内容を各グループごとに発表し、評価
する。

食生活と健康
　国民の健康と栄養の現状
　望ましい食生活
　ライフステージ別の栄養
　食品の物性（テクスチャー）

1．各ライフステージの特徴にあった必要な栄養素とその摂取基準
を説明できる。
2．各ライフステージの食生活指導を実施できる。
3．各ライフステージに適した食品の物性について説明できる。
4．咀嚼の働きを知りその効果を説明できる。

全身の健康と口腔保健
　生活習慣病と口腔疾患
　喫煙と歯周病のかかわり

1．生活習慣病を列挙する。
2．生活習慣病と口腔疾患の関係を述べる。
3．メタボリックシンドロームの判定基準を述べる。
4．健康日本21（第2次）の「歯・口腔の健康」の目標を述べる。
5．歯科における禁煙支援の必要性について述べる。
6．禁煙支援に必要な喫煙のスクリーニングについて述べる。
7．ニコチン依存の種類について述べる。
8．禁煙のステージについて説明する。
9．喫煙による口腔への害について説明する。

2023年度 教授要綱

【歯科保健指導論Ⅲ 前期（30時間），後期（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。歯科予防処置論Ⅲでは，健康寿命の延
伸に向けた，あらゆるライフステージの全身と口腔の管理に向けた対応について学ぶ。

・歯周医学について説明する。
・生活習慣病について説明する。
・歯周病のリスクファクターを列挙できる。
・生活習慣病と歯周病の関係について説明する。
・歯科で行う禁煙支援に知識を身に付ける。
・多職種と連携するのに必要な対応を列挙する。
・我が国の要介護高齢者の現状を説明する。

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，◎日比野理香子，◎松本沙織，◎小谷いずみ， ◎縄田理佳，
◎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

講義，グループワーク，ディスカッション，実習

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）

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

1．歯科衛生士が行う歯周病治療の一連の流れを述べる。
2．歯周病治療に必要な資料について説明する。

1．地域におけるかかりつけ歯科の役割を述べる。
2．生活機能低下予防の視点からの情報収集ができる。
3．口腔健康管理計画の立案ができる。

学習内容

歯科訪問診療における保健指導

歯周病治療時における保健指導
　1）　歯周疾患の現状と治療
　２）　歯周組織の構造

教育手法

教科書

参考書

オフィスアワー

評価方法

口腔機能低下症における保健指導 1．高齢者の日常生活動作を評価する方法を説明できる。
2．口腔機能低下における機能訓練の立案ができる。
3．口腔機能低下における口腔機能訓練を実践できる。

月曜日～金曜日（9：00～17：30）

定期試験，実習態度，出席状況

なし

対象別の口腔衛生指導 1．各補綴物装着患者の口腔清掃に対する問題点を列挙する。
2．矯正装置装着者の口腔清掃に対する問題点を列挙する。
3．各症例についてグループディスカッションで意見を述べる。
4．各症例に適した指導案を作成できる。
5．各症例に適した口腔清掃用具を列挙できる。

1．歯周組織について説明する。
2．口腔内写真を比較し、分類する。
3．各症例の口腔内写真を検討し、グループワークを実施する。
4．X線写真について説明する。
5．X線写真を比較し、分類する。
6．各症例のX線写真を検討し、グループワークを実施する。
7．歯周組織検査について説明する。
8．歯周組織検査表を比較し、分類する
9．各症例の歯周組織検査結果を検討しグループワークを実施す
る。

1．模擬医療面接を実施する。
2．口腔内と生活習慣病を関連付ける。
3．生活習慣病について調べる。
4．各症例の医療面談内容を検討し、グループワークを実施する。

歯周病治療のリスクに応じた口腔衛生指導
　１）　歯周病の検査
　　　➀　口腔内写真
　　　②　X線写真
　　　③　歯周組織検査

歯周病治療のリスクに応じた口腔衛生指導
　１）　歯周病の検査
　　　④　医療面接（問診）

フィードバック
方法
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回数 担当者 学習目標（GIO）

1・2 中嶋
摂食嚥下に関わる構造と機能を理
解する。

3・4 中嶋
乳児期における形態変化と機能発
達を理解する。

5・6 中嶋

発達期の摂食機能の評価と成人
期および老年期に対する評価を理
解する。

7～
10

中嶋

栄養管理・嚥下訓練・リスクマネジ
メントの必要性を理解し嚥下訓練を
実践できる。

11・
12

渡邉

摂食嚥下障害を引き起こす疾患を
理解し，その疾患と摂食嚥下障害
の対応を述べる。

13・
14

縄田

口腔筋機能療法における歯科衛生
士の役割を理解する。

15・
16

中嶋

17・
18

水草

19～
22

松原

周術期における歯科衛生士の対応
を理解する。

23・
24

チーム医療における歯科衛生士の
役割を理解する。

25・
26

日比野
医療の質を保証する為にリスクマ
ネジメントを展開する。

27・
28

中嶋

29・
30

西田
大島

ホワイトニングにおける歯科衛生士
の役割を理解する。

主な全身疾患の基礎知識と歯科診
療上の注意点を理解する。

歯科衛生士がかかわる医科疾患

なし

月曜日～金曜日（9：00～17：30）

定期試験，実習態度，出席状況

1．栄養スクリーニングの種類を述べる。
2．栄養補給方法の種類と特徴を述べる。
3．嚥下調整食の分類を列挙する。
4．間接訓練・直接訓練の目的・方法を述べる。
5．食支援・食指導方法を述べる。

1．摂食嚥下に関する咽頭・喉頭の構造を述べる。
2．摂食嚥下のメカニズムを説明できる。

摂食嚥下に関わる構造と機能

発達期の摂食嚥下機能 1．口腔領域の形態成長と関連した機能発達の過程を述べる。
2．離乳期から幼児期における機能発達を述べる。
3．離乳の開始時期を述べる。

歯科衛生士が行うスクリーニングテストと観
察評価

1．外部観察評価基準を述べる。
2．フィジカルアセスメントを実施する。
3．スクリーニング検査の目的と方法をを述べる。
4．精密検査の特徴を述べる。

摂食嚥下リハビリテーションと口腔機能管理

矯正歯科治療時の診療補助

1．摂食嚥下が生じる原疾患を述べる。
2．障害別の嚥下障害の特徴を述べる。

病態別摂食嚥下障害

一般目標
（授業概要）

全身疾患，摂食嚥下障害を有する患者や介護を要する高齢者に対して食べる機能を重視し，口腔と全身の関係を考慮し多職種と連携し
ながら対応できる専門分野の確立を目指すとともにインプラントなど高度先進医療等の社会的ニーズに対応できる知識を身に付ける。

2023年度　教授要綱

【歯科診療補助論Ⅲ　前期（30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，◎田原尚子，◎富山裕美，
◎加藤祐奈，◎衣斐あさ美，◎松原恵子，◎木村菜摘，◎縄田理佳，◎水草あゆみ，◎渡邉理沙

学習内容 行動目標（SBOｓ）

到達目標・
行動目標

・主な全身患の概要を理解し，口腔内所見の特徴と診療での注意点を説明できる。
・摂食嚥下のメカニズムを理解し，評価・訓練方法を立案できる。
・口腔領域の形態成長と関連して口腔機能発達の過程を理解する。
・リスクマネージメントを考慮した対応ができる。
・多職種と連携をしながら歯科衛生士の専門性を発揮する。
・社会的ニーズに対応できる知識・技術・態度を身に付ける。

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），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）解剖学（医歯薬出版），口腔生理学（医
歯薬出版），薬理学（医歯薬出版）,　高齢者歯科（医歯薬出版）,矯正歯科（医歯薬出版）,歯科材料と知識（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

1．口腔機能療法の訓練について説明できる。
2．口腔周囲組織のアセスメントについて説明できる。
3．口腔筋機能療法の効果について説明できる。

審美歯科治療時の診療補助 1．ホワイトニングの種類を述べる。
2．オフィスブリーチの手順と使用器具を述べる。
3．ホワイトニング後の患者指導ができる。

1．多職種連携における歯科衛生の役割を説明できる。
2．ミールラウンド・NSTにおける歯科衛生士の役割を述べる。

リスクマネジメント 1．合併症に対するリスクマネジメントを述べる。
2．口腔健康管理におけるリスクマネジメントを実施できる。
3．口腔咽頭吸引について理解する。

チーム医療

周術期における歯科診療補助 1．化学療法・放射線療法における歯科衛生士の対応を説明
　　できる。
2．術前・術中・術後の歯科衛生士の役割を説明できる。
3．周術期口腔機能管理の立案ができる。

1．一次救命処置ができる。
2．AEDの取り扱い方法を説明できる。
3．バイタルサインの確認ができる。

1．代謝・内分泌疾患の概要や口腔内所見の特徴と診療での
　　注意点を説明できる。
2．循環器疾患の概要や口腔内所見の特徴と診療での注意点
　　を説明できる。
3．腎・泌尿器疾患の概要や口腔内所見の特徴と診療での注
　　意点を説明できる。
4．神経系疾患の概要や口腔内所見の特徴と診療での注意点
　　を説明できる。
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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。

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。

2023年度 教授要綱

【臨地・臨床実習Ⅱ】

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

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）

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

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
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学習目標（GIO） 行動目標（SBOｓ）学習内容

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・感染経路別予防策を理解できる。
4.口腔外科の小手術におけるリスク管理の重要性を理解できる。
5.抜歯の術前・術後のリスク管理に必要な情報を理解できる。
6.周術期等口腔機能機能管理における概念が理解できる。
7.口腔機能低下症への歯科的な対応を述べることができる。

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
　8.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.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
　7.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

朝日大学医科歯科医療センター
　9.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
　10.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
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回数 担当者 学習目標（GIO）

1～
14

ニチイ
学館
講師

医療保険制度の仕組み
患者対応
カルテ・レセプトの記載内容
レセプトの点検

講義

歯科医療事務テキスト（ニチイ学館）

行動目標（SBOｓ）

レポート添削，口頭によるフィードバック

オリエンテーション
1．医療保険制度①
2．医療保険制度②
3．医療保険制度③
4．医療保険制度④
5．患者の接遇
6．初診料・再診料・医学管理料
7．投薬料
8．画像診断，検査
9．麻酔
10．歯冠修復1
11．歯冠修復2
12．歯冠形成1
13．歯冠形成2・初期う蝕症
14．歯髄炎
15．歯根膜炎
16．その他の治療，歯周疾患
17．口腔粘膜などの治療，ブリッジ1
18．ブリッジ2
19．有床義歯1
20．有床義歯2，再装着・修理・未装着請求
21．レセプト作成①～⑦
22．電子カルテの基本操作
23．受験オリエンテーション
24．受験手続

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

社会保険の仕組み
窓口応対とマナー
保健医療の事務
医療情報の管理
認定試験について

9：00～16：25

レポート，筆記試験

2023年度 教授要綱

【歯科診療事務演習】

歯科医療の保険制度を理解し，保険請求事務能力を習得する。

・社会保険の仕組みを理解する。
・カルテ，レセプトの記載内容を理解する。
・カルテ，レセプトを記載する。
・レセプトの点検ができる。
・医療事務（歯科）試験を修了する。

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

◎ニチイ学館，◎3年生担任

16



回数 担当者 学習目標（GIO）

１
～

25

　１）解剖学・組織発生学口腔解剖
学・生理学

　２）病理学・微生物学・薬理学

26
～

50

　１）口腔衛生学・衛生公衆衛生
学・衛生行政・栄養指導（生化学）

51
～

75

　１）歯科臨床概論・保存修復学・
歯内療法学・歯周療法学・矯正歯
科学
　２）障害者歯科学・高齢者歯科学

　３）歯科放射線学・臨床検査

　４）歯科予防処置論

　５）歯科臨床補助論・歯科材料学

　６）歯科保健指導論

2023年度 教授要綱

【総合演習】

基礎科目、臨床科目を修復した知識を包括的に学習し、歯科衛生士の業務を遂行するための問題認識・問題解決型のアプローチができ
る能力をを養う。

3年間で学んだ知識と技術の総まとめを行い歯科衛生士として必要な総合的能力を習得する。

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

◎磯崎篤則，◎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
　各科目担当非常勤講師

　１）歯科保存学、歯科補綴学、口腔外科、発達育成系治療の
総合理解とチーム医療の実践的知識

　１）障害者、高齢者と有病者の口腔保健活動と歯科医療にお
ける実践的な知識

　１）診断に必要な歯科放射線撮影と臨床検査

　１）予防的歯石除去
　２）う蝕予防処置

　１）共同動作
　２）歯科領域の治療に使用する生体材料の種類と使用法
　３）歯科診療の流れおよび必要器材の取り扱い

　１）保健指導の基礎
　２）口腔清掃法
　３）食事指導
　４）集団指導
　５）現場における口腔保健教育活動

　１）人体の正常な構造、機能と分子的基礎
　２）顎、顔面、口腔領域の組織、器官の構造と機能
　３）疾病の原因と病態、額、顔面、口腔疾患の特徴及び全身
疾患との関連性

　１）医薬品の薬理作用

　２）歯科領域、口腔保健現場における感染症と感染予防の理
論と対処法

　１）口腔保健衛生学の諸課題の総括的な理解
　２）生活環境や文化、教育、生活習慣等が人々に及ぼす影
響
　３）保健、医療、福祉に関連する法律および衛生行政システ
ム
　４）栄養素の代謝と食生活、食品の知識、歯科領域、口腔保
健現場での栄養指導
　５）歯科衛生士の義務と責任、患者の人権と医の倫理、質と
安全確保

３．臨床歯科学

フィードバック
方法

学習内容

１．基礎歯科学

２．保健衛生学

筆記試験（220点満点 マークシート方式）

教育手法

教科書

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

参考書

オフィスアワー

評価方法

講義，グループワーク，ディスカッション，実習

各教科の教科書

月曜日～金曜日（9：00～17：30）
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回数 担当者 学習目標（GIO） 行動目標（SBOｓ）

1 友藤

歯科衛生士の研究の重要性を認識し、卒業
研究の遂行に必要な基本的知識、技能、態
度を習得する。

1.研究活動に関わる諸規則を遵守し、倫理に配慮して取り組む
ことができる。
2.積極的に取り組むことができる。

2 友藤

卒業研究の進行計画を立案し、研究を実施
するための能力を養う。

1.研究活動に関わる諸規則を遵守し、倫理に配慮して取り組む
ことができる。
2.問題を発見し、研究テーマの立案ができる。
3..計画書の立案ができる。
4.研究に必要な器材等をあげることができる。
5.積極的に取り組むことができる。
6.期限内に提出できる。

3～6
担当
教員

卒業研究を効率的に進めるためのプロセス
を修得する。

1．グループディスカッションで卒業研究について意見を述べ
る。
2．データの収集法について意見を述べる。
3．卒業研究計画を作成できる。

7～11
担当
教員

歯科医学，医療における様々な疑問や問題
を抽出し，科学的根拠に基づいた歯科衛生
計画を立案し、介入・評価を行う。

1.研究活動に関わる諸規則を遵守し、倫理に配慮して取り組む
ことができる。
2.課題達成のために解決すべき問題点を抽出できる。
3.論文を読解できる。
4.研究の各プロセス結果を正確に記録することができる。
5.積極的に取り組むことができる。
6.報告ができる。

12,13
担当
教員

研究のまとめを行い、発表準備を行うことが
できる。

1.研究の結果をまとめることができる。
2.研究の結果を考察する。
3.発表準備ができる。
4.積極的に取り組むことができる。

14,15 全体会

研究発表を行い，また他のグループの研究
から歯科衛生士の業務発展のために必要な
研究について考察する。

1.研究発表ができる。
2.他のグループの研究結果を評価できる。
3.今後の歯科医学に必要な研究について考察する。
4．歯科衛生士地位向上に向けた研究の必要性を考察する。

一般目標
（授業概要）

基礎的な研究法および問題解決法を学び，将来の研究活動の基盤となる知識・技術を習得する。

2023年度 教授要綱

【卒業研究】

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，◎友藤孝明

到達目標・
行動目標

①適切な研究テーマを選択できる。
②研究計画書を作成できる。
③研究内容に適した抄録を作成できる。
④研究に必要な情報を収集できる。
⑤研究データを適切に分析できる。
⑥研究内容に適したパワーポイントが製作できる。
⑦理解しやすい発表が行える。
⑧研究に積極的に参加することができる。

教育手法
講義，グループワーク，ディスカッション，研究発表

参考書
研究に必要な文献，書籍など

オフィスアワー

評価方法

フィードバック方法
卒業研究原稿添削およびグループワークにおけフィードバックなど

研究発表会

卒業研究の考え方
オリエンテーション
1）研究テーマの選択
2）研究の進め方
3）研究成果の報告方法

卒業研究のプロセス
研究テーマおよび計画
1）研究するテーマの決定
2）計画書の立案
3）研究に必要な器材等の確認
4）計画書の記入法

卒業研究実施
1）情報収集
2）実験・アンケート調査・症例等
3）データ分析
4）研究発表の媒体作成

研究のまとめ
研究結果の報告

1）実験・アンケート等のデータまとめ
2）報告書の作成

学習内容

卒業研究計画の作成
1）研究テーマの選定
2）研究方法の決定
3）研究計画の作成
4）抄録の作成

月曜日～金曜日（9：00～17：30）

研究計画書および抄録の提出、プレゼンテーション
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