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LAH-2-09

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 11/10(木) 1時限
Nonko

vik

1. Introduction to Public
Speaking
2. The Physical Message
- Posture and Eye Contact
- Gestures
- Practice making gestures
- Voice Inflection
- Practice
  （incorporating the physical
message）

STAGE 1
The Physical Message

正しい立ち方、適切なアイコン
タクト、ジェスチャーの使い方と
声のトーンや強弱を学ぶことで
印象的なスピーチができるよう
練習します。
Page 5 ~ 13
Voice Training Program
Page 37 ~ 45

STAGE 1
The Physical
Message

0.5

A-4-1）-①

評 価 方 法
定期試験の受験資格要件として、課題や中間テスト（mid term exam)を実施し、フォローアップを行い、学習態
度などとともに定期試験により総括的に評価する。

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法
各単元毎に小テストを実施し、修得状況を確認する。また、セメスター終了時には、語彙力を確認するための
中間テスト（mid term exam)を実施し、定期試験のための自己学習に役立てる。

授 業 概 要

朝日大学の建学の精神の一つである、国際未来社会を切り開く人材育成を行なってゆくために、英会話IIを
開講する。
本講義はプレゼンテーションの基礎をしっかり学び、その後は実践とフィードバックを中心にトレーニングを重
ね、グローバルプレゼンターを目指します。プレゼンテーションのみならず、効果的な意見の述べ方、質疑応
答のノウハウ、ディスカッションの進め方、会議のとりまとめ等、自信と総合的なリーダーシップが身に付き、コ
ミュニケーション及び将来の海外セミナーでの研究の発表に役立ちます。必修となるMid semester TESTおよ
び定期試験の成績評価や実施要領等については別途指示します。（グループBに該当します。)

到 達 目 標 日常会話力を磨き、実践的なコミュニケーション能力の習得を目指す。

教 育 手 法 講義、教材を用いた日常会話の反復練習、小グループによるディスカッション、グループワークなど。

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有
している。
○地域社会や国際未来社会で活躍できるコミュニケーション能力や英語能力を有しているとともに幅広い視
野とリーダーシップを有している。
○多様化する地域社会の歯科医療ニーズにきめ細やかに対応し、口腔ケア、在宅歯科診療や、地域包括ケ
アシステムなど多職種連携チーム医療をもとに、地域社会に貢献する歯科医療を実践できる高い臨床能力を
身につけている。

1　英会話Ⅱ（Aクラス・プレゼンテーションコース）

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

Mario Nonkovik、梅村直己、高山英次、上野恭平、近藤信夫

履修の条件・注意事項 高校までに習得する、英文法の基礎知識。他は特にない。

学生の意見等からの気
づ き

前年度の授業評価アンケートの内容を参考にして授業を進てゆく。

教 科 書 Global Presenter 2021 edition　㈱ステライノベーションズ

参 考 書 必要に応じて資料を配布する。

オ フ ィ ス ア ワ ー English Language Salon（6号館7階）において開講期間中の毎週火曜　16：40～18：10



第2回 11/10(木) 2時限
Nonko

vik

1. Introduction to Public
Speaking
2. The Physical Message
- Posture and Eye Contact
- Gestures
- Practice making gestures
- Voice Inflection
- Practice
  （incorporating the physical
message）

STAGE 1
The Physical Message

正しい立ち方、適切なアイコン
タクト、ジェスチャーの使い方と
声のトーンや強弱を学ぶことで
印象的なスピーチができるよう
練習します。

Page 5 ~ 13

Voice Training Program
Page 37 ~ 45

A-4-1）-①

第3回 11/17(木) 1時限
Nonko

vik

1. Introduction to Public
Speaking
2. The Physical Message
- Posture and Eye Contact
- Gestures
- Practice making gestures
- Voice Inflection
- Practice
  （incorporating the physical
message）

STAGE 1
The Physical Message

正しい立ち方、適切なアイコン
タクト、ジェスチャーの使い方と
声のトーンや強弱を学ぶことで
印象的なスピーチができるよう
練習します。

Page 5 ~ 13

Voice Training Program
Page 37 ~ 45

review the physical
message

0.5

A-4-1）-①

第4回 11/17(木) 2時限
Nonko

vik

3. The Story Message
The Introduction
- What
- Why
- Overview
- Practice
The Body
-How to use Evidence in the
Body
- How to use transitions
- How to use sequencers
The Conclusion
-Why do we need conclusion?
-How to make a powerful
conclusion?
-Practice making conclusions

STAGE 2
The Story Message

情報を分かりやすく組み立て、
論理的な説明ができるよう練習
します。

Page 13 ~ 17

preview The Story
message

0.5

A-4-1）-①

第5回 11/24(木) 1時限
Nonko

vik

3. The Story Message
The Introduction
- What
- Why
- Overview
- Practice
The Body
-How to use Evidence in the
Body
- How to use transitions
- How to use sequencers
The Conclusion
-Why do we need conclusion?
-How to make a powerful
conclusion?
-Practice making conclusions

STAGE 2
The Story Message

情報を分かりやすく組み立て、
論理的な説明ができるよう練習
します。

Page 13 ~ 17

0.5

A-4-1）-①

第6回 11/24(木) 2時限
Nonko

vik

3. The Story Message
The Introduction
- What
- Why
- Overview
- Practice
The Body
-How to use Evidence in the
Body
- How to use transitions
- How to use sequencers
The Conclusion
-Why do we need conclusion?
-How to make a powerful
conclusion?
-Practice making conclusions

STAGE 2
The Story Message

情報を分かりやすく組み立て、
論理的な説明ができるよう練習
します。

Page 13 ~ 17

review the Story
Message

0.5

A-4-1）-①



第7回 12/1(木) 1時限
Nonko

vik

4. The Visual Message
     -What is the Visual
Message?
     -When do we use Visual
message?
     -How to use Visual
message?

5. THE Global Presenter
   Introduction to the Practical
Part
   （1 student 2回プレゼンをす
ること）
・The Role of the Presenter
・The Role of the Chairperson
・The Role of the Audience

STAGE 3
The Visual Message
視覚効果のあるものを使うと、
メッセージがはっきりし、わかり
やすく、より効果的です。チャー
トを紹介して、何が書いている
かを伝えて、大切なことを強調
する練習をします。

STAGE 4 発表
Presentation Evaluation
発表順番（役割）を公表する
Presentation Evaluation Matrix

Page 17 ~ 25

Preparation for final
presentation
Page page 26 ~ 31

A-4-1）-①

第8回 12/1(木) 2時限
Nonko

vik

4. The Visual Message
     -What is the Visual
Message?
     -When do we use Visual
message?
     -How to use Visual
message?

5. THE Global Presenter
   Introduction to the Practical
Part
   （1 student 2回プレゼンをす
ること）
・The Role of the Presenter
・The Role of the Chairperson
・The Role of the Audience

STAGE 3
The Visual Message
視覚効果のあるものを使うと、
メッセージがはっきりし、わかり
やすく、より効果的です。チャー
トを紹介して、何が書いている
かを伝えて、大切なことを強調
する練習をします。

STAGE 4 発表
Presentation Evaluation
発表順番（役割）を公表する
Presentation Evaluation Matrix

Page 17 ~ 25

Preparation for final
presentation
Page page 26 ~ 31

A-4-1）-①

第9回 12/8(木) 1時限
Nonko

vik

THE GLOBAL PRESENTER
（テーマ：自由 Group1）
Evaluation
- Presentation （5 mins.）
- Q&A session（2-3mins.）
- Trainer's Feedback

グループ分けをし、各グループ
は以下三つの役割をします。

１．プレゼンター
２．司会者
３．オーディエンス A-4-1）-①

第10回 12/8(木) 2時限
Nonko

vik

THE GLOBAL PRESENTER
（テーマ：自由 Group1）
Evaluation
- Presentation （5 mins.）
- Q&A session（2-3mins.）
- Trainer's Feedback

グループ分けをし、各グループ
は以下三つの役割をします。

１．プレゼンター
２．司会者
３．オーディエンス A-4-1）-①

第11回 12/15(木) 1時限
Nonko

vik

THE GLOBAL PRESENTER
（テーマ：自由 Group 2）
Evaluation
- Presentation （5 mins.）
- Q&A session（2-3mins.）
- Trainer's Feedback

グループ分けをし、各グループ
は以下三つの役割をします。

１．プレゼンター
２．司会者
３．オーディエンス A-4-1）-①

第12回 12/15(木) 2時限
Nonko

vik

THE GLOBAL PRESENTER
（テーマ：自由 Group 2）
Evaluation
- Presentation （5 mins.）
- Q&A session（2-3mins.）
- Trainer's Feedback

グループ分けをし、各グループ
は以下三つの役割をします。

１．プレゼンター
２．司会者
３．オーディエンス A-4-1）-①



第13回 12/22(木) 1時限
Nonko

vik

THE GLOBAL PRESENTER
（テーマ：医療・ビジネス Group
1）

Evaluation
- Presentation（5 mins.）
- Q&A session（2-3mins.）
- Trainer's Feedback

グループ分けをし、各グループ
は以下三つの役割をします。

１．プレゼンター
２．司会者
３．オーディエンス A-4-1）-①

第14回 12/22(木) 2時限
Nonko

vik

THE GLOBAL PRESENTER
（テーマ：医療・ビジネス Group
1）

Evaluation
- Presentation（5 mins.）
- Q&A session（2-3mins.）
- Trainer's Feedback

グループ分けをし、各グループ
は以下三つの役割をします。

１．プレゼンター
２．司会者
３．オーディエンス A-4-1）-①

第15回 1/12(木) 1時限
Nonko

vik

THE GLOBAL PRESENTER
（テーマ：医療・ビジネス Group
2）
Evaluation
- Presentation（5 mins.）
- Q&A session（2-3mins.）
- Trainer's Feedback

グループ分けをし、各グループ
は以下三つの役割をします。

１．プレゼンター
２．司会者
３．オーディエンス A-4-1）-①

第16回 1/12(木) 2時限
Nonko

vik

THE GLOBAL PRESENTER
（テーマ：医療・ビジネス Group
2）
Evaluation
- Presentation（5 mins.）
- Q&A session（2-3mins.）
- Trainer's Feedback

グループ分けをし、各グループ
は以下三つの役割をします。

１．プレゼンター
２．司会者
３．オーディエンス A-4-1）-①

第17回 1/12(火) 3限

梅村
高山
上野
近藤

Mid term exam

A-4-1）-①



LAH-2-09

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 11/10(木) 1時限 Riggio

SBS. 4.1 Present Perfect Tense
Present Perfect Continuous
Tense
Past Perfect Continuous Tense
 を理解する。

Describing Actions That Have
(or Havn't) Occurred
Yet -- Discussing: Duration Of
Activity/ Things People Had
Done が出来る。

Side by Side（4-1）
　p1 ～p7

0.5

A-4-1）-①

履修の条件・注意事項 高校までに習得する、英文法の基礎知識。他は特にない。

学生の意見等からの気
づ き

前年度の授業評価アンケートの内容を参考にして授業を進てゆく。

教 科 書 Side by Side Level 4 Student Book,  Side by Side Level 4 Activity Workbook

参 考 書 必要に応じて資料を配布する。

オ フ ィ ス ア ワ ー English Language Salon（6号館7階）において開講期間中の毎週火曜　16：40～18：10

1　英会話Ⅱ（Aクラス・ベーシックコース）

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

Paul Riggio、梅村直己、高山英次、上野恭平、近藤信夫

授 業 概 要

朝日大学の建学の精神の一つである、国際未来社会を切り開く人材育成を行なってゆくために、英会話IIを開
講する。本英会話ではネーティブスピーカーを講師に迎え日常会話力を磨き、実践的なコミュニケーション能力
の習得を行ないます。教材としては、世界的大ベストセラーのコースブックであるSide by Side （Book ４）を用
い、Mid semester TESTを課して実践英語能力の研鑽を目指します。Mid semester TESTおよび定期試験の成
績評価や実施要領等については別途指示します。

到 達 目 標 日常会話力を磨き、実践的なコミュニケーション能力の習得を目指す。

教 育 手 法 講義、教材を用いた日常会話の反復練習、小グループによるディスカッション、グループワークなど。

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。
○地域社会や国際未来社会で活躍できるコミュニケーション能力や英語能力を有しているとともに幅広い視野
とリーダーシップを有している。
○多様化する地域社会の歯科医療ニーズにきめ細やかに対応し、口腔ケア、在宅歯科診療や、地域包括ケア
システムなど多職種連携チーム医療をもとに、地域社会に貢献する歯科医療を実践できる高い臨床能力を身
につけている。

評 価 方 法
定期試験の受験資格要件として、課題や中間テスト（mid term exam)を実施し、フォローアップを行い、学習態
度などとともに定期試験により総括的に評価する。

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法
各単元毎に小テストを実施し、修得状況を確認する。また、セメスター終了時には、語彙力を確認するための中
間テスト（mid term exam)を実施し、定期試験のための自己学習に役立てる。



第2回 11/10(木) 2時限 Riggio

SBS. 4.1 Present Perfect Tense
Present Perfect Continuous
Tense
Past Perfect Continuous Tense
 を理解する。

Describing Actions That Have
(or Havn't) Occurred
Yet -- Discussing: Duration Of
Activity/ Things People Had
Done が出来る。

Side by Side（4-1）
　p1 ～p7

0.5

A-4-1）-①

第3回 11/17(木) 1時限 Riggio

SBS. 4.1 Present Perfect Tense
Present Perfect Continuous
Tense
Past Perfect Continuous Tense
 を理解する。

Describing Actions That Have
(or Havn't) Occurred
Yet -- Discussing: Duration Of
Activity/ Things People Had
Done が出来る。

Side by Side（4-1）
　p8 ～p14

0.5

A-4-1）-①

第4回 11/17(木) 2時限 Riggio

SBS. 4.1 Present Perfect Tense
Present Perfect Continuous
Tense
Past Perfect Continuous Tense
 を理解する。

Describing Actions That Have
(or Havn't) Occurred
Yet -- Discussing: Duration Of
Activity/ Things People Had
Done が出来る。

Side by Side（4-1）
　p8 ～p14

0.5

A-4-1）-①

第5回 11/24(木) 1時限 Riggio

SBS. 4.2 Perfect Modals:
Should have / Might Have /
May Have / Could Have /
Must Have を理解する。

Evaluating People’s
Activities/Expressing
Possibility-Concern /が出来る

Side by Side（4-2）
　p15 ～p22

0.5

A-4-1）-①

第6回 11/24(木) 2時限 Riggio

SBS. 4.2 Perfect Modals:
Should have / Might Have /
May Have / Could Have /
Must Have を理解する。

Evaluating People’s
Activities/Expressing
Possibility-Concern /が出来る

Side by Side（4-2）
　p15 ～p22

0.5

A-4-1）-①

第7回 12/1(木) 1時限 Riggio

SBS. 4.2 Perfect Modals:
Should have / Might Have /
May Have / Could Have /
Must Have を理解する。

Evaluating People’s
Activities/Expressing
Possibility-Concern /が出来る

Side by Side（4-2）
　p23 ～p30

0.5

A-4-1）-①

第8回 12/1(木) 2時限 Riggio

SBS. 4.2 Perfect Modals:
Should have / Might Have /
May Have / Could Have /
Must Have を理解する。

Evaluating People’s
Activities/Expressing
Possibility-Concern /が出来る

Side by Side（4-2）
　p23 ～p30

0.5

A-4-1）-①



第9回 12/8(木) 1時限 Riggio

SBS. 4.3
Passive Voice
Relative Pronouns
を理解する。

Discussing Creative Works
Describing Tasks Accomplished
Discussing Things That Have
Happened To People
Describing Accomplishments
Securing Services
Historical Narratives
Discussing Opinions
が出来る。

Side by Side（4-3）
　p31 ～p38

0.5

A-4-1）-①

第10回 12/8(木) 2時限 Riggio

SBS. 4.3
Passive Voice
Relative Pronouns
を理解する。

Discussing Creative Works
Describing Tasks Accomplished
Discussing Things That Have
Happened To People
Describing Accomplishments
Securing Services
Historical Narratives
Discussing Opinions
が出来る。

Side by Side（4-3）
　p31 ～p38

0.5

A-4-1）-①

第11回 12/15(木) 1時限 Riggio

SBS. 4.3
Passive Voice
Relative Pronouns
を理解する。

Discussing Creative Works
Describing Tasks Accomplished
Discussing Things That Have
Happened To People
Describing Accomplishments
Securing Services
Historical Narratives
Discussing Opinions
が出来る。

Side by Side（4-3）
　p39～p46

0.5

A-4-1）-①

第12回 12/15(木) 2時限 Riggio

SBS. 4.3
Passive Voice
Relative Pronouns
を理解する。

Discussing Creative Works
Describing Tasks Accomplished
Discussing Things That Have
Happened To People
Describing Accomplishments
Securing Services
Historical Narratives
Discussing Opinions
が出来る。

Side by Side（4-3）
　p39～p46

0.5

A-4-1）-①

第13回 12/22(木) 1時限 Riggio

SBS. 4.4
Embedded Questionsを理解す
る。

Asking For
Information/Indicating
Uncertainty/Referring People to
Someone Else/Reporting a
Crime/Reporting a Missing
Person が出来る。

Side by Side（4-4）
　p51 ～p58

0.5

A-4-1）-①

第14回 12/22(木) 2時限 Riggio

SBS. 4.4
Embedded Questionsを理解す
る。

Asking For
Information/Indicating
Uncertainty/Referring People to
Someone Else/Reporting a
Crime/Reporting a Missing
Person が出来る。

Side by Side（4-4）
　p51 ～p58

0.5

A-4-1）-①

第15回 1/12(木) 1時限 Riggio

SBS. 4.4
Embedded Questionsを理解す
る。

Asking For
Information/Indicating
Uncertainty/Referring People to
Someone Else/Reporting a
Crime/Reporting a Missing
Person が出来る。

Side by Side（4-4）
　p59 ～p63

0.5

A-4-1）-①



第16回 1/12(木) 2時限 Riggio

SBS. 4.4
Embedded Questionsを理解す
る。

Asking For
Information/Indicating
Uncertainty/Referring People to
Someone Else/Reporting a
Crime/Reporting a Missing
Person が出来る。

Side by Side（4-4）
　p59 ～p63

0.5

A-4-1）-①

第17回 1/12(水) 3時限

梅村
高山
上野
近藤

Mid term exam

A-4-1）-①



LAH-2-09

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 9/8(木) 1時限
Nonko

vik

1. Introduction to Public
Speaking
2. The Physical Message
- Posture and Eye Contact
- Gestures
- Practice making gestures
- Voice Inflection
- Practice
  （incorporating the physical
message）

STAGE 1
The Physical Message

正しい立ち方、適切なアイコンタ
クト、ジェスチャーの使い方と声
のトーンや強弱を学ぶことで印
象的なスピーチができるよう練
習します。

Page 5 ~ 13

Voice Training Program
Page 37 ~ 45

STAGE 1
The Physical
Message

0.5

A-4-1）-①

履修の条件・注意事項 高校までに習得する、英文法の基礎知識。他は特にない。

学生の意見等からの気
づ き

前年度の授業評価アンケートの内容を参考にして授業を進てゆく。

教 科 書 Global Presenter 2021 edition　㈱ステライノベーションズ

参 考 書 必要に応じて資料を配布する。

オ フ ィ ス ア ワ ー English Language Salon（6号館7階）において開講期間中の毎週火曜　16：40～18：10

1　英会話Ⅱ（Bクラス・プレゼンテーションコース）

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

Mario Nonkovik、梅村直己、高山英次、上野恭平、近藤信夫

授 業 概 要

朝日大学の建学の精神の一つである、国際未来社会を切り開く人材育成を行なってゆくために、英会話IIを開
講する。
本講義はプレゼンテーションの基礎をしっかり学び、その後は実践とフィードバックを中心にトレーニングを重
ね、グローバルプレゼンターを目指します。プレゼンテーションのみならず、効果的な意見の述べ方、質疑応答
のノウハウ、ディスカッションの進め方、会議のとりまとめ等、自信と総合的なリーダーシップが身に付き、コミュニ
ケーション及び将来の海外セミナーでの研究の発表に役立ちます。必修となるMid semester TESTおよび定期
試験の成績評価や実施要領等については別途指示します。（グループBに該当します。)

到 達 目 標 日常会話力を磨き、実践的なコミュニケーション能力の習得を目指す。

教 育 手 法 講義、教材を用いた日常会話の反復練習、小グループによるディスカッション、グループワークなど。

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。
○地域社会や国際未来社会で活躍できるコミュニケーション能力や英語能力を有しているとともに幅広い視野
とリーダーシップを有している。
○多様化する地域社会の歯科医療ニーズにきめ細やかに対応し、口腔ケア、在宅歯科診療や、地域包括ケア
システムなど多職種連携チーム医療をもとに、地域社会に貢献する歯科医療を実践できる高い臨床能力を身
につけている。

評 価 方 法
定期試験の受験資格要件として、課題や中間テスト（mid term exam)を実施し、フォローアップを行い、学習態
度などとともに定期試験により総括的に評価する。

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法
各単元毎に小テストを実施し、修得状況を確認する。また、セメスター終了時には、語彙力を確認するための中
間テスト（mid term exam)を実施し、定期試験のための自己学習に役立てる。



第2回 9/8(木) 2時限
Nonko

vik

1. Introduction to Public
Speaking
2. The Physical Message
- Posture and Eye Contact
- Gestures
- Practice making gestures
- Voice Inflection
- Practice
  （incorporating the physical
message）

STAGE 1
The Physical Message

正しい立ち方、適切なアイコンタ
クト、ジェスチャーの使い方と声
のトーンや強弱を学ぶことで印
象的なスピーチができるよう練
習します。

Page 5 ~ 13

Voice Training Program
Page 37 ~ 45

A-4-1）-①

第3回 9/15(木) 1時限
Nonko

vik

1. Introduction to Public
Speaking
2. The Physical Message
- Posture and Eye Contact
- Gestures
- Practice making gestures
- Voice Inflection
- Practice
  （incorporating the physical
message）

STAGE 1
The Physical Message

正しい立ち方、適切なアイコンタ
クト、ジェスチャーの使い方と声
のトーンや強弱を学ぶことで印
象的なスピーチができるよう練
習します。

Page 5 ~ 13

Voice Training Program
Page 37 ~ 45

review the physical
message

0.5

A-4-1）-①

第4回 9/15(木) 2時限
Nonko

vik

3. The Story Message
The Introduction
- What
- Why
- Overview
- Practice
The Body
-How to use Evidence in the
Body
- How to use transitions
- How to use sequencers
The Conclusion
-Why do we need conclusion?
-How to make a powerful
conclusion?
-Practice making conclusions

STAGE 2
The Story Message

情報を分かりやすく組み立て、
論理的な説明ができるよう練習
します。

Page 13 ~ 17

preview The Story
message

0.5

A-4-1）-①

第5回 9/22(木) 1時限
Nonko

vik

3. The Story Message
The Introduction
- What
- Why
- Overview
- Practice
The Body
-How to use Evidence in the
Body
- How to use transitions
- How to use sequencers
The Conclusion
-Why do we need conclusion?
-How to make a powerful
conclusion?
-Practice making conclusions

STAGE 2
The Story Message

情報を分かりやすく組み立て、
論理的な説明ができるよう練習
します。

Page 13 ~ 17

0.5

A-4-1）-①

第6回 9/22(木) 2時限
Nonko

vik

3. The Story Message
The Introduction
- What
- Why
- Overview
- Practice
The Body
-How to use Evidence in the
Body
- How to use transitions
- How to use sequencers
The Conclusion
-Why do we need conclusion?
-How to make a powerful
conclusion?
-Practice making conclusions

STAGE 2
The Story Message

情報を分かりやすく組み立て、
論理的な説明ができるよう練習
します。

Page 13 ~ 17

review the Story
Message

0.5

A-4-1）-①



第7回 9/29(木) 1時限
Nonko

vik

4. The Visual Message
     -What is the Visual
Message?
     -When do we use Visual
message?
     -How to use Visual
message?

5. THE Global Presenter
   Introduction to the Practical
Part
   （1 student 2回プレゼンをする
こと）
・The Role of the Presenter
・The Role of the Chairperson
・The Role of the Audience

STAGE 3
The Visual Message
視覚効果のあるものを使うと、
メッセージがはっきりし、わかり
やすく、より効果的です。チャー
トを紹介して、何が書いているか
を伝えて、大切なことを強調する
練習をします。

STAGE 4 発表
Presentation Evaluation
発表順番（役割）を公表する
Presentation Evaluation Matrix

Page 17 ~ 25

Preparation for final
presentation
Page page 26 ~ 31

A-4-1）-①

第8回 9/29(木) 2時限
Nonko

vik

4. The Visual Message
     -What is the Visual
Message?
     -When do we use Visual
message?
     -How to use Visual
message?

5. THE Global Presenter
   Introduction to the Practical
Part
   （1 student 2回プレゼンをする
こと）
・The Role of the Presenter
・The Role of the Chairperson
・The Role of the Audience

STAGE 3
The Visual Message
視覚効果のあるものを使うと、
メッセージがはっきりし、わかり
やすく、より効果的です。チャー
トを紹介して、何が書いているか
を伝えて、大切なことを強調する
練習をします。

STAGE 4 発表
Presentation Evaluation
発表順番（役割）を公表する
Presentation Evaluation Matrix

Page 17 ~ 25

Preparation for final
presentation
Page page 26 ~ 31

A-4-1）-①

第9回 10/6(木) 1時限
Nonko

vik

THE GLOBAL PRESENTER
（テーマ：自由 Group1）
Evaluation
- Presentation （5 mins.）
- Q&A session（2-3mins.）
- Trainer's Feedback

グループ分けをし、各グループ
は以下三つの役割をします。

１．プレゼンター
２．司会者
３．オーディエンス A-4-1）-①

第10回 10/6(木) 2時限
Nonko

vik

THE GLOBAL PRESENTER
（テーマ：自由 Group1）
Evaluation
- Presentation （5 mins.）
- Q&A session（2-3mins.）
- Trainer's Feedback

グループ分けをし、各グループ
は以下三つの役割をします。

１．プレゼンター
２．司会者
３．オーディエンス A-4-1）-①

第11回 10/13(木) 1時限
Nonko

vik

THE GLOBAL PRESENTER
（テーマ：自由 Group 2）
Evaluation
- Presentation （5 mins.）
- Q&A session（2-3mins.）
- Trainer's Feedback

グループ分けをし、各グループ
は以下三つの役割をします。

１．プレゼンター
２．司会者
３．オーディエンス A-4-1）-①

第12回 10/13(木) 2時限
Nonko

vik

THE GLOBAL PRESENTER
（テーマ：自由 Group 2）
Evaluation
- Presentation （5 mins.）
- Q&A session（2-3mins.）
- Trainer's Feedback

グループ分けをし、各グループ
は以下三つの役割をします。

１．プレゼンター
２．司会者
３．オーディエンス A-4-1）-①



第13回 10/20(木) 1時限
Nonko

vik

THE GLOBAL PRESENTER
（テーマ：医療・ビジネス Group
1）

Evaluation
- Presentation（5 mins.）
- Q&A session（2-3mins.）
- Trainer's Feedback

グループ分けをし、各グループ
は以下三つの役割をします。

１．プレゼンター
２．司会者
３．オーディエンス A-4-1）-①

第14回 10/20(木) 2時限
Nonko

vik

THE GLOBAL PRESENTER
（テーマ：医療・ビジネス Group
1）

Evaluation
- Presentation（5 mins.）
- Q&A session（2-3mins.）
- Trainer's Feedback

グループ分けをし、各グループ
は以下三つの役割をします。

１．プレゼンター
２．司会者
３．オーディエンス A-4-1）-①

第15回 10/27(木) 1時限
Nonko

vik

THE GLOBAL PRESENTER
（テーマ：医療・ビジネス Group
2）
Evaluation
- Presentation（5 mins.）
- Q&A session（2-3mins.）
- Trainer's Feedback

グループ分けをし、各グループ
は以下三つの役割をします。

１．プレゼンター
２．司会者
３．オーディエンス A-4-1）-①

第16回 10/27(木) 2時限
Nonko

vik

THE GLOBAL PRESENTER
（テーマ：医療・ビジネス Group
2）
Evaluation
- Presentation（5 mins.）
- Q&A session（2-3mins.）
- Trainer's Feedback

グループ分けをし、各グループ
は以下三つの役割をします。

１．プレゼンター
２．司会者
３．オーディエンス A-4-1）-①

第17回 10/29(土) 1時限

梅村
高山
上野
近藤

Mid term exam

A-4-1）-①



LAH-2-09

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 9/8(木) 1時限 Riggio

SBS. 4.1 Present Perfect Tense
Present Perfect Continuous
Tense
Past Perfect Continuous Tense
 を理解する。

Describing Actions That Have
(or Havn't) Occurred
Yet -- Discussing: Duration Of
Activity/ Things People Had
Done が出来る。

Side by Side（4-1）
　p1 ～p7

0.5

A-4-1）-①

第2回 9/8(木) 2時限 Riggio

SBS. 4.1 Present Perfect Tense
Present Perfect Continuous
Tense
Past Perfect Continuous Tense
 を理解する。

Describing Actions That Have
(or Havn't) Occurred
Yet -- Discussing: Duration Of
Activity/ Things People Had
Done が出来る。

Side by Side（4-1）
　p1 ～p7

0.5

A-4-1）-①

履修の条件・注意事項 高校までに習得する、英文法の基礎知識。他は特にない。

学生の意見等からの気
づ き

前年度の授業評価アンケートの内容を参考にして授業を進てゆく。

教 科 書 Side by Side Level 4 Student Book,  Side by Side Level 4 Activity Workbook

参 考 書 必要に応じて資料を配布する。

オ フ ィ ス ア ワ ー English Language Salon（6号館7階）において開講期間中の毎週火曜　16：40～18：10

1　英会話Ⅱ（Bクラス・ベーシックコース）

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

Paul Riggio、梅村直己、高山英次、上野恭平、近藤信夫

授 業 概 要

朝日大学の建学の精神の一つである、国際未来社会を切り開く人材育成を行なってゆくために、英会話IIを開
講する。本英会話ではネーティブスピーカーを講師に迎え日常会話力を磨き、実践的なコミュニケーション能力
の習得を行ないます。教材としては、世界的大ベストセラーのコースブックであるSide by Side （Book ４）を用
い、Mid semester TESTを課して実践英語能力の研鑽を目指します。Mid semester TESTおよび定期試験の成
績評価や実施要領等については別途指示します。

到 達 目 標 日常会話力を磨き、実践的なコミュニケーション能力の習得を目指す。

教 育 手 法 講義、教材を用いた日常会話の反復練習、小グループによるディスカッション、グループワークなど。

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。
○地域社会や国際未来社会で活躍できるコミュニケーション能力や英語能力を有しているとともに幅広い視野
とリーダーシップを有している。
○多様化する地域社会の歯科医療ニーズにきめ細やかに対応し、口腔ケア、在宅歯科診療や、地域包括ケア
システムなど多職種連携チーム医療をもとに、地域社会に貢献する歯科医療を実践できる高い臨床能力を身
につけている。

評 価 方 法
定期試験の受験資格要件として、課題や中間テスト（mid term exam)を実施し、フォローアップを行い、学習態
度などとともに定期試験により総括的に評価する。

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法
各単元毎に小テストを実施し、修得状況を確認する。また、セメスター終了時には、語彙力を確認するための中
間テスト（mid term exam)を実施し、定期試験のための自己学習に役立てる。



第3回 9/15(木) 1時限 Riggio

SBS. 4.1 Present Perfect Tense
Present Perfect Continuous
Tense
Past Perfect Continuous Tense
 を理解する。

Describing Actions That Have
(or Havn't) Occurred
Yet -- Discussing: Duration Of
Activity/ Things People Had
Done が出来る。

Side by Side（4-1）
　p8 ～p14

0.5

A-4-1）-①

第4回 9/15(木) 2時限 Riggio

SBS. 4.1 Present Perfect Tense
Present Perfect Continuous
Tense
Past Perfect Continuous Tense
 を理解する。

Describing Actions That Have
(or Havn't) Occurred
Yet -- Discussing: Duration Of
Activity/ Things People Had
Done が出来る。

Side by Side（4-1）
　p8 ～p14

0.5

A-4-1）-①

第5回 Riggio 1時限 Riggio

SBS. 4.2 Perfect Modals:
Should have / Might Have /
May Have / Could Have /
Must Have を理解する。

Evaluating People’s
Activities/Expressing
Possibility-Concern /が出来る

Side by Side（4-2）
　p15 ～p22

0.5

A-4-1）-①

第6回 9/22(木) 2時限 Riggio

SBS. 4.2 Perfect Modals:
Should have / Might Have /
May Have / Could Have /
Must Have を理解する。

Evaluating People’s
Activities/Expressing
Possibility-Concern /が出来る

Side by Side（4-2）
　p15 ～p22

0.5

A-4-1）-①

第7回 9/29(木) 1時限 Riggio

SBS. 4.2 Perfect Modals:
Should have / Might Have /
May Have / Could Have /
Must Have を理解する。

Evaluating People’s
Activities/Expressing
Possibility-Concern /が出来る

Side by Side（4-2）
　p23 ～p30

0.5

A-4-1）-①

第8回 9/29(木) 2時限 Riggio

SBS. 4.2 Perfect Modals:
Should have / Might Have /
May Have / Could Have /
Must Have を理解する。

Evaluating People’s
Activities/Expressing
Possibility-Concern /が出来る

Side by Side（4-2）
　p23 ～p30

0.5

A-4-1）-①

第9回 10/6(木) 1時限 Riggio

SBS. 4.3
Passive Voice
Relative Pronouns
を理解する。

Discussing Creative Works
Describing Tasks Accomplished
Discussing Things That Have
Happened To People
Describing Accomplishments
Securing Services
Historical Narratives
Discussing Opinions
が出来る。

Side by Side（4-3）
　p31 ～p38

0.5

A-4-1）-①



第10回 10/6(木) 2時限 Riggio

SBS. 4.3
Passive Voice
Relative Pronouns
を理解する。

Discussing Creative Works
Describing Tasks Accomplished
Discussing Things That Have
Happened To People
Describing Accomplishments
Securing Services
Historical Narratives
Discussing Opinions
が出来る。

Side by Side（4-3）
　p31 ～p38

0.5

A-4-1）-①

第11回 10/13(木) 1時限 Riggio

SBS. 4.3
Passive Voice
Relative Pronouns
を理解する。

Discussing Creative Works
Describing Tasks Accomplished
Discussing Things That Have
Happened To People
Describing Accomplishments
Securing Services
Historical Narratives
Discussing Opinions
が出来る。

Side by Side（4-3）
　p39～p46

0.5

A-4-1）-①

第12回 10/13(木) 2時限 Riggio

SBS. 4.3
Passive Voice
Relative Pronouns
を理解する。

Discussing Creative Works
Describing Tasks Accomplished
Discussing Things That Have
Happened To People
Describing Accomplishments
Securing Services
Historical Narratives
Discussing Opinions
が出来る。

Side by Side（4-3）
　p39～p46

0.5

A-4-1）-①

第13回 10/20(木) 1時限 Riggio

SBS. 4.4
Embedded Questionsを理解す
る。

Asking For
Information/Indicating
Uncertainty/Referring People to
Someone Else/Reporting a
Crime/Reporting a Missing
Person が出来る。

Side by Side（4-4）
　p51 ～p58

0.5

A-4-1）-①

第14回 10/20(木) 2時限 Riggio

SBS. 4.4
Embedded Questionsを理解す
る。

Asking For
Information/Indicating
Uncertainty/Referring People to
Someone Else/Reporting a
Crime/Reporting a Missing
Person が出来る。

Side by Side（4-4）
　p51 ～p58

0.5

A-4-1）-①

第15回 10/27(木) 1時限 Riggio

SBS. 4.4
Embedded Questionsを理解す
る。

Asking For
Information/Indicating
Uncertainty/Referring People to
Someone Else/Reporting a
Crime/Reporting a Missing
Person が出来る。

Side by Side（4-4）
　p59 ～p63

0.5

A-4-1）-①

第16回 10/27(木) 2時限 Riggio

SBS. 4.4
Embedded Questionsを理解す
る。

Asking For
Information/Indicating
Uncertainty/Referring People to
Someone Else/Reporting a
Crime/Reporting a Missing
Person が出来る。

Side by Side（4-4）
　p59 ～p63

0.5

A-4-1）-①



第17回 10/29(土) 1時限

梅村
高山
上野
近藤

Mid term exam

A-4-2）-①



OBS-2-14

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 4/7(木) 3時限
薗村
貴弘

組織学各論3
感覚器の分類と肉眼解剖学的
な構造と機能を理解する。

感覚器の基本構造、および、形
態的特徴を説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P788〜P867を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4)-(6)-②

評 価 方 法 組織標本のスケッチの評定、学習態度、定期試験の成績による。

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法

 ICT 教育支援ツールであるmoodleに事前・事後学習用の各単元ごとの問題を提示してあり、オンラインで自主
学習をすることにより理解度を確認することができる。「組織学」では iPadを用いたバーチャルスライドの各臓器
ごとの組織像を観察し、スケッチを描いて試問を受けて提出する。提出された組織図の採点結果はmoodle上で
学生側にフィードバックする。

授 業 概 要
1年生後期に学修した「組織学Ⅰ」に連続する形で、この「組織学Ⅱ」において各臓器の各論的な微細構造の
学修とともに、並走して学修する肉眼レベルの「解剖学」および「口腔解剖学」、「生理学」などの講義・実習と連
携して、人体構造と機能の内容を理解する上での必要な基盤的知識を培う授業と実習を行う。

到 達 目 標

①組織学Iに引き続き、全身的な組織学の各論の位置づけと重要性を網羅的に理解する。
②眼と耳を中心に感覚器の微細構造と機能を肉眼解剖学と併せて理解する。
③口腔から始まる消化器を消化管、唾液腺、肝胆膵も含め、その微細構造と機能を理解する。
④呼吸器、泌尿器、生殖器、内分泌器官の微細構造と機能を理解する。
⑤中枢神経系の種々の神経細胞の微細構造とネットワークを織りなす機能を理解する。

教 育 手 法
座学講義とバーチャルスライドシステムを利用したスケッチ実習に加え、mooldeなどの双方向型のICT教育支
援ツールを活用して、学生一人一人が自分の学修に対する意欲・態度・知識の獲得状況を振り返って学修行
動の改善・向上を促すことを目的とした教育手法を導入している。

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。
○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○全身医学との関連を理解し、患者にとって良質で安全な歯科医療を実践することができる。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のた
めに生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。

2　組織学Ⅱ

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

薗村貴弘、佐藤和彦、櫻屋透真、吉川英里

履修の条件・注意事項
課題の提出物や小テストにおいて他者の内容を盗用するなどの不正行為を行った者に対しては厳格に対処を
する。

学生の意見等からの気
づ き

座学講義の後に、実際に標本を見て実際に手を動かしてスケッチすることで細胞の形態を身体で体得し、また
その後に帰宅後の復習テストとすることで知識が定着すると評価を受けている。また組織学IIでは、同じ週の月
曜日に同部位同臓器の肉眼解剖学の講義と連携するようにカリキュラムを構成し、肉眼解剖学から顕微鏡解剖
学をシームレスに学ぶ理想的なスケジュールとなっている。

教 科 書 『組織学　改訂20版』(南山堂)、配布講義資料(組織学)

参 考 書 『標準組織学』(医学書院)

オ フ ィ ス ア ワ ー 16:30-18:00、解剖学研究室（１号館４階：薗村教授、１号館１階：佐藤准教授、櫻屋助教、吉川助教）



第2回 4/7(木) 4時限
薗村
貴弘

組織学各論3
感覚器の分類と肉眼解剖学的
な構造と機能を理解する。

感覚器の基本構造、および、形
態的特徴を説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P788〜P868を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4)-(6)-②

第3回 4/14(木) 3時限
薗村
貴弘

組織学各論4
感覚器系1、皮膚と皮膚の付属
器官の微細構造と機能を理解
する。

皮膚と皮膚の付属器官の微細
構造、および、形態的特徴を説
明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P253〜
P274を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(6)-②

第4回 4/14(木) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

組織学実習10
感覚器系1、皮膚と皮膚の付属
器官の微細構造と機能を理解
する。

皮膚と皮膚の付属器官の微細
構造、および、形態的特徴を説
明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P253〜
P274を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(6)-②

第5回 4/21(木) 3時限
薗村
貴弘

組織学各論5
感覚器系2、眼と眼の付属器官
の微細構造と機能を理解する。

眼と眼の付属器官の微細構造、
および、形態的特徴を説明でき
る。

教科書「組織学」
（南山堂）P257〜
P296を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(6)-①

第6回 4/21(木) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

組織学実習11
感覚器系2、眼と眼の付属器官
の微細構造と機能を理解する。

眼と眼の付属器官の微細構造、
および、形態的特徴を説明でき
る。

教科書「組織学」
（南山堂）P257〜
P296を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(6)-①

第7回 4/28(木) 3時限
薗村
貴弘

組織学各論6
感覚器系3、外耳、中耳、内耳
の微細構造と機能を理解する。

外耳、中耳、内耳の微細構造、
および、形態的特徴を説明でき
る。

教科書「組織学」
（南山堂）P296〜
P310を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(6)-①

第8回 4/28(木) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

組織学実習12
感覚器系3、外耳、中耳、内耳
の微細構造と機能を理解する。

外耳、中耳、内耳の微細構造、
および、形態的特徴を説明でき
る。

教科書「組織学」
（南山堂）P296〜
P310を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(6)-①



第9回 5/12(木) 3時限
薗村
貴弘

組織学各論7
消化器系1、口腔と舌の粘膜お
よび唾液腺の微細構造と機能を
理解する。

口腔粘膜、舌粘膜、唾液腺の微
細構造、および、形態的特徴を
説明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P327〜
P338を読んでおく
こと。

1時間

E-2-2）-③

第10回 5/12(木) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

組織学実習13
消化器系1、口腔と舌の粘膜お
よび唾液腺の微細構造と機能を
理解する。

口腔粘膜、舌粘膜、唾液腺の微
細構造、および、形態的特徴を
説明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P327〜
P338を読んでおく
こと。

1時間

E-2-2）-⑦

第11回 5/19(木) 3時限
薗村
貴弘

組織学各論8
消化器系2、食道から直腸まで
の微細構造と機能を理解する。

消化管の一般構造と、各消化管
（食道、胃、小腸、大腸）の微細
構造、および、形態的特徴を説
明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P346〜
P364を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(7)-①

第12回 5/19(木) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

組織学実習14
消化器系2、食道から直腸まで
の微細構造と機能を理解する。

消化管の一般構造と、各消化管
（食道、胃、小腸、大腸）の微細
構造、および、形態的特徴を説
明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P346〜
P364を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(7)-①

第13回 5/26(木) 3時限
薗村
貴弘

組織学各論9
消化器系3、肝臓、胆囊、膵臓
の微細構造と機能を理解する。

消化腺（肝臓、胆囊、膵臓）の微
細構造、および、形態的特徴を
説明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P364〜
P379を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(7)-②

第14回 5/26(木) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

組織学実習15
消化器系3、肝臓、胆囊、膵臓
の微細構造と機能を理解する。

消化腺（肝臓、胆囊、膵臓）の微
細構造、および、形態的特徴を
説明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P364〜
P379を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(7)-③

第15回 6/2(木) 3時限
薗村
貴弘

組織学各論10
呼吸器系（鼻腔、副鼻腔、気
管、気管支、肺）の微細構造と
機能を理解する。

呼吸器系（鼻腔、副鼻腔、気
管、気管支、肺）の微細構造、
および、形態的特徴を説明でき
る。

教科書「組織学」
（南山堂）P381〜
P395を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(8)-①



第16回 6/2(木) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

組織学実習16
呼吸器系（鼻腔、副鼻腔、気
管、気管支、肺）の微細構造と
機能を理解する。

呼吸器系（鼻腔、副鼻腔、気
管、気管支、肺）の微細構造、
および、形態的特徴を説明でき
る。

教科書「組織学」
（南山堂）P381〜
P395を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(8)-②

第17回 6/9(木) 3時限
薗村
貴弘

組織学各論11
泌尿器系（腎臓、尿管、膀胱、
尿道）の微細構造と機能を理解
する。

泌尿器系（腎臓、尿管、膀胱、
尿道）のの微細構造、および、
形態的特徴を説明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P397〜
P417を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(10)-①

第18回 6/9(木) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

組織学実習17
泌尿器系（腎臓、尿管、膀胱、
尿道）の微細構造と機能を理解
する。

泌尿器系（腎臓、尿管、膀胱、
尿道）のの微細構造、および、
形態的特徴を説明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P397〜
P417を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(10)-①

第19回 6/16(木) 3時限
薗村
貴弘

組織学各論12
男性生殖器系の微細構造と機
能を理解する。

男性生殖器とその付属器官の
微細構造、および、形態的特徴
を説明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P419〜
P442を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(11)-①

第20回 6/16(木) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

組織学実習18
男性生殖器系の微細構造と機
能を理解する。

男性生殖器とその付属器官の
微細構造、および、形態的特徴
を説明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P419〜
P442を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(11)-①

第21回 6/23(木) 3時限
薗村
貴弘

組織学各論13
女性生殖器系の微細構造と機
能を理解する。

女性生殖器とその付属器官の
微細構造、および、形態的特徴
を説明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P443〜
P469を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(11)-①

第22回 6/23(木) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

組織学実習19
女性生殖器系の微細構造と機
能を理解する。

女性生殖器とその付属器官の
微細構造、および、形態的特徴
を説明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P443〜
P469を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(11)-①



第23回 6/30(木) 3時限
薗村
貴弘

組織学各論14
内分泌器官の微細構造と機能
を理解する。

内分泌器官（松果体、下垂体、
甲状腺、副腎、性腺）の微細構
造、および、形態的特徴を説明
できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P197〜
P222を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(9)-①

第24回 6/30(木) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

組織学実習20
内分泌器官の微細構造と機能
を理解する。

内分泌器官（松果体、下垂体、
甲状腺、副腎、性腺）の微細構
造、および、形態的特徴を説明
できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P197〜
P222を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(9)-①

第25回 7/7(木) 3時限
日置
寛之

組織学各論15
中枢神経系の微細構造と機能
を理解する。

中枢神経系の神経細胞の種類
と微細構造、および、形態的特
徴を説明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P223〜
P296を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(5)-⑦

第26回 7/7(木) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

組織学実習21
中枢神経系の微細構造と機能
を理解する。

中枢神経系の神経細胞の種類
と微細構造、および、形態的特
徴を説明できる。

教科書「組織学」
（南山堂）P253〜
P297を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4)-(5)-⑦



OBS-2-02

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 4/4(月) 1時限
薗村
貴弘

解剖学総論、方向用語
解剖学の歴史と、人体の主な基
本的構造を理解する。

身体の部位を表す解剖学用語
と、方向用語を説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）P2
〜P42を読んでおく
こと。

1時間

C-3-1）-①

評 価 方 法 試験の成績、小テスト、PBL発表によって総合的に評価する。

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法
 ICT 教育支援ツールであるmoodleに事前・事後学習用の各単元ごとの小テストを提示し、オンラインでも自主
学習をすることにより理解度を確認することができる。小テストの採点結果はmoodle上で学生側にフィードバック
する。

授 業 概 要
身体の正常な構造について、肉眼レベルで広く学び理解する。人の体を構成する運動器(骨、筋)、神経系、脈
管系、内臓学に分けて、系統解剖学的に学習する。

到 達 目 標

①医学の発展の歴史と解剖学との関係、解剖学の位置づけ解剖学における方向用語、器官系の概略を説明
できる。
②体幹、上肢下肢、頭部の骨とそれに関連する筋の付着部位と作用、神経・血管の走行を実際に観察した上
でそれらを理解し説明できる。
③心臓、大動脈、頭頸部の動脈、全身の動脈静脈リンパ管について理解し説明できる。
④神経系の分類、発生、中枢神経と末梢神経のネットワークと機能を理解する。
⑤口腔から始まる消化器系、鼻腔を含めた呼吸器系、泌尿生殖器系、内分泌器官の構造と機能、栄養血管、
支配神経を理解する。

教 育 手 法
座学の講義と併せてmoodleなどの双方向性のICT教育支援ツールを活用して、学生一人一人が自分の学修
に対する意欲・態度・知識の獲得状況を振り返って学修行動の改善・向上を促すことを目的とした教育手法を
導入している。

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。
○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○全身医学との関連を理解し、患者にとって良質で安全な歯科医療を実践することができる。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のた
めに生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。

3　解剖学

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

薗村貴弘、佐藤和彦、櫻屋透真、吉川英里

履修の条件・注意事項
課題の提出物や小テストにおいて他者の内容を盗用するなどの不正行為を行った者に対しては厳格に対処を
する。

学生の意見等からの気
づ き

序盤の骨学では座学講義の後に、実際に骨標本を見て実際に手を動かして骨のスケッチすることで骨の形態
と筋の付着部や神経血管の通る孔を身体で体得できると評価を受けている。また班ごとに頭蓋の骨のPBL学習
も行い学生同士で評価しあう試みも行われている。脈管系や神経系では骨学で学んだ内容との連携や、内臓
学と組織学IIとの連動を意識した理想的なスケジュールを構成するように心がけている。

教 科 書 「岡嶋解剖学」（杏林書院）、「プロメテウス解剖学エッセンシャルテキスト」（医学書院）

参 考 書 「分担解剖学」(金原出版)

オ フ ィ ス ア ワ ー 16:30-18:00、解剖学研究室（１号館４階：薗村教授、１号館１階：佐藤准教授、吉川助教、櫻屋助教）



第2回 4/4(月) 2時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
吉川

英里、
櫻屋
透真

骨学１、体幹、骨学実習
人体の骨の基本形態と構造お
よび、人体を構成する主な骨を
理解する。

体幹を構成する骨、椎骨と肋骨
を説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）P2
〜P42を読んでおく
こと。

1時間

C-3-4）-(2)-①

第3回 4/11(月) 1時限
櫻屋
透真

骨学２、上肢の骨
上肢帯と上肢を構成する主な骨
を理解する。

上肢帯と上肢を構成する主な骨
を理解し、肩や肘の関節や手掌
を構成する骨を説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P92〜P100を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4）-(2)-①

第4回 4/11(月) 2時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
吉川

英里、
櫻屋
透真

骨学２、上肢、骨学実習
上肢帯と上肢を構成する主な骨
を理解する。

上肢帯と上肢を構成する主な骨
を理解し、肩や肘の関節や手掌
を構成する骨を説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P92〜P100を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4）-(2)-①

第5回 4/18(月) 1時限
櫻屋
透真

骨学３、下肢の骨
骨盤と下肢を構成する主な骨を
理解する。

下肢を構成する主な骨を理解
し、股関節や膝関節、足根を構
成する骨を説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P101〜P116を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4）-(2)-①

第6回 4/18(月) 2時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
吉川

英里、
櫻屋
透真

骨学３、下肢、骨学実習
骨盤と下肢を構成する主な骨を
理解する。

下肢を構成する主な骨を理解
し、股関節や膝関節、足根を構
成する骨を説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P101〜P116を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4）-(2)-①

第7回 4/25(月) 1時限
薗村
貴弘

骨学４、頭蓋の骨
頭蓋にみられる骨を理解する。

頭蓋前面、側面、内頭蓋底、外
頭蓋底にみられる構造と、頭蓋
を構成する各骨に見られる構造
を説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P43〜P91を読んで
おくこと。

1時間

E-2-1）-②

第8回 4/25(月) 2時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
吉川

英里、
櫻屋
透真

骨学４、頭蓋、骨学実習
頭蓋にみられる骨を理解する。

頭蓋前面、側面、内頭蓋底、外
頭蓋底にみられる構造と、頭蓋
を構成する各骨に見られる構造
を説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P43〜P91を読んで
おくこと。

1時間

E-2-1）-②



第9回 5/2(月) 1時限
櫻屋
透真

脈管系1、心臓および、体循環と
肺循環を理解する。

心臓の構造(外景と内景)を説明
できる。
体循環経路(左心室→全身→右
心房)と、肺循環経路(右心室→
肺→左心房)を説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P322〜P346を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4）-(4)-①

第10回 5/2(月) 2時限
櫻屋
透真

脈管系2、腹部の動脈について
理解する。

腹腔動脈、上下腸間膜動脈、
腎動脈、腰動脈の走行と支配領
域について説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P383〜P400を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4）-(4)-②

第11回 5/6(金) 1時限
佐藤
和彦

筋学1、筋学総論、体幹の骨格
筋を理解する。

浅背筋、深背筋、浅胸筋、深胸
筋、横隔膜、腹部の筋を説明で
きる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P168〜P189、P212
〜P234を読んでお
くこと。

1時間

C-3-4）-(3)-③

第12回 5/6(金) 2時限
佐藤
和彦

筋学2、体肢の骨格筋を理解す
る。

上肢帯、上腕、前腕の筋、下肢
帯、大腿、下腿の筋を説明でき
る。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P235〜P319を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4）-(3)-③

第13回 5/9(月) 1時限
薗村
貴弘

内臓学1、内臓学
総論内臓の定義、構造を理解
する。

実質性臓器と中空性臓器を説
明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P478〜P504を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4)-(7)-①

第14回 5/9(月) 2時限
薗村
貴弘

内臓学2、口腔、咽頭
消化器系1、口腔と咽頭に見ら
れる解剖学的構造物を理解す
る。

口腔と咽頭に見られる解剖学的
構造物を説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P478〜P504を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4)-(7)-①

第15回 5/13(金) 1時限
佐藤
和彦

筋学3、舌骨上筋群および舌骨
下筋群を理解する。

舌骨上筋（顎舌骨筋、顎二腹筋
前腹・後腹、オトガイ舌骨筋、 
茎突舌骨筋）、舌骨下筋（胸骨
舌骨筋、肩甲舌骨筋、胸骨甲
状筋、甲状舌骨筋）の起始・停
止部および機能を説明 できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P203〜P211を読ん
でおくこと。

1時間

E-2-1）-③



第16回 5/13(金) 2時限
佐藤
和彦

筋学4、舌の筋を理解する。 内舌筋(垂直舌筋、上・下縦舌
筋、横舌筋)と、外舌筋(オトガイ
舌筋、舌骨舌筋、茎突舌筋) の
起始・停止部および支配神経を
説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P203〜P211を読ん
でおくこと。

1時間

E-2-1）-③

第17回 5/16(月) 1時限
薗村
貴弘

内臓学3、消化管（食道、胃）
消化器系2、消化管の食道と胃
の構造と機能を理解する。

消化管の食道と胃の構造と機能
を説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P504〜P511を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4)-(7)-①

第18回 5/16(月) 2時限
薗村
貴弘

内臓学3、消化管（食道、胃）
消化器系3、消化管の十二指腸
〜肛門の構造と機能を理解す
る。

消化管の十二指腸〜肛門の構
造と機能を説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P512〜P523を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4)-(7)-①

第19回 5/20(金) 1時限
佐藤
和彦

筋学3、舌骨上筋群および舌骨
下筋群を理解する。

舌骨上筋（顎舌骨筋、顎二腹筋
前腹・後腹、オトガイ舌骨筋、 
茎突舌骨筋）、舌骨下筋（胸骨
舌骨筋、肩甲舌骨筋、胸骨甲
状筋、甲状舌骨筋）の起始・停
止部および機能を説明 できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P203〜P211を読ん
でおくこと。

1時間

E-2-1）-③

第20回 5/20(金) 2時限
佐藤
和彦

筋学4、舌の筋を理解する。 内舌筋(垂直舌筋、上・下縦舌
筋、横舌筋)と、外舌筋(オトガイ
舌筋、舌骨舌筋、茎突舌筋) の
起始・停止部および支配神経を
説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P203〜P211を読ん
でおくこと。

1時間

E-2-1）-③

第21回 5/23(月) 1時限
薗村
貴弘

内臓学5、肝胆膵
消化器系4、肝臓、胆囊、膵臓
の構造と機能を理解する。

肝臓、胆囊、膵臓の構造と機能
を説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P524〜P531を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4)-(7)-②

第22回 5/23(月) 2時限
薗村
貴弘

内臓学6、腹膜
腹膜の構造と発生について理
解する。

腹膜や胸膜の発生や構造と機
能について説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P610〜P617を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4)-(7)-③



第23回 5/27(金) 1時限
櫻屋
透真

脈管系3、上肢の動脈について
理解する。

鎖骨下動脈、腋窩動脈、上腕と
前腕、手掌の動脈の走行と支配
領域について説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P369〜P382を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4）-(4)-②

第24回 5/27(金) 2時限
櫻屋
透真

脈管系4、下肢の動脈について
理解する。

骨盤と下肢の動脈の走行と支配
領域について説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P401〜P413を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4）-(4)-②

第25回 5/30(月) 1時限
薗村
貴弘

内臓学7、鼻腔〜喉頭
呼吸器1、鼻腔〜喉頭について
理解する。

鼻腔〜喉頭の構造と機能につ
いて説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P532〜P549を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4)-(8)-①

第26回 5/30(月) 2時限
薗村
貴弘

内臓学8、気管、気管支、肺
呼吸器2、気管、気管支、肺に
ついて理解する。

気管、気管支、肺の構造と機能
について説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P550〜P571を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4)-(8)-②

第27回 6/3(金) 1時限
薗村
貴弘

脈管系5、頸部の動脈
頸部の動脈について理解する。

総頸動脈、内頸動脈、外頸動
脈の枝の走行と支配領域につ
いて説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P347〜P349を読ん
でおくこと。

1時間

E-2-1）-④

第28回 6/3(金) 2時限
薗村
貴弘

脈管系6、頭部、脳の動脈につ
いて理解する。

内頸動脈の枝と、椎骨動脈の
枝、Willisの動脈輪の走行と支
配領域について説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P358〜P368を読ん
でおくこと。

1時間

E-2-1）-④

第29回 6/6(月) 1時限
薗村
貴弘

内臓学9、泌尿器の発生、腎臓
泌尿器1、泌尿器系の発生と構
造と機能について理解する。

腎臓の発生と構造と機能につい
て説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P572〜P576を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4)-(10)-①



第30回 6/6(月) 2時限
薗村
貴弘

内臓学10、泌尿器、尿管膀胱
尿道
泌尿器2、尿路の構造と機能に
ついて理解する。

尿路（尿管、膀胱、尿道）の構造
と機能について説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P576〜P581を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4)-(10)-①

第31回 6/10(金) 1時限
薗村
貴弘

脈管系7、顔面部の動脈
顔面部の動脈について理解す
る。

舌動脈、顔面動脈、浅側頭動
脈の走行と支配領域について
説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P350〜P357を読ん
でおくこと。

1時間

E-2-1）-④

第32回 6/10(金) 2時限
薗村
貴弘

脈管系8、顔面部の動脈
顎動脈について理解する。

顎動脈の走行と支配領域につ
いて説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P350〜P357を読ん
でおくこと。

1時間

E-2-1）-④

第33回 6/13(月) 1時限
薗村
貴弘

内臓学11、男性生殖器
生殖器1、男性生殖器の発生と
構造と機能について理解する。

男性生殖器の構造と機能につ
いて説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P582〜P595を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4)-(11)-①

第34回 6/13(月) 2時限
薗村
貴弘

内臓学12、女性生殖器
生殖器2、女性生殖器の発生と
構造と機能について理解する。

女性生殖器の構造と機能につ
いて説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P595〜P609を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4)-(11)-①

第35回 6/17(金) 1時限
薗村
貴弘

脈管系9、静脈系
全身の静脈について理解する。

全身の静脈と頭頸部の静脈の
走行を説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P414〜P446を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4）-(4)-②

第36回 6/17(金) 2時限
薗村
貴弘

脈管系10、リンパ系
全身のリンパ管について理解す
る。

全身のリンパ管と胸管、頭頸部
のリンパ管について説明でき
る。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P447〜P475を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4）-(4)-②



第37回 6/20(月) 1時限
薗村
貴弘

内臓学13、内分泌器官1
内分泌器官の定義、松果体、下
垂体の構造と機能について理
解する。

内分泌器官について説明でき
る。松果体と下垂体について構
造と機能を説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P618〜P622を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4)-(9)-②

第38回 6/20(月) 2時限
薗村
貴弘

内臓学14、内分泌器官2
甲状腺と副腎の構造と機能につ
いて理解する。

甲状腺と副腎の構造と機能につ
いて説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P622〜P625を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4)-(9)-②

第39回 6/21(火) 1時限
薗村
貴弘

神経系1、神経系とは、神経系
総論
神経系と、ニューロンとグリアの
基本構造を理解する。

ニューロンの基本形態、分類、
軸索、樹状突起、シナプスを説
明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P628〜P630を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4)-(5)-⑦

第40回 6/21(火) 2時限
薗村
貴弘

神経系2、中枢神経系
中枢神経(脊髄) を理解する。

脊髄の構造と機能を説明でき
る。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P631〜P646を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4)-(5)-④

第41回 6/27(月) 1時限
薗村
貴弘

神経系3、中枢神経系
脳幹中枢神経(脳幹) を理解す
る。

脳幹に存在する神経核を説明
できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P647〜P658を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4)-(5)-④

第42回 6/27(月) 2時限
薗村
貴弘

神経系4、中枢神経系
中枢神経(小脳) を理解する。

小脳の構造と運動記憶につい
て説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P659〜P664を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4)-(5)-④

第43回 6/28(火) 1時限
薗村
貴弘

神経系5、中枢神経系、間脳
中枢神経(間脳) を理解する。

視床の独自性と感覚系伝導路
の関係、視床下部と自律神経系
の関係を説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P664〜P673を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4)-(5)-④



第44回 6/28(火) 2時限
薗村
貴弘

神経系6、中枢神経系、大脳皮
質
中枢神経(終脳) を理解する。

終脳の神経核と大脳皮質とその
層構造、機能局在、高次機能に
ついて説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P673〜P696を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4)-(5)-④

第45回 7/4(月) 1時限
薗村
貴弘

神経系7、伝導路
主要な神経伝導路を理解する。

皮質脊髄路、後索路、視覚路、
聴覚路、味覚路などの主要伝
導路を説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P697〜P705を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4)-(5)-④

第46回 7/4(月) 2時限
薗村
貴弘

神経系8、末梢神経系
末梢神経(脊髄神経) を理解す
る。

頸部、胸部、腹部、上肢下肢の
末梢神経の走行と各神経叢を
説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P731〜P772を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4)-(5)-①

第47回 7/5(火) 1時限
薗村
貴弘

神経系9、末梢神経系、脳神経
1-4を理解する。

12脳神経の嗅神経、視神経、動
眼神経、滑車神経の構造と機能
を説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P706〜P708を読ん
でおくこと。

1時間

E-2-1）-⑤

第48回 7/5(火) 2時限
薗村
貴弘

神経系10、末梢神経系、脳神
経5-6を理解する。

12脳神経の三叉神経と外転神
経の構造と機能を説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P708〜P721を読ん
でおくこと。

1時間

E-2-1）-⑤

第49回 7/11(月) 1時限
薗村
貴弘

神経系11、末梢神経系、脳神
経7-12を理解する。

12脳神経の顔面神経、内耳神
経、舌咽神経、迷走神経、副神
経、舌下神経の構造と機能を説
明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P721〜P730を読ん
でおくこと。

1時間

E-2-1）-⑤

第50回 7/11(月) 2時限
薗村
貴弘

神経系12、自律神経系を理解
する。

交感神経と副交感神経の構造
と機能を説明できる。

教科書「岡嶋解剖
学」（杏林書院）
P773〜P786を読ん
でおくこと。

1時間

C-3-4)-(5)-③



OBS-2-03

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 9/6(火) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

解剖学総論、方向用語
解剖学の歴史と、人体の主な基
本的構造を理解する。

身体の部位を表す解剖学用語
と、方向用語を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-1）-①

評 価 方 法 試験の成績、小テスト、PBL発表によって総合的に評価する。

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法
 ICT 教育支援ツールであるmoodleに事前・事後学習用の各単元ごとの小テストを提示し、オンラインでも自主
学習をすることにより理解度を確認することができる。小テストの採点結果はmoodle上で学生側にフィードバック
する。

授 業 概 要
人体を系統立てて実際に解剖し、身体の正常な構造について人体諸器官の構造を学ぶ。また、篤志献体によ
る実物の人の御遺体を解剖させていただく実習を通して、医療人としての責任感と倫理観を涵養する。

到 達 目 標

①医学の発展の歴史と解剖学との関係、解剖学の位置づけ解剖学における方向用語、器官系の概略を説明
できる。
②体幹、上肢下肢、頭部の骨とそれに関連する筋の付着部位と作用、神経・血管の走行を実際に観察した上
でそれらを理解し説明できる。
③心臓、大動脈、頭頸部の動脈、全身の動脈静脈リンパ管について理解し説明できる。
④神経系の分類、発生、中枢神経と末梢神経のネットワークと機能を理解する。
⑤口腔から始まる消化器系、鼻腔を含めた呼吸器系、泌尿生殖器系、内分泌器官の構造と機能、栄養血管、
支配神経を理解する。

教 育 手 法
座学の講義と併せてmoodleなどの双方向性のICT教育支援ツールを活用して、学生一人一人が自分の学修
に対する意欲・態度・知識の獲得状況を振り返って学修行動の改善・向上を促すことを目的とした教育手法を
導入している。

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。
○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○全身医学との関連を理解し、患者にとって良質で安全な歯科医療を実践することができる。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のた
めに生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。

4　解剖学実習（Aクラス）

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

薗村貴弘、佐藤和彦、櫻屋透真、吉川英里

履修の条件・注意事項
課題の提出物や小テストにおいて他者の内容を盗用するなどの不正行為を行った者に対しては厳格に対処を
する。

学生の意見等からの気
づ き

実習開始前までのmoodleでの小テスト、実際に教員が作業している動画による解剖手技の説明、剖出の意図・
目的・ゴールを簡潔に記した解剖手順書、毎回の終了時の所見報告書の記入による振り返りとアウトプットとい
う一連の流れが多くの学生から高い評価を受けている。また、実習室入退室時の一礼、実習開始時の人体にメ
スを入れる行為の重大さの説明、篤志献体の理念、実習毎の黙祷、最終回の納棺式、解剖体追悼法要などの
所作と行事により、献体いただいた故人、御遺族への感謝と畏敬の想いを醸成する指導を通して、医療人とし
ての責任と倫理観を養う機会としても重要な位置づけにある実習である。

教 科 書 「岡嶋解剖学」（杏林書院）、「プロメテウス解剖学エッセンシャルテキスト」（医学書院）

参 考 書 「分担解剖学」(金原出版)

オ フ ィ ス ア ワ ー 16:30-18:00、解剖学研究室（１号館４階：薗村教授、１号館１階：佐藤准教授、櫻屋助教、吉川助教）



第2回 9/6(火) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

骨学１、体幹、骨学実習
人体の骨の基本形態と構造お
よび、人体を構成する主な骨を
理解する。

体幹を構成する骨、椎骨と肋骨
を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4）-(2)-①

第3回 9/8(木) 1時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

骨学２、上肢の骨
上肢帯と上肢を構成する主な骨
を理解する。

上肢帯と上肢を構成する主な骨
を理解し、肩や肘の関節や手掌
を構成する骨を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4）-(2)-①

第4回 9/8(木) 2時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

骨学２、上肢、骨学実習
上肢帯と上肢を構成する主な骨
を理解する。

上肢帯と上肢を構成する主な骨
を理解し、肩や肘の関節や手掌
を構成する骨を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4）-(2)-①

第5回 9/8(木) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

骨学３、下肢の骨
骨盤と下肢を構成する主な骨を
理解する。

下肢を構成する主な骨を理解
し、股関節や膝関節、足根を構
成する骨を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4）-(2)-①

第6回 9/8(木) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

骨学３、下肢、骨学実習
骨盤と下肢を構成する主な骨を
理解する。

下肢を構成する主な骨を理解
し、股関節や膝関節、足根を構
成する骨を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4）-(2)-①

第7回 9/13(火) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

筋学1、筋学総論、体幹の骨格
筋 を理解する。

浅背筋、深背筋、浅胸筋、深胸
筋、横隔膜、腹部の筋を説明で
きる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4）-(3)-③

第8回 9/13(火) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

筋学2、体肢の骨格筋を理解す
る。

上肢帯、上腕、前腕の筋、下肢
帯、大腿、下腿の筋を説明でき
る。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4）-(3)-③



第9回 9/15(木) 1時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

脈管系1、心臓および、体循環と
肺循環を理解する。

心臓の構造(外景と内景)を説明
できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4）-(4)-①

第10回 9/15(木) 2時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

脈管系2、心臓および、体循環と
肺循環を理解する。

体循環経路(左心室→全身→右
心房)と、肺循環経路(右心室→
肺→左心房)を説明で きる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4）-(4)-②

第11回 9/15(木) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

内臓学1、内臓学
総論内臓の定義、構造を理解
する。

実質性臓器と中空性臓器を説
明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(7)-①

第12回 9/15(木) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

内臓学2、口腔、咽頭
消化器系1、口腔と咽頭に見ら
れる解剖学的構造物を理解す
る。

口腔と咽頭に見られる解剖学的
構造物を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(7)-①

第13回 9/20(火) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

骨学４、頭蓋の骨
頭蓋にみられる骨を理解する。

頭蓋前面、側面、内頭蓋底、外
頭蓋底にみられる構造と、頭蓋
を構成する各骨に見られる構造
を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

E-2-1）-②

第14回 9/20(火) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

骨学４、頭蓋、骨学実習
頭蓋にみられる骨を理解する。

頭蓋前面、側面、内頭蓋底、外
頭蓋底にみられる構造と、頭蓋
を構成する各骨に見られる構造
を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

E-2-1）-②

第15回 9/22(木) 1時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

内臓学3、消化管（食道、胃）
消化器系2、消化管の食道と胃
の構造と機能を理解する。

消化管の食道と胃の構造と機能
を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(7)-①



第16回 9/22(木) 2時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

内臓学3、消化管（食道、胃）
消化器系3、消化管の十二指腸
〜肛門の構造と機能を理解す
る。

消化管の十二指腸〜肛門の構
造と機能を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(7)-①

第17回 9/22(木) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

筋学3、舌骨上筋群および舌骨
下筋群を理解する。

舌骨上筋（顎舌骨筋、顎二腹筋
前腹・後腹、オトガイ舌骨筋、 
茎突舌骨筋）、舌骨下筋（胸骨
舌骨筋、肩甲舌骨筋、胸骨甲
状筋、甲状舌骨筋）の起始・停
止部および機能を説明 できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

E-2-1）-③

第18回 9/22(木) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

筋学4、舌の筋を理解する。 内舌筋(垂直舌筋、上・下縦舌
筋、横舌筋)と、外舌筋(オトガイ
舌筋、舌骨舌筋、茎突舌筋) の
起始・停止部および支配神経を
説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

E-2-1）-③

第19回 9/27(火) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

内臓学5、肝胆膵
消化器系4、肝臓、胆囊、膵臓
の構造と機能を理解する。

肝臓、胆囊、膵臓の構造と機能
を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(7)-②

第20回 9/27(火) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

内臓学6、腹膜腹膜について理
解する。

腹膜や胸膜の発生や構造と機
能について説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(7)-③

第21回 9/29(木) 1時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

筋学5、咀嚼筋(咬筋・側頭 筋、
内・外側翼突筋)を理解する。

咀嚼筋（咬筋、側頭筋、内・外
側翼突筋）の起始・停止、作用
を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

E-2-1）-③

第22回 9/29(木) 2時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

筋学6、表情筋の種類と分布を
理解する。

表情筋の種類と起始・停止、作
用を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

E-2-1）-③



第23回 9/29(木) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

内臓学7、鼻腔〜喉頭
呼吸器1、鼻腔〜喉頭について
理解する。

鼻腔〜喉頭の構造と機能につ
いて説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(8)-①

第24回 9/29(木) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

内臓学8、気管、気管支、肺
呼吸器2、気管、気管支、肺に
ついて理解する。

気管、気管支、肺の構造と機能
について説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(8)-②

第25回 10/4(火) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

神経系1、神経系とは、神経系
総論
神経系と、ニューロンとグリアの
基本構造を理解する。

ニューロンの基本形態、分類、
軸索、樹状突起、シナプスを説
明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(5)-⑦

第26回 10/4(火) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

神経系2、中枢神経系
中枢神経(脊髄) を理解する。

脊髄の構造と機能を説明でき
る。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(5)-④

第27回 10/6(木) 1時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

内臓学9、泌尿器の発生、腎臓
泌尿器1、泌尿器系の発生と構
造と機能について理解する。

腎臓の発生と構造と機能につい
て説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(10)-①

第28回 10/6(木) 2時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

内臓学10、泌尿器、尿管膀胱
尿道
泌尿器2、尿路の構造と機能に
ついて理解する。

尿路（尿管、膀胱、尿道）の構造
と機能について説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(10)-①

第29回 10/6(木) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

神経系3、中枢神経系
脳幹中枢神経(脳幹) を理解す
る。

脳幹に存在する神経核を説明
できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(5)-④



第30回 10/6(木) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

神経系4、中枢神経系
中枢神経(小脳) を理解する。

小脳の構造と運動記憶につい
て説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(5)-④

第31回 10/11(火) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

内臓学11、男性生殖器
生殖器1、男性生殖器の発生と
構造と機能について理解する。

男性生殖器の構造と機能につ
いて説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(11)-①

第32回 10/11(火) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

内臓学12、女性生殖器
生殖器2、女性生殖器の発生と
構造と機能について理解する。

女性生殖器の構造と機能につ
いて説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(11)-①

第33回 10/13(木) 1時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

神経系5、中枢神経系、間脳
中枢神経(間脳) を理解する。

視床の独自性と感覚系伝導路
の関係、視床下部と自律神経系
の関係を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(5)-④

第34回 10/13(木) 2時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

神経系6、中枢神経系、大脳皮
質
中枢神経(終脳) を理解する。

終脳の神経核と大脳皮質とその
層構造、機能局在、高次機能に
ついて説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(5)-④

第35回 10/13(木) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

内臓学13、内分泌器官1
内分泌器官の定義、松果体、下
垂体の構造と機能について理
解する。

内分泌器官について説明でき
る。松果体と下垂体について構
造と機能を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(9)-②

第36回 10/13(木) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

内臓学14、内分泌器官2
甲状腺と副腎の構造と機能につ
いて理解する。

甲状腺と副腎の構造と機能につ
いて説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(9)-②



第37回 10/18(火) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

脈管系3、頸部の動脈
頸部の動脈について理解する。

総頸動脈、内頸動脈、外頸動
脈の枝の走行と支配領域につ
いて説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

E-2-1）-④

第38回 10/18(火) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

脈管系4、顔面部の動脈
顔面部の動脈について理解す
る

舌動脈、顔面動脈、顎動脈、浅
側頭動脈の走行と支配領域に
ついて説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

E-2-1）-④

第39回 10/20(木) 1時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

神経系7、伝導路
主要な神経伝導路を理解する。

皮質脊髄路、後索路、視覚路、
聴覚路、味覚路などの主要伝
導路を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(5)-④

第40回 10/20(木) 2時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

神経系8、末梢神経系
末梢神経(脊髄神経) を理解す
る。

頸部、胸部、腹部、上肢下肢の
末梢神経の走行と各神経叢を
説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(5)-①

第41回 10/20(木) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

脈管系5、頭部、脳の動脈につ
いて理解する。

内頸動脈の枝と、椎骨動脈の
枝、Willisの動脈輪の走行と支
配領域について説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

E-2-1）-④

第42回 10/20(木) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

脈管系6、上肢の動脈について
理解する。

鎖骨下動脈、腋窩動脈、上腕と
前腕、手掌の動脈の走行と支配
領域について説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4）-(4)-②

第43回 10/25(火) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

神経系9、末梢神経系、脳神経
1-4を理解する。

12脳神経の嗅神経、視神経、動
眼神経、滑車神経の構造と機能
を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

E-2-1）-⑤



第44回 10/25(火) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

神経系10、末梢神経系、脳神
経5-6を理解する。

12脳神経の三叉神経と外転神
経の構造と機能を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

E-2-1）-⑤

第45回 10/27(木) 1時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

脈管系7、腹部の動脈について
理解する。

腹腔動脈、上下腸間膜動脈、
腎動脈、腰動脈の走行と支配領
域について説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4）-(4)-②

第46回 10/27(木) 2時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

脈管系8、下肢の動脈について
理解する。

骨盤と下肢の動脈の走行と支配
領域について説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4）-(4)-②

第47回 10/27(木) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

神経系11、末梢神経系、脳神
経7-12を理解する。

12脳神経の顔面神経、内耳神
経、舌咽神経、迷走神経、副神
経、舌下神経の構造と機能を説
明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

E-2-1）-⑤

第48回 10/27(木) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

神経系12、自律神経系を理解
する。

交感神経と副交感神経の構造
と機能を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(5)-③

第49回 11/1(火) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

脈管系9、静脈系
全身の静脈について理解する。

全身の静脈と頭頸部の静脈の
走行を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4）-(4)-②

第50回 11/1(火) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

脈管系10、リンパ系
全身のリンパ管について理解す
る。

全身のリンパ管と胸管、頭頸部
のリンパ管について説明でき
る。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4）-(4)-②



OBS-2-03

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

履修の条件・注意事項
課題の提出物や小テストにおいて他者の内容を盗用するなどの不正行為を行った者に対しては厳格に対処を
する。

学生の意見等からの気
づ き

実習開始前までのmoodleでの小テスト、実際に教員が作業している動画による解剖手技の説明、剖出の意図・
目的・ゴールを簡潔に記した解剖手順書、毎回の終了時の所見報告書の記入による振り返りとアウトプットとい
う一連の流れが多くの学生から高い評価を受けている。また、実習室入退室時の一礼、実習開始時の人体にメ
スを入れる行為の重大さの説明、篤志献体の理念、実習毎の黙祷、最終回の納棺式、解剖体追悼法要などの
所作と行事により、献体いただいた故人、御遺族への感謝と畏敬の想いを醸成する指導を通して、医療人とし
ての責任と倫理観を養う機会としても重要な位置づけにある実習である。

教 科 書 「岡嶋解剖学」（杏林書院）、「プロメテウス解剖学エッセンシャルテキスト」（医学書院）

参 考 書 「分担解剖学」(金原出版)

オ フ ィ ス ア ワ ー 16:30-18:00、解剖学研究室（１号館４階：薗村教授、１号館１階：佐藤准教授、櫻屋助教、吉川助教）

4　解剖学実習（Bクラス）

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

薗村貴弘、佐藤和彦、櫻屋透真、吉川英里

授 業 概 要
人体を系統立てて実際に解剖し、身体の正常な構造について人体諸器官の構造を学ぶ。また、篤志献体によ
る実物の人の御遺体を解剖させていただく実習を通して、医療人としての責任感と倫理観を涵養する。

到 達 目 標

①医学の発展の歴史と解剖学との関係、解剖学の位置づけ解剖学における方向用語、器官系の概略を説明
できる。
②体幹、上肢下肢、頭部の骨とそれに関連する筋の付着部位と作用、神経・血管の走行を実際に観察した上
でそれらを理解し説明できる。
③心臓、大動脈、頭頸部の動脈、全身の動脈静脈リンパ管について理解し説明できる。
④神経系の分類、発生、中枢神経と末梢神経のネットワークと機能を理解する。
⑤口腔から始まる消化器系、鼻腔を含めた呼吸器系、泌尿生殖器系、内分泌器官の構造と機能、栄養血管、
支配神経を理解する。

教 育 手 法
座学の講義と併せてmoodleなどの双方向性のICT教育支援ツールを活用して、学生一人一人が自分の学修
に対する意欲・態度・知識の獲得状況を振り返って学修行動の改善・向上を促すことを目的とした教育手法を
導入している。

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。
○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○全身医学との関連を理解し、患者にとって良質で安全な歯科医療を実践することができる。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のた
めに生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。

評 価 方 法 試験の成績、小テスト、PBL発表によって総合的に評価する。

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法
 ICT 教育支援ツールであるmoodleに事前・事後学習用の各単元ごとの小テストを提示し、オンラインでも自主
学習をすることにより理解度を確認することができる。小テストの採点結果はmoodle上で学生側にフィードバック
する。



第1回 11/8(火) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

解剖学総論、方向用語
解剖学の歴史と、人体の主な基
本的構造を理解する。

身体の部位を表す解剖学用語
と、方向用語を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-1）-①

第2回 11/8(火) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

骨学１、体幹、骨学実習
人体の骨の基本形態と構造お
よび、人体を構成する主な骨を
理解する。

体幹を構成する骨、椎骨と肋骨
を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4）-(2)-①

第3回 11/10(木) 1時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

骨学２、上肢の骨
上肢帯と上肢を構成する主な骨
を理解する。

上肢帯と上肢を構成する主な骨
を理解し、肩や肘の関節や手掌
を構成する骨を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4）-(2)-①

第4回 11/10(木) 2時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

骨学２、上肢、骨学実習
上肢帯と上肢を構成する主な骨
を理解する。

上肢帯と上肢を構成する主な骨
を理解し、肩や肘の関節や手掌
を構成する骨を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4）-(2)-①

第5回 11/10(木) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

骨学３、下肢の骨
骨盤と下肢を構成する主な骨を
理解する。

下肢を構成する主な骨を理解
し、股関節や膝関節、足根を構
成する骨を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4）-(2)-①

第6回 11/10(木) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

骨学３、下肢、骨学実習
骨盤と下肢を構成する主な骨を
理解する。

下肢を構成する主な骨を理解
し、股関節や膝関節、足根を構
成する骨を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4）-(2)-①

第7回 11/15(火) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

筋学1、筋学総論、体幹の骨格
筋 を理解する。

浅背筋、深背筋、浅胸筋、深胸
筋、横隔膜、腹部の筋を説明で
きる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4）-(3)-③



第8回 11/15(火) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

筋学2、体肢の骨格筋を理解す
る。

上肢帯、上腕、前腕の筋、下肢
帯、大腿、下腿の筋を説明でき
る。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4）-(3)-③

第9回 11/17(木) 1時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

脈管系1、心臓および、体循環と
肺循環を理解する。

心臓の構造(外景と内景)を説明
できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4）-(4)-①

第10回 11/17(木) 2時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

脈管系2、心臓および、体循環と
肺循環を理解する。

体循環経路(左心室→全身→右
心房)と、肺循環経路(右心室→
肺→左心房)を説明で きる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4）-(4)-②

第11回 11/17(木) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

内臓学1、内臓学
総論内臓の定義、構造を理解
する。

実質性臓器と中空性臓器を説
明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(7)-①

第12回 11/17(木) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

内臓学2、口腔、咽頭
消化器系1、口腔と咽頭に見ら
れる解剖学的構造物を理解す
る。

口腔と咽頭に見られる解剖学的
構造物を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(7)-①

第13回 11/22(火) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

骨学４、頭蓋の骨
頭蓋にみられる骨を理解する。

頭蓋前面、側面、内頭蓋底、外
頭蓋底にみられる構造と、頭蓋
を構成する各骨に見られる構造
を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

E-2-1）-②

第14回 11/22(火) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

骨学４、頭蓋、骨学実習
頭蓋にみられる骨を理解する。

頭蓋前面、側面、内頭蓋底、外
頭蓋底にみられる構造と、頭蓋
を構成する各骨に見られる構造
を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

E-2-1）-②



第15回 11/24(木) 1時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

内臓学3、消化管（食道、胃）
消化器系2、消化管の食道と胃
の構造と機能を理解する。

消化管の食道と胃の構造と機能
を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(7)-①

第16回 11/24(木) 2時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

内臓学3、消化管（食道、胃）
消化器系3、消化管の十二指腸
〜肛門の構造と機能を理解す
る。

消化管の十二指腸〜肛門の構
造と機能を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(7)-①

第17回 11/24(木) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

筋学3、舌骨上筋群および舌骨
下筋群を理解する。

舌骨上筋（顎舌骨筋、顎二腹筋
前腹・後腹、オトガイ舌骨筋、 
茎突舌骨筋）、舌骨下筋（胸骨
舌骨筋、肩甲舌骨筋、胸骨甲
状筋、甲状舌骨筋）の起始・停
止部および機能を説明 できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

E-2-1）-③

第18回 11/24(木) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

筋学4、舌の筋を理解する。 内舌筋(垂直舌筋、上・下縦舌
筋、横舌筋)と、外舌筋(オトガイ
舌筋、舌骨舌筋、茎突舌筋) の
起始・停止部および支配神経を
説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

E-2-1）-③

第19回 11/29(火) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

内臓学5、肝胆膵
消化器系4、肝臓、胆囊、膵臓
の構造と機能を理解する。

肝臓、胆囊、膵臓の構造と機能
を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(7)-②

第20回 11/29(火) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

内臓学6、腹膜腹膜について理
解する。

腹膜や胸膜の発生や構造と機
能について説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(7)-③

第21回 12/1(木) 1時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

筋学5、咀嚼筋(咬筋・側頭 筋、
内・外側翼突筋)を理解する。

咀嚼筋（咬筋、側頭筋、内・外
側翼突筋）の起始・停止、作用
を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

E-2-1）-③



第22回 12/1(木) 2時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

筋学6、表情筋の種類と分布を
理解する。

表情筋の種類と起始・停止、作
用を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

E-2-1）-③

第23回 12/1(木) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

内臓学7、鼻腔〜喉頭
呼吸器1、鼻腔〜喉頭について
理解する。

鼻腔〜喉頭の構造と機能につ
いて説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(8)-①

第24回 12/1(木) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

内臓学8、気管、気管支、肺
呼吸器2、気管、気管支、肺に
ついて理解する。

気管、気管支、肺の構造と機能
について説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(8)-②

第25回 12/6(火) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

神経系1、神経系とは、神経系
総論
神経系と、ニューロンとグリアの
基本構造を理解する。

ニューロンの基本形態、分類、
軸索、樹状突起、シナプスを説
明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(5)-⑦

第26回 12/6(火) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

神経系2、中枢神経系
中枢神経(脊髄) を理解する。

脊髄の構造と機能を説明でき
る。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(5)-④

第27回 12/8(木) 1時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

内臓学9、泌尿器の発生、腎臓
泌尿器1、泌尿器系の発生と構
造と機能について理解する。

腎臓の発生と構造と機能につい
て説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(10)-①

第28回 12/8(木) 2時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

内臓学10、泌尿器、尿管膀胱
尿道
泌尿器2、尿路の構造と機能に
ついて理解する。

尿路（尿管、膀胱、尿道）の構造
と機能について説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(10)-①



第29回 12/8(木) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

神経系3、中枢神経系
脳幹中枢神経(脳幹) を理解す
る。

脳幹に存在する神経核を説明
できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(5)-④

第30回 12/8(木) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

神経系4、中枢神経系
中枢神経(小脳) を理解する。

小脳の構造と運動記憶につい
て説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(5)-④

第31回 12/13(火) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

内臓学11、男性生殖器
生殖器1、男性生殖器の発生と
構造と機能について理解する。

男性生殖器の構造と機能につ
いて説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(11)-①

第32回 12/13(火) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

内臓学12、女性生殖器
生殖器2、女性生殖器の発生と
構造と機能について理解する。

女性生殖器の構造と機能につ
いて説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(11)-①

第33回 12/15(木) 1時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

神経系5、中枢神経系、間脳
中枢神経(間脳) を理解する。

視床の独自性と感覚系伝導路
の関係、視床下部と自律神経系
の関係を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(5)-④

第34回 12/15(木) 2時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

神経系6、中枢神経系、大脳皮
質
中枢神経(終脳) を理解する。

終脳の神経核と大脳皮質とその
層構造、機能局在、高次機能に
ついて説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(5)-④

第35回 12/15(木) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

内臓学13、内分泌器官1
内分泌器官の定義、松果体、下
垂体の構造と機能について理
解する。

内分泌器官について説明でき
る。松果体と下垂体について構
造と機能を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(9)-②



第36回 12/15(木) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

内臓学14、内分泌器官2
甲状腺と副腎の構造と機能につ
いて理解する。

甲状腺と副腎の構造と機能につ
いて説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(9)-②

第37回 12/20(火) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

脈管系3、頸部の動脈
頸部の動脈について理解する。

総頸動脈、内頸動脈、外頸動
脈の枝の走行と支配領域につ
いて説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

E-2-1）-④

第38回 12/20(火) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

脈管系4、顔面部の動脈
顔面部の動脈について理解す
る

舌動脈、顔面動脈、顎動脈、浅
側頭動脈の走行と支配領域に
ついて説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

E-2-1）-④

第39回 12/22(木) 1時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

神経系7、伝導路
主要な神経伝導路を理解する。

皮質脊髄路、後索路、視覚路、
聴覚路、味覚路などの主要伝
導路を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(5)-④

第40回 12/22(木) 2時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

神経系8、末梢神経系
末梢神経(脊髄神経) を理解す
る。

頸部、胸部、腹部、上肢下肢の
末梢神経の走行と各神経叢を
説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(5)-①

第41回 12/22(木) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

脈管系5、頭部、脳の動脈につ
いて理解する。

内頸動脈の枝と、椎骨動脈の
枝、Willisの動脈輪の走行と支
配領域について説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

E-2-1）-④

第42回 12/22(木) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

脈管系6、上肢の動脈について
理解する。

鎖骨下動脈、腋窩動脈、上腕と
前腕、手掌の動脈の走行と支配
領域について説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4）-(4)-②



第43回 1/10(火) 1時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

神経系9、末梢神経系、脳神経
1-4を理解する。

12脳神経の嗅神経、視神経、動
眼神経、滑車神経の構造と機能
を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

E-2-1）-⑤

第44回 1/10(火) 2時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

神経系10、末梢神経系、脳神
経5-6を理解する。

12脳神経の三叉神経と外転神
経の構造と機能を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

E-2-1）-⑤

第45回 1/10(火) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

脈管系7、腹部の動脈について
理解する。

腹腔動脈、上下腸間膜動脈、
腎動脈、腰動脈の走行と支配領
域について説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4）-(4)-②

第46回 1/10(火) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

脈管系8、下肢の動脈について
理解する。

骨盤と下肢の動脈の走行と支配
領域について説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4）-(4)-②

第47回 1/12(木) 1時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

神経系11、末梢神経系、脳神
経7-12を理解する。

12脳神経の顔面神経、内耳神
経、舌咽神経、迷走神経、副神
経、舌下神経の構造と機能を説
明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

E-2-1）-⑤

第48回 1/12(木) 2時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

神経系12、自律神経系を理解
する。

交感神経と副交感神経の構造
と機能を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4)-(5)-③

第49回 1/12(木) 3時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

脈管系9、静脈系
全身の静脈について理解する。

全身の静脈と頭頸部の静脈の
走行を説明できる。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4）-(4)-②



第50回 1/12(木) 4時限

薗村
貴弘、
佐藤

和彦、
櫻屋

透真、
吉川
英里

脈管系10、リンパ系
全身のリンパ管について理解す
る。

全身のリンパ管と胸管、頭頸部
のリンパ管について説明でき
る。

教科書「エッセン
シャルプロメテウス
解剖学アトラス」
（南江堂）岡嶋解剖
学（杏林書院）当該
ページを読んで、
事前に提示される
moodleの小テスト
を解答すること。

2時間

C-3-4）-(4)-②



OBS-2-04

評 価 方 法
定期試験（国家試験形式の多肢選択問題100問） 100％
なお、全授業回数の4/5以上の出席および確認テスト（3回実施）での毎回70点以上の取得を定期試験の受験
資格要件とする。

5　口腔解剖学

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

滝川俊也、河野芳朗、杉山明子

授 業 概 要

「口腔解剖学」は口腔領域の解剖学であり、学修内容は「歯の形態学」と「口腔組織発生学」に大別される。「歯
の形態学」では永久歯と乳歯の歯種別の基本的形態と特徴、歯の発生・発育・萌出時期と萌出順序、歯列と咬
合、歯の形態異常などを学修し、並行して行う口腔解剖学実習（歯型彫刻実習）を通して、歯の形態と特徴を
理解して3次元的に表現するという歯科医師にとって必要不可欠な知識と基本技能を修得する。「口腔組織発
生学」では、口腔・顎・顔面領域の発生、歯の発生から萌出までの過程、乳歯と永久歯との交換の組織学的過
程を学ぶほか、発生と密接に関連した歯および歯周組織、口腔粘膜、顎骨、顎関節、舌、唾液腺などの口腔諸
組織の微細な組織構造と機能、加齢にともなう口腔諸組織の4次元的な変化については、並行して実施する
「口腔組織発生学実習」を通して、1学年で履修した「発生学」の授業内容を統合して学修し、人体の発生、お
よび口腔・顎・顔面領域の構造と機能の密接な関係についての理解をさらに深めていく。

到 達 目 標

① 口腔の解剖学的および組織学的構造と機能を理解し、説明できる。基礎・知識
② 歯の形態と組織学的構造、機能との関係を理解し、説明できる。基礎・知識
③ 歯周組織の組織学的構造と機能について理解し、説明できる。基礎・知識
④ 顎関節の解剖学的および組織学的構造と機能を理解し、説明できる。基礎・知識
⑤ 口腔・顎顔面の諸組織の加齢に伴う組織学的変化を理解し、説明できる。基礎・知識

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。
○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○全身医学との関連を理解し、患者にとって良質で安全な歯科医療を実践することができる。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のた
めに生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。

履修の条件・注意事項

口腔解剖学で履修する内容は教科書4冊（発生学、歯の形態学、口腔組織発生学、口腔組織発生学カラーア
トラス）にまたがる広範な内容である。そのため、授業を聴いて講義資料を読むだけでなく、教科書を熟読し、多
数の掲載写真や図を見て自分で知識を整理・統合して「まとめノート」を作成するなど、能動的に学修する姿勢
と意欲が強く求められる。

学生の意見等からの気
づ き

毎回の授業内容について、履修した授業テーマごとのテスト問題（多肢選択問題）を Moodle で受験できるよう
にしたことは「事前事後学修に役立った」という授業評価アンケートでの意見が多かったため、e-ラーニング環
境をさらに充実させて今年度も学生の事前事後学修（自主学習）を強力に支援していく。

教 科 書
『口腔組織・発生学 第2版』（医歯薬出版）、『カラーアトラス 口腔組織発生学 第4版』（わかば出版） 、『歯の解
剖学 第22版』（金原出版）

参 考 書
配布講義資料（口腔解剖学、発生学、歯型彫刻実習マニュアル）、『人体発生学 講義ノート 第2版』（金芳堂）、
歯型彫刻実習に使用する歯の模型、e-ラーニング資料（Moodle掲載）、『プロメテウス解剖学アトラス 口腔・頭
頸部 第2版』（医学書院）

オ フ ィ ス ア ワ ー
月曜日〜金曜日　16：30〜18:30、1号館3階 滝川教授室（滝川俊也教授）、1号館4階 口腔解剖学研究室（河
野芳朗講師、杉山明子講師）

教 育 手 法

CBTや歯科医師国家試験と同等レベルの多肢選択形式のテストを確認テストおよび定期試験で実施する。確
認テストでは、ICT教育支援ツールであるSTS（Syllabus Testing System）および我々が開発した「モバイル採点
システム」と「学修ポートフォリオ作成ソフトウェア （ドクター まるみえーる）」を用いて、テスト終了後、マークカー
ドを回収して講義室内で可及的速やかに試験成績を可視化（見える化）して絶対評価（得点率）と相対評価（学
年順位）をフィードバックする。この迅速なフィードバックによって、学生個々人は自身が修得した知識とその学
力レベルを視覚的、客観的にメタ認知し、自身の学修行動の改善と向学心の育成を促すことを目的としたICT
活用双方向教育手法を導入している。



回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

口腔解剖学 実力テスト［診断的
評価試験］（多肢選択問題30
問）

☐ 1学年次に履修した「基礎歯
科学入門 口腔解剖学」と「発生
学」の内容を説明できる。

１学年で配布され
た「歯科学入門 口
腔解剖学」と「発生
学」の講義資料を
事前学修し、実力
テストでわからな
かった問題につい
て事後学修するこ
と。

口腔解剖学概論-1) 口腔の範
囲と構成要素、口腔の機能（咀
嚼と嚥下、構音）の概要を理解
する。

☐ 口腔の範囲と構成要素、口
腔の機能（咀嚼と嚥下、構音）を
概説できる。

口腔解剖学概論-2) 口腔前庭と
固有口腔の区分を理解する。

☐ 口腔前庭と固有口腔の区分
を説明できる。

口腔解剖学概論-3) 歯列と咬
合、臼歯の機能咬頭と非機能咬
頭の概要を理解する。

☐ 歯列と咬合の概要を概説で
きる。

口腔解剖学概論-4) 硬口蓋、軟
口蓋、口蓋帆の構造と機能の概
要を理解する。

☐ 硬口蓋、軟口蓋、口蓋帆の
構造と機能を概説できる。

口腔解剖学概論-5) 舌の構造と
機能の概要を理解する。

☐ 舌の構造と機能を概説でき
る。

口腔解剖学概論-6) 口腔底（口
底）の構造の概要を理解する。

☐ 口腔底（口底）の構造を概説
できる。

口腔解剖学概論-7) 口峡と咽頭
の構造と機能の概要を理解す
る。

☐ 口峡と咽頭の構造と機能を
概説できる。

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法

ICT教育支援ツールを活用して試験成績を可視化（見える化）し、迅速にフィードバックする手法を導入してい
る。STS（Syllabus Testing System）では試験終了直後にスマートフォンまたはタブレット端末で自身の試験成績
を確認することができる。マークカード方式の確認テストでは、試験終了直後にマークカードを回収し、我々が
開発した「モバイル採点システム」と「学修ポートフォリオ作成ソフトウェア（ドクターまるみえーる）」を用いて講義
室内で可及的速やかに採点して、自分の得点率（絶対評価）と学年順位（相対評価）、問題ごとの正答率、得
点率階層ごとの人数分布状況などをグラフで見える化し、視覚的かつ客観的に自分の成績を自己評価できる
試験成績一覧表を作成して、試験直後の解説講義の際にプロジェクターで映して開示するとともに掲示板に掲
示して迅速にフィードバックする。さらに2学年での口腔解剖学と口腔解剖学実習の「総括的な学修の振り返り
（自己省察）」によって学修行動の改善と向学心の育成を促すことを目的として、後学期に開講される基礎・臨
床歯科学 I の口腔解剖学の最後の授業回で、2学年の口腔解剖学・口腔解剖学実習および基礎・臨床歯科学
I口腔解剖学で実施した多肢選択問題形式の全試験の成績（定期試験を含む）を、時系列での変動を折れ線
グラフで表示するほか、定期試験の問題テーマ別の成績をレーダーチャートで見える化した学生個々人の「学
修ポートフォリオ」を作成し、配布してフィードバックする。

第1回 4/5(火) 3時限 滝川

配布講義資料とe-
ラーニング資料
（moodle）を事後学
修すること。

E-2-2）-①
E-2-2）-④
E-2-2）-③
E-2-1）-⑪

3時間



歯の形態学（1）-1） ヒトの歯の
特徴（二生歯性と異形歯性）、
乳歯（脱落歯）、代生歯、加生
歯を理解する。

☐ ヒトの歯の特徴（二生歯性と
異形歯性）、乳歯（脱落歯）、代
生歯（切歯、犬歯、小臼歯）、加
生歯（大臼歯）を説明できる。

歯の形態学（1）-2） 歯種別の歯
の外形を理解する。

☐ 歯種別の歯の外形を説明で
きる。

歯の形態学（1）-3） 歯の種類と
名称、歯を表す記号
（Zsigmondy方式とFDI方式）、
歯式を理解する。

☐ 歯の種類と名称、歯を表す
記号（Zsigmondy方式とFDI方
式）、歯式を説明できる。

歯の形態学（1）-4） 歯の方向用
語を理解する。

☐ 歯の方向用語を説明できる。
［近心（側）、遠心（側）、唇側、
頰側、舌側、口蓋側、切縁側、
咬頭側、歯頸側、根尖側］

歯の形態学（1）-5） 歯の各部位
の名称を理解する。

☐ 歯の各部位の名称を説明で
きる。　［歯冠（解剖歯冠と臨床
歯冠）、歯根（解剖歯根と臨床
歯根）、歯頸線、歯面（唇側面、
頰側面、舌側面、近心面、遠心
面、咬合面）、切縁、尖頭、咬
頭、咬合縁、基底結節、辺縁隆
線、歯帯］

歯の形態学（1）-6） 歯の基本構
造を理解する。

☐ 歯の基本構造を説明できる。
［エナメル質、象牙質、セメント
質、歯髄、歯髄腔の各部位の名
称（髄室、天蓋、髄室角、髄壁、
髄室床、根管口、根管、根尖
孔）］

歯の形態学（1）-7） 歯周組織の
構成要素と構造、歯に対する歯
周組織の役割（機能）を理解す
る。

☐ 歯周組織の構成要素と構
造、歯に対する歯周組織の役
割（機能）を説明できる。［セメン
ト質、歯根膜、歯槽骨、歯肉］

歯の形態学（1）-8） 歯の接触
点、鼓形空隙、機能咬頭と非機
能咬頭を理解する。

歯の形態学（1）-8）　歯の接触
点、鼓形空隙、機能咬頭と非機
能咬頭を理解する。

歯の形態学（2）-1） 歯の近心と
遠心を同定するためのミュール
ライターの3歯徴を理解する。

☐ 歯の近心と遠心を同定する
ためのミュールライターの3歯徴
を説明できる。［彎曲徴、隅角
徴、歯根徴］

歯の形態学（2）-2） 歯種別の形
態的特徴と歯種の鑑別法を理
解する。

☐ 歯種別の形態的特徴と歯種
の鑑別法を説明できる。

歯の形態学（2）-3） ヒトの進化と
歯の機能的退化に基づいた乳
歯および永久歯の形態的推移
と退化傾向をを理解する。

☐ ヒトの進化と歯の機能的退化
に基づいた乳歯および永久歯
の形態的推移と退化傾向を説
明できる。

E-3-1）-②第3回 4/6(水) 1時限 滝川

4時限 滝川
E-3-1）-②
E-3-1）-⑥
E-2-2）-④

「歯の解剖学」p113
〜p136、配布講義
資料とe-ラーニン
グ資料（moodle）を
事前事後学修する
こと。

1時間

「歯の解剖学」p1〜
p14、p161〜p174、
「口腔組織・発生
学」p2〜p9、配布
講義資料とe-ラー
ニング資料
（moodle）を事後学
修すること。

2時間

第2回 4/5(火)



歯の形態学（3）-1） 切歯の基本
的形態と特徴、各部位の名称を
理解する。

☐ 切歯の基本的形態と特徴、
各部位の名称を説明できる。
［切縁、切縁結節、唇側面隆
線、歯帯、辺縁隆線、基底結
節、棘突起、舌側面隆線］

歯の形態学（3）-2） 中切歯と側
切歯との類似性と差異（大きさと
形）を理解する。

☐ 中切歯と側切歯との類似性
と差異（大きさと形）を説明でき
る。

歯の形態学（3）-3） 上顎切歯と
下顎切歯との類似性と差異（大
きさと形）を理解する。

☐ 上顎切歯と下顎切歯との類
似性と差異（大きさと形）を説明
できる。

歯の形態学（3）-4） 切歯に出現
する形態異常を理解する。

☐ 切歯に出現する形態異常と
好発歯種、出現部位を説明でき
る。［癒合歯、癒着歯、双生歯、
切歯結節、盲孔、歯内歯、斜切
痕、矮小歯、円錐歯、樽状歯、
過剰歯など］

歯の形態学（3）-5） 乳切歯の基
本的形態と特徴、永久歯の切歯
との差異を理解する。

☐ 乳切歯の基本的形態と特
徴、永久歯切歯との差異を説明
できる。

歯の形態学（3）-6） 永久歯側切
歯に好発する先天欠如を理解
する。

☐ 先天欠如が好発する歯種と
理由を説明できる。

歯の形態学（3）-7） 過剰歯の好
発部位を理解する。

☐ 過剰歯の好発部位を説明で
きる。

歯の形態学（4）-1） 犬歯の基本
的形態と特徴、各部位の名称を
理解する。

☐ 犬歯の基本的形態と特徴、
各部位の名称を説明できる。
［尖頭と2つの切縁、唇側面隆
線、歯帯、辺縁隆線、基底結
節、棘突起、舌側面隆線］

歯の形態学（4）-2） 犬歯の左右
側の差異を理解する。

☐ ミュールライターの3歯徴によ
り、犬歯の近心と遠心を同定し
て、左右側の差異を説明でき
る。

歯の形態学（4）-3） 上顎犬歯と
下顎犬歯の類似性と差異を理
解する。

☐ 上顎犬歯と下顎犬歯の類似
性と差異を説明できる。

歯の形態学（4）-4） 乳犬歯の基
本的形態と特徴、永久歯犬歯と
の差異を理解する。

☐ 乳犬歯の基本的形態と特
徴、永久歯犬歯との差異を説明
できる。

歯の形態学（4）-5） 上顎乳犬歯
に出現する形態異常（犬歯結
節）と出現部位を理解する。

☐ 上顎乳犬歯に出現する形態
異常（犬歯結節）と出現部位を
説明できる。

第4回 4/6(水) 2時限 滝川

第5回 4/12(火) 3時限 滝川

「歯の解剖学」p35
〜p59、p118〜
p119、p137〜
p145、配布講義資
料、歯型彫刻実習
マニュアル、e-ラー
ニング資料
（moodle）を事前事
後学修すること。

2時間

E-3-1）-②
E-3-1）-③

「歯の解剖学」p52
〜p59、p115〜
p116、実習用歯の
模型、配布講義資
料、歯型彫刻実習
マニュアル、e-ラー
ニング資料
（moodle）を事前事
後学修すること。

2時間

E-3-1）-②



歯の形態学（5）-1） 小臼歯の基
本的形態と特徴、各部位の名称
を理解する。

☐ 小臼歯の基本的形態（咬頭
数と歯根数）と特徴、各部の名
称を説明できる。

歯の形態学（5）-2） 上顎小臼歯
の機能咬頭と非機能咬頭の特
徴と役割（機能）を理解する。

☐ 上顎小臼歯の機能咬頭（舌
側咬頭）と非機能咬頭（頰側咬
頭）の特徴と役割（機能）を説明
できる。

歯の形態学（5）-3） 上顎第一小
臼歯および上顎第二小臼歯の
形態的類似性と差異、根管形
態の特徴を理解する。

☐ 上顎第一小臼歯および上顎
第二小臼歯の形態的類似性と
差異、根管形態の特徴を説明
できる。

歯の形態学（5）-4） 下顎小臼歯
の基本的形態と特徴、各部位の
名称を理解する。

☐ 下顎小臼歯の機能咬頭（頰
側咬頭）と非機能咬頭（舌側咬
頭）の特徴と役割（機能）を説明
できる。

歯の形態学（5）-5） 下顎第一小
臼歯および第二小臼歯の形態
的類似性と差異を理解する。

☐ 下顎第一小臼歯および第二
小臼歯の形態的類似性と差異
を説明できる。

歯の形態学（5）-6） ミュールライ
ターの3歯徴や他の形態的特徴
により、上顎及び下顎小臼歯の
歯種を理解する。

☐ ミュールライターの3歯徴や
他の形態的特徴により、上顎及
び下顎小臼歯の歯種を説明で
きる。

歯の形態学（5）-7） 小臼歯に出
現する形態異常と先天欠如が
好発する歯種と部位を理解す
る。

☐ 小臼歯に出現する形態異常
（介在結節、中心結節）と先天
欠如が好発する歯種と部位を説
明できる。

口腔組織発生学（1）-1） ヒトに
おける細胞周期と２種類の細胞
分裂(体細胞分裂と減数分裂）
の基本概念を理解する。

☐ ヒトにおける細胞周期と２種
類の細胞分裂(体細胞分裂と減
数分裂）の基本概念を説明でき
る。

口腔組織発生学（1）-2） 男性に
おける精子の形成過程、精子の
構造、Sertoli細胞（セルトリ細
胞）、Leydig細胞（ライディッヒ細
胞）の役割と精子形成のホルモ
ン調節を理解する。

☐ 男性における精子の形成過
程、精子の構造、Sertoli細胞
（セルトリ細胞）、Leydig細胞（ラ
イディッヒ細胞）の役割と精子形
成のホルモン調節を説明でき
る。

口腔組織発生学（2）-1） 女性に
おける下垂体前葉から分泌され
る性腺刺激ホルモンと卵巣ホル
モンによる性周期の調節機序、
および子宮内膜の修復・増殖期
と成熟・安定期、月経との関係
を理解する。

☐ 女性における下垂体前葉か
ら分泌される性腺刺激ホルモン
［卵胞刺激ホルモン、黄体形成
ホルモン（黄体化ホルモン）］と
卵巣ホルモン［エストロゲン、プ
ロゲステロン］による性周期の調
節機序、および子宮内膜の修
復・増殖期と成熟期、月経周期
との関係を説明できる。

口腔組織発生学（2）-2） 女性に
おける卵子（卵）の成熟過程［原
始卵胞、一次卵胞、二次卵胞、
胞状卵胞、グラーフ卵胞（成熟
卵胞）］、卵胞の構造（顆粒層細
胞、透明帯）と卵胞中の卵母細
胞を理解する。

☐ 女性における卵子（卵）の成
熟過程［原始卵胞、一次卵胞、
二次卵胞、胞状卵胞、グラーフ
卵胞（成熟卵胞）］、卵胞の構造
（顆粒層細胞、透明帯）と卵胞
中の卵母細胞を説明できる。

口腔組織発生学（2）-3） 女性に
おける卵胞の成熟と分化、排
卵、および性腺刺激ホルモンと
卵巣ホルモンの分泌調節機序
を理解する。

☐ 女性における卵胞の成熟と
分化、排卵、および性腺刺激ホ
ルモンと卵巣ホルモンの分泌調
節機序を説明できる。

第6回 4/12(火) 4時限 滝川

第8回 4/13(水) 2時限 滝川

2時間

C-3-2）-①

第7回 4/13(水)

「歯の解剖学」p52
〜p78、p115〜
p117、p130〜
p133、p197、実習
用歯の模型、配布
講義資料、歯型彫
刻実習マニュア
ル、e-ラーニング
資料（moodle）を事
前事後学修するこ
と。

2時間

E-3-1）-②

2時間

C-3-2）-①

配布講義資料、参
考図書（人体発生
学講義ノートp18〜
p20、p24〜p27、ラ
ングマン人体発生
学p29〜p31、p37
〜p39）などを事前
事後学修すること。

1時限 滝川

配布講義資料、参
考図書（人体発生
学講義ノートp12〜
p14、p16〜p18、ラ
ングマン人体発生
学p18〜p20、p31
〜p34）などを事前
事後学修すること。



歯の形態学（6）-1） 上顎大臼歯
の基本的形態と各部位の名称
を理解する。

☐ 上顎大臼歯の基本的形態と
特徴、各部位の名称を説明でき
る。［咬頭数、歯根数、辺縁隆
線、頰側面隆線、歯帯、咬合
面、三角隆線（中心咬合面隆
線）、中心溝、小窩、三角溝、分
界溝、斜走隆線］

歯の形態学（6）-2） 上顎大臼歯
の咬頭数、歯根数、根管数と特
徴を理解する。

☐ 上顎大臼歯の基本的形態
（咬頭数、歯根数、根管数）と特
徴を説明できる。

歯の形態学（6）-3） 上顎大臼歯
の鑑別法を理解する。

☐ ミュールライターの3歯徴、お
よび機能咬頭の大きさの差異に
より、歯の近心と遠心を同定し
て、左右側を説明できる。

歯の形態学（6）-4） 上顎大臼歯
にみられる形態的推移と歯の機
能的退化傾向との関係、第三大
臼歯の埋伏や先天欠如の起こり
やすさを理解する。

☐ 上顎大臼歯にみられる形態
的推移と歯の機能的退化傾向
との関係、第三大臼歯の埋伏や
先天欠如の起こりやすさを説明
できる。

歯の形態学（6）-5） 上顎大臼歯
に出現する形態異常と好発歯
種、異所性エナメル質の出現部
位を理解する。

☐ 上顎大臼歯に出現する形態
異常と好発歯種、異所性エナメ
ル質の出現部位を説明できる。
［カラベリー結節、臼傍結節、臼
後結節、タウロドント、エナメル
突起（根間突起）、エナメル真珠
（エナメル滴）］

歯の形態学（7）-1） 下顎大臼歯
の基本的形態と各部位の名称
を理解する。

☐ 下顎大臼歯の基本的形態と
各部位の名称を説明できる。
［咬頭数、歯根数、辺縁隆線、
頰側面隆線、歯帯、咬合面、三
角隆線（中心咬合面隆線）、中
心溝、小窩、三角溝、分界溝、
頰側面溝、遠心頰側面溝］

歯の形態学（7）-2） 下顎大臼歯
の咬頭数、歯根数、根管数と特
徴を理解する。

☐ 下顎大臼歯の咬頭数、歯根
数、根管数と特徴を説明でき
る。

歯の形態学（7）-3） 下顎大臼歯
の鑑別法を理解する。

☐ ミュールライターの3歯徴、お
よび機能咬頭の大きさの差異に
より、歯の近心と遠心を同定し
て、左右側を説明できる。

歯の形態学（7）-4） 下顎大臼歯
にみられる形態的推移と歯の機
能的退化傾向との関係、第三大
臼歯の埋伏や先天欠如の起こり
やすさを理解する。

☐ 下顎大臼歯にみられる形態
的推移と歯の機能的退化傾向
との関係、第三大臼歯の埋伏や
先天欠如の起こりやすさを説明
できる。

歯の形態学（7）-5） 下顎大臼歯
に出現する形態異常と好発歯
種、異所性エナメル質の出現部
位を理解する。

☐ 下顎大臼歯に出現する形態
異常と好発歯種、異所性エナメ
ル質の出現部位を説明できる。
［プロトスタイリッド、第６咬頭、第
７咬頭、遠心舌側根（過剰根）、
樋状根、臼後結節と臼後歯、エ
ナメル突起（根間突起）、エナメ
ル真珠（エナメル滴）］

2時間

E-3-1）-②
E-3-1）-③

第10回 4/19(火) 4時限 滝川

「歯の解剖学」p79
〜p92、p122〜
p124、p133〜
p135、p198〜
p207、実習用歯の
模型、配布講義資
料、歯型彫刻実習
マニュアル、e-ラー
ニング資料
（moodle）を事前事
後学修すること。

3時限 滝川

「歯の解剖学」p79
〜p92、p122〜
p124、p133〜
p135、p198〜

p207、実習用歯の
模型、配布講義資
料、歯型彫刻実習
マニュアル、e-ラー

ニング資料
（moodle）を事前事
後学修すること。

2時間

E-3-1）-②
E-3-1）-③

第9回 4/19(火)



口腔組織発生学（3）-1） 射精
後の精子の受精能獲得、受精
における先体反応、受精を理解
する。

☐ 射精後の精子の受精能獲
得、受精における先体反応、受
精を説明できる。

口腔組織発生学（3）-2） 卵割と
受精卵（受精時）から胞胚期（着
床するころ）までの発生進行段
階（受精卵の分化）を理解する。

☐ 着床する頃（受精後6日目）
の受精卵（胞胚期）の構造と構
成する細胞[内細胞塊、栄養膜
（外細胞塊）]を説明できる。

口腔組織発生学（3）-3） 内細
胞塊の特徴、および内細胞塊を
用いて樹立される胚性幹細胞
（ES細胞）の特徴を理解する。

☐ 内細胞塊の特徴、および内
細胞塊を用いて樹立される胚性
幹細胞（ES細胞）の特徴を説明
できる。

口腔組織発生学（4）-1） 2層性
胚盤の時期と構造、原始線条の
出現と内胚葉の発生（分化転
換）を理解する。

☐ 2層性胚盤（胚盤胞）の時期
（発生第2週）と構造、原始線条
の出現と内胚葉の発生（分化転
換）を説明できる。［上胚盤葉、
下胚盤葉、羊膜と羊膜腔、卵黄
膜と卵黄嚢、脊索前板、排泄腔
膜、原始線条の出現、内胚葉の
発生（分化転換）］

口腔組織発生学（4）-2） 3層性
胚盤の時期と構造、原始線条と
中胚葉の発生（分化転換）を理
解する。

☐ 3層性胚盤（胚盤胞）の時期
と（発生第3週）と構造、原始線
条と中胚葉の発生（分化転換）
を説明できる。［外胚葉、内胚
葉、羊膜と羊膜腔、卵黄膜と卵
黄嚢、脊索前板、排泄腔膜、原
始線条と中胚葉の発生（分化転
換）］

口腔組織発生学（4）-3） 中胚
葉の移動と分化、中胚葉から形
成される構造を理解する。

☐ 中胚葉の移動と分化、中胚
葉から形成される構造を説明で
きる。［脊索突起、沿軸中胚葉
（体節とソミトメアの形成）、中間
中胚葉、側板中胚葉］

歯の形態学（8）-1） 上顎第一乳
臼歯と上顎第二乳臼歯の基本
的な形態的特徴、代生歯（後継
永久歯）との形態的相異を理解
する。

☐ 上顎第一乳臼歯と上顎第二
乳臼歯の基本的な形態的特徴
（咬頭数、歯根数、根管数、臼
歯結節）、および代生歯（後継
永久歯）との形態的相異を説明
できる。

歯の形態学（8）-2） 下顎第一乳
臼歯と下顎第二乳臼歯の基本
的な形態的特徴、代生歯（後継
永久歯）との形態的相異を理解
する。

☐ 下顎第一乳臼歯と下顎第二
乳臼歯の基本的な形態的特徴
（咬頭数、歯根数、根管数、臼
歯結節）、代生歯（後継永久歯）
との形態的相異を説明できる。

歯の形態学（8）-3） 乳臼歯の歯
種の鑑別法を理解する。

☐ ミュールライターの3歯徴、臼
歯結節の位置および形態的特
徴により、歯種を鑑別して説明
できる。

歯の形態学（8）-4） 乳臼歯と大
臼歯（加生歯）との形態的推移
を理解する。

☐ 乳臼歯と大臼歯（加生歯）と
の形態的推移を説明できる。

歯の形態学（8）-5） 乳歯に出現
する形態異常、好発歯種と出現
部位を理解する。

☐ 乳歯に出現する形態異常と
好発歯種、出現部位を説明でき
る。［癒合歯、癒着歯、切歯結
節、犬歯結節、プロトスタイリッ
ド、タウロドント］

第11回 4/20(水) 1時限 滝川

配布講義資料、参
考図書（人体発生
学講義ノートp29〜
p33、p37〜p51）な
どを事前事後学修
すること。

2時間

C-3-2）-①

C-3-2）-①

第13回 4/26(火) 3時限 滝川

「歯の解剖学」p147
〜p156、実習用歯
の模型
配布講義資料、歯
型彫刻実習マニュ
アル、e-ラーニング
資料（moodle）を事
前事後学修するこ
と。

1時間

E-3-1）-②

配布講義資料、参
考図書（人体発生
学講義ノートp34〜
p53、ラングマン人
体発生学p53〜
p66）などを事前事
後学修すること。

3時間

第12回 4/20(水) 2時限 滝川



歯の形態学（9） 乳歯と永久歯
の発育（歯の発育時期、萌出時
期、萌出順序、乳歯の脱落・交
換時期、歯列の完成時期）を理
解する。

☐ 乳歯と永久歯の発育時期と
萌出順序を説明できる。［歯胚
形成の開始時期、石灰化開始
時期、歯冠完成時期、萌出時
期、歯根の完成時期、脱落時
期］

歯の形態学（10）-1） 正常歯列
形態のバリエーションと咬合彎
曲の種類を理解する。

☐ 正常歯列形態のバリエーショ
ンと咬合彎曲の種類を説明でき
る。［歯列弓形態のバリエーショ
ン、スピー彎曲（Spee's curve）、
ウィルソン彎曲（Wilson's
curve）、モンソンカーブ
（Monson's curve）、切歯部咬合
のバリエーション］

歯の形態学（10）-2） 正常天然
歯列の中心咬合位（咬頭嵌合
位）における上顎歯と下顎歯の
咬合接触関係を理解する。

☐ 正常天然歯列の中心咬合位
（咬頭嵌合位）における上顎歯
と下顎歯の咬合接触関係（1歯
対2歯の咬合関係）を説明でき
る。［歯の接触点、咬合接触、鼓
形空隙、機能咬頭と非機能咬
頭、水平的被蓋距離
（Overjet）、垂直的被蓋距離
（Overbite）］

歯の形態学（10）-3） 正常天然
歯列の加齢による咬合関係の
変化を理解する。

☐ 正常天然歯列の加齢による
咬合関係の変化を説明できる。

STS実施（範囲：第1回〜第14
回） 多肢選択問題（20問）

口腔組織発生学（5）-1） 胚子
期（胎芽期）の時期（胎生3〜8
週）と胚子期に起こる形態形成
を理解する。

☐ 胚子期（胎芽期）の時期（胎
生3〜8週）と胚子期に起こる形
態形成を説明できる。

口腔組織発生学（5）-2） 胚子の
フォールディング［体屈（頭屈、
尾屈、側屈）］をを理解する。

☐ 胚子のフォールディング［体
屈（頭屈、尾屈、側屈）］を説明
できる。

口腔組織発生学（5）-3） 胚子の
フォールディングによる原腸（内
胚葉に由来する原始的な消化
管）の形成、および口咽頭膜の
発生を理解する。

☐ 胚子のフォールディングによ
る原腸（内胚葉に由来する原始
的な消化管）の形成、および口
咽頭膜の発生を説明できる。

口腔組織発生学（5）-4） 神経
管から形成される中枢神経系
（脳と脊髄）、神経堤から移動す
る神経堤細胞から発生する外胚
葉性間葉、および中胚葉性間
葉と外胚葉性間葉との相異を理
解する。

☐ 神経管から形成される中枢
神経系（脳と脊髄）、神経堤から
移動する神経堤細胞から発生
する外胚葉性間葉、および中胚
葉性間葉と外胚葉性間葉との
相異を説明できる。

口腔組織発生学（5）-5） 多能
性幹細胞である神経堤細胞の
移動と神経堤細胞から分化する
細胞と器官、および外胚葉性間
葉（神経堤由来）から発生する
頭頸部の構造・組織を理解す
る。

☐ 多能性幹細胞である神経堤
細胞の移動と神経堤細胞から
分化する細胞と器官、および外
胚葉性間葉（神経堤由来）から
発生する頭頸部の構造を説明
できる。［シュワン細胞、メラニン
色素産生細胞、メルケル細胞、
末梢神経系（交感神経と副交感
神経）の神経節と節後ニューロ
ン、体性感覚神経と神経節、副
腎髄質の形成、および外胚葉
性間葉に由来する構造・組織］

第15回 4/27(水) 1時限 滝川

配布講義資料、参
考図書（人体発生
学講義ノートp54〜
p67、ラングマン人
体発生学p78〜
p109）などを事前
事後学修すること。

3時間

C-3-2）-①

第14回 4/26(火) 4時限 滝川

「歯の解剖学」p159
〜p168、配布講義
資料、e-ラーニン
グ資料（moodle）を
事前事後学修する
こと。

2時間

E-3-1）-①
E-2-2）-④
C-3-3）-②



口腔組織発生学（6）-1） 原始
口腔、口咽頭膜、前頭鼻隆起、
鰓弓の発生と顔の形成が開始
する時期を理解する。

□ 原始口腔、口咽頭膜、前頭
鼻隆起、鰓弓の発生と顔の形成
が開始する時期を説明できる。

口腔組織発生学（6）-2） 口腔・
顎・顔面領域の発生に重要な役
割を果たす外胚葉性間葉（神経
堤由来）と中胚葉（原始線条由
来）を理解する。

☐ 口腔・顎・顔面領域の発生に
重要な役割を果たす外胚葉性
間葉（神経堤由来）と中胚葉（原
始線条由来）を説明できる。

口腔組織発生学（6）-3） 5種の
顔面突起（前頭鼻隆起、内側鼻
突起、外側鼻突起、上顎突起、
下顎突起）の発生と顔面突起の
癒合による顔の形態形成を理
解する。

☐ 5種の顔面突起（前頭鼻隆
起、内側鼻突起、外側鼻突起、
上顎突起、下顎突起）の発生と
顔面突起の癒合による顔の形
態形成を説明できる。

口腔組織発生学（6）-4） 顔を構
成する部位別の名称と各部位
の発生由来となる顔面突起との
関係を理解する。

☐ 顔を構成する部位別の名称
と各部位の発生由来となる顔面
突起との関係を説明できる。

口腔組織発生学（6）-5） 一次
口蓋の形成、および二次口蓋
の形成と形成時期を理解する。

☐ 一次口蓋の形成、および二
次口蓋の形成と形成時期を説
明できる。

口腔組織発生学（6）-6） 顔面
突起の癒合不全によって生じる
顔面裂（唇裂、斜顔裂、横顔
裂、正中上唇裂、正中下唇
裂）、顎裂、口蓋裂が発生する
部位と異常が発生する時期を理
解する。

☐ 顔面突起の癒合不全によっ
て生じる顔面裂（唇裂、斜顔裂、
横顔裂、正中上唇裂、正中下
唇裂）、顎裂、口蓋裂が発生す
る部位と異常が発生する時期を
説明できる。

第17回 5/10(火) 3時限
滝川
河野
杉山

確認テスト① ［形成的評価試
験］［試験範囲：第1回〜第16
回］　多肢選択問題形式（60問）

第1回〜第16回授
業の授業内容につ
いて、教科書、配
布講義資料、実習
用歯の模型、歯型
彫刻実習マニュア
ル、歯科医師国家
試験の過去問題
（講義資料および
Moodleに掲載）を
総括的に事前学修
しておくこと。

3時間

第18回 5/10(火) 4時限
滝川
河野
杉山

確認テスト①の解説講義 自分が間違えた問
題について十分事
後学修すること。

1時間

2時間

E-2-3）-①第16回 4/27(水) 2時限 滝川

配布講義資料、
「口腔組織・発生
学」 p10〜p20、参
考図書（人体発生
学講義ノートp204
〜p213、ラングマン
人体生学p287〜
p295）などを事前
事後学修すること。



口腔組織発生学（7）-1） 口腔
粘膜の部位別の発生由来、お
よび鼻腔、舌、口腔底、咽頭、
食道〜直腸の粘膜上皮の種類
と発生を理解する。

☐ 口腔粘膜の部位別の発生由
来、および鼻腔、舌、口腔底、
咽頭、食道〜直腸の粘膜上皮
の種類と発生を説明できる。

口腔組織発生学（7）-2） 舌の発
生と舌の部位別の一般体性感
覚［触覚・圧覚・痛覚・温覚・冷
覚］と味覚の支配神経との関
係、舌運動の支配神経との関係
を理解する。

☐ 舌の発生と舌の部位別の一
般体性感覚［触覚・圧覚・痛覚・
温覚・冷覚］と味覚の支配神経
との関係、舌運動の支配神経と
の関係を説明できる。

口腔組織発生学（7）-3） 外分
泌腺と内分泌腺の種類と発生
様式、腺の分泌様式の違いを
理解する。

☐ 外分泌腺と内分泌腺の種類
と発生様式、腺の分泌様式の違
いを説明できる。

口腔組織発生学（7）-4） 3大唾
液腺（耳下腺、顎下腺、舌下
腺）の発生由来と発生開始時期
を理解する。

☐ 3大唾液腺（耳下腺、顎下
腺、舌下腺）の発生由来と発生
開始時期を説明できる。

口腔組織発生学（7）-5） 主な内
分泌器官の発生由来と発生開
始時期を理解する。

☐ 主な内分泌器官の発生由来
と発生開始時期を説明できる。
［下垂体前葉（ラトケ囊由来）、
下垂体後葉(視床下部由来）、
甲状腺、副甲状腺（上皮小
体）、副腎皮質、副腎髄質、膵
臓（ランゲルハンス島）、精巣、
卵巣］

口腔組織発生学（7）-6） 主要な
臓器（肺、心臓、肝臓、膵臓、腎
臓、副腎髄質、副腎皮質）の発
生由来を理解する。

☐ 主要な臓器（肺、心臓、肝
臓、膵臓、腎臓、副腎髄質、副
腎皮質）の発生由来を説明でき
る。

口腔組織発生学（8）-1） 鰓弓
＜咽頭弓＞ の構成要素を理解
する。

☐ 鰓弓 ＜咽頭弓＞ の構成要
素を説明できる。[鰓弓神経、鰓
弓動脈、筋芽細胞（沿軸中胚葉
由来）、鰓弓軟骨、その他の中
胚葉性間葉と外胚葉性間葉]

口腔組織発生学（8）-2） 鰓弓
神経（鰓弓固有の脳神経）を理
解する。

☐ 鰓弓神経（鰓弓固有の脳神
経）を説明できる。［三叉神経、
顔面神経、舌咽神経、迷走神
経］

口腔組織発生学（8）-3） 鰓弓
由来の筋芽細胞（沿軸中胚葉）
が形成する筋と鰓弓神経支配
の関係を理解する。

☐ 鰓弓由来の筋芽細胞（沿軸
中胚葉）が形成する筋と鰓弓神
経支配の関係を説明できる。
［三叉神経、顔面神経、舌咽神
経、迷走神経］

第19回 5/11(水) 1時限 滝川

配布講義資料、
「口腔組織・発生
学」 p20〜p21、参
考図書（人体発生
学講義ノートp148
〜p149、ラングマン
人体生学p153〜
p155、p300〜
p302）などをを事前
事後学修すること。

3時間

E-2-3）-①
C-3-2）-①

2時間

E-2-3）-①第20回 5/11(水) 2時限 滝川

配布講義資料、
「口腔組織・発生
学」 p16〜p18、参
考図書（人体発生
学講義ノートp54〜
p67、ラングマン人
体発生学p287〜
p295）などをを事前
事後学修すること。



口腔組織発生学（8）-4） 鰓弓
軟骨、鰓弓軟骨由来の骨・軟
骨、神経堤細胞由来の頭部腹
側の骨、中胚葉由来の頭部背
側の骨、および両者から発生す
る骨を理解する。

☐ 鰓弓軟骨、鰓弓軟骨由来の
骨・軟骨、神経堤細胞由来の頭
部腹側の骨、中胚葉由来の頭
部背側の骨、および両者から発
生する骨を説明できる。

口腔組織発生学（8）-5） 頭蓋
骨の発生様式（膜内骨化と軟骨
内骨化）を理解する。

☐ 頭蓋骨の発生様式（膜内骨
化と軟骨内骨化）を説明できる。

口腔組織発生学（8）-6） 頭蓋
骨の成長発育様式（付加成長と
間質成長）、骨のリモデリング
（改造）を理解する。

☐ 頭蓋骨の成長発育様式（付
加成長と間質成長）、骨のリモ
デリング（改造）を説明できる。

口腔組織発生学（8）-7）
Scammonの臓器別発育曲線と
臓器別の成長発育の特徴[神経
型、リンパ型、一般型、生殖器
型]を理解する。

□ Scammonの臓器別の成長発
育の特徴[神経型、リンパ型、一
般型、生殖器型]を説明できる。

口腔組織発生学（9）-1） 胎児
期の時期と成長・発育を理解す
る。

☐ 胎児期の時期と成長・発育を
説明できる。

口腔組織発生学（9）-2） 胎児
付属物［胎盤、卵膜、臍帯、羊
水］を理解する。

☐ 胎児付属物［胎盤、卵膜、臍
帯、羊水］をを説明できる。

口腔組織発生学（9）-3） 第一
鰓弓症候群、第一第二鰓弓症
候群の患者にみられる第一鰓
弓と第二鰓弓由来の組織構造
の形成不全（耳介の奇形、耳小
骨の欠如を含む）を理解する。

☐ 第一鰓弓症候群、第一第二
鰓弓症候群の患者にみられる
第一鰓弓と第二鰓弓由来の組
織構造の形成不全（耳介の奇
形、耳小骨の欠如を含む）を説
明できる。

口腔組織発生学（10）-1） 一次
上皮帯の発生（創始期）と 一次
上皮帯から発生する唇溝堤と歯
堤および蕾状期歯胚を理解す
る。

☐ 一次上皮帯の発生（創始期）
と 一次上皮帯から発生する唇
溝堤と歯堤および蕾状期歯胚
を説明できる。

口腔組織発生学（10）-2） 歯堤
[歯原性外胚葉性上皮]の発生と
神経堤細胞[歯原性外胚葉性
間葉]の凝集、歯の発生におけ
る上皮-間葉相互作用を理解す
る。

☐ 歯堤[歯原性外胚葉性上皮]
の発生と神経堤細胞[歯原性外
胚葉性間葉]の凝集、歯の発生
における上皮-間葉相互作用を
説明できる。

口腔組織発生学（10）-3） 蕾状
期歯胚の構造を理解する。

□ 蕾状期歯胚の構造を説明で
きる。[歯蕾、神経堤細胞]

口腔組織発生学（10）-4） 帽状
期歯胚で出現するエナメル器の
構造と歯原性上皮の組織分化
を理解する。

☐ 帽状期歯胚で出現するエナ
メル器の構造と歯原性上皮の組
織分化を説明できる。［外エナメ
ル上皮、星状網（エナメル髄）、
内エナメル上皮、エナメル結節］

口腔組織発生学（10）-5） 帽状
期歯胚に起こる外胚葉性間葉
（神経堤細胞由来）の分化を理
解する。

☐ 帽状期歯胚に起こる外胚葉
性間葉（神経堤細胞由来）の分
化を説明できる。［歯乳頭、歯小
嚢］

第21回 5/17(火) 3時限 滝川

配布講義資料、
「口腔組織・発生
学」 p17〜p21、参
考図書（人体発生
学講義ノートp211
〜p213、ラングマン
人体生学p153〜
p155）などをを事前
事後学修すること。

2時間

E-2-3）-①

C-3-2）-①
E-2-3）-①

第23回 5/18(水) 1時限 滝川

配布講義資料、
「カラーアトラス口
腔組織発生学」p21
〜p32、p37〜p38、
「口腔組織・発生
学」p25〜p29を事
前事後学修するこ
と。

2時間

E-3-1）-①

第22回 5/17(火) 4時限 滝川

配布講義資料、参
考図書（ラングマン
人体生学p297〜
p300）などを事前
事後学修すること。



口腔組織発生学（11）-1） 鐘状
期歯胚で起こる象牙芽細胞（歯
乳頭由来）およびエナメル芽細
胞（内エナメル上皮由来）の分
化順序と上皮-間葉相互作用と
の関係を理解する。

☐ 鐘状期歯胚で起こる象牙芽
細胞（歯乳頭由来）およびエナ
メル芽細胞（内エナメル上皮由
来）の分化順序と上皮-間葉相
互作用との関係を説明できる。

口腔組織発生学（11）-2） 歯乳
頭から分化する象牙芽細胞によ
る象牙前質（象牙質基質）の分
泌、石灰化による象牙質の形成
を理解する。

☐ 歯乳頭から分化する象牙芽
細胞による象牙前質（象牙質基
質）の分泌、石灰化による象牙
質の形成を説明できる。

口腔組織発生学（11）-3） 象牙
前質の石灰化機序［基質小胞
性石灰化（初期石灰化）とコラー
ゲン性石灰化（二次石灰化）］を
理解する。

☐ 象牙前質の石灰化機序［基
質小胞性石灰化（初期石灰化）
とコラーゲン性石灰化（二次的
石灰化）］を説明できる。

口腔組織発生学（11）-4） 象牙
芽細胞の形態［細胞体および
トームス線維（Tomes線維）］、象
牙質の基本構造［象牙細管（菅
周象牙質）と管間象牙質］と石
灰化度の違いを理解する。

☐ 象牙芽細胞の形態［細胞体
およびトームス線維（Tomes線
維）］、象牙質の基本構造［象牙
細管（菅周象牙質）と管間象牙
質］と石灰化度の違いを説明で
きる。

口腔組織発生学（11）-5） 歯乳
頭から分化する線維芽細胞と歯
髄の形成を理解する。

☐ 歯乳頭から分化する線維芽
細胞と歯髄の形成を説明でき
る。

口腔組織発生学（12）-1） 内エ
ナメル上皮から退縮エナメル上
皮までのエナメル芽細胞の分化
段階と細胞形態、細胞間接着
装置を理解する。

☐ 内エナメル上皮から退縮エ
ナメル上皮までのエナメル芽細
胞の分化段階と細胞形態の特
徴、細胞間接着装置を理解す
る。［前エナメル芽細胞、形成期
（分泌期）エナメル芽細胞、移行
期エナメル芽細胞、成熟期エナ
メル芽細胞、形成期エナメル芽
細胞のトームス突起（Tomes突
起）、近位閉鎖帯と遠位閉鎖
帯、成熟期エナメル芽細胞の波
状縁など］

口腔組織発生学（12）-2） 形成
期（分泌期）エナメル芽細胞が
分泌するエナメル質基質（エナ
メル前質、幼若エナメル質）の
成分を理解する。

☐ 形成期（分泌期）エナメル芽
細胞が分泌するエナメル基質
（エナメル前質、幼若エナメル
質）の成分を説明できる。［エナ
メルタンパク（アメロゲニン、エナ
メリン、アメロブラスチン、シース
リン、アメリン）、エナメライシン
（MMP-20）など］

口腔組織発生学（12）-3） エナ
メル質基質（エナメル前質、幼
若エナメル質）の石灰化の特殊
性（石灰化機序と二段階の石灰
化）を理解する。

☐ エナメル質基質（エナメル前
質、幼若エナメル質）の石灰化
の特殊性（石灰化機序と二段階
の石灰化）を説明できる。

口腔組織発生学（12）-4） 退縮
エナメル上皮と一次付着上皮
［一次接合上皮］の関係を理解
する。

☐ 退縮エナメル上皮と一次付
着上皮［一次接合上皮］の関係
を説明できる。

口腔組織発生学（13）-1） 一次
上皮帯から発生する唇溝堤と口
腔前庭の形成過程を理解する。

☐ 一次上皮帯から発生する唇
溝堤と口腔前庭の形成過程を
説明できる。

口腔組織発生学（13）-2） 歯根
形成におけるヘルトウィッヒ上皮
鞘（Hertwig上皮鞘）の構成と役
割、歯根の形成機序を理解す
る。

☐ 歯根形成におけるヘルト
ウィッヒ上皮鞘（Hertwig上皮鞘）
の構成と役割、歯根の形成機序
を説明できる。

口腔組織発生学（13）-3）
Hertwig上皮鞘に由来するマ
ラッセ上皮遺残（Malassez上皮
遺残）を理解する。

☐ Hertwig上皮鞘に由来するマ
ラッセ上皮遺残（Malassez上皮
遺残）を説明できる。

口腔組織発生学（13）-4） 退縮
エナメル上皮と一次付着上皮
［一次接合上皮］の関係を理解
する。

□ 退縮エナメル上皮と一次付
着上皮[一次接合上皮]の関係
を説明できる。

STS実施（範囲：第15回〜第26
回） 多肢選択問題（20問）

2時間

E-3-1）-①
C-3-4）-(2)-⑤

第25回 5/24(火) 3時限 滝川

「カラーアトラス口
腔組織発生学」p21
〜p23、p30、p96〜
p98、配布講義資
料「口腔組織・発生
学」 p29〜p30、
p137〜p140、p151
〜p168、を事前事
後学修すること。

2時間

E-3-1）-①
C-3-4）-(2)-⑤

E-2-3）-①

第24回 5/18(水) 2時限 滝川

配布講義資料、
「カラーアトラス口
腔組織発生学」p37
〜p38、「口腔組
織・発生学」p25〜
p29、p80〜p85を
事前事後学修する
こと。

第26回 5/24(火) 4時限 滝川

配布講義資料、
「カラーアトラス口
腔組織発生学」p21
〜p23、p30、p73〜
p78、p87〜p90、
p96〜p98、「口腔
組織・発生学」 p29
〜p30、p137〜
p140、p141〜p168
を事前事後学修す
ること。

2時間

E-2-3）-①
E-3-1）-①
E-3-1）-⑥



口腔組織発生学（14）-1） 歯小
嚢（神経堤由来）から形成される
組織を理解する。

☐ 歯小嚢（神経堤由来）から形
成される組織を説明できる。［セ
メント質、歯根膜、歯槽骨（固有
歯槽骨と支持歯槽骨）］

口腔組織発生学（14）-2） 歯小
嚢（神経堤由来）から分化する
線維芽細胞による歯根膜の形
成を理解する。

☐ 歯小嚢（神経堤由来）から分
化する線維芽細胞による歯根膜
の形成を説明できる。

口腔組織発生学（14）-3） 歯小
嚢から分化するセメント芽細胞
によるセメント質の形成を理解
する。

☐ 歯小嚢から分化するセメント
芽細胞によるセメント質の形成
を説明できる。［類セメント質（セ
メント基質）の分泌、基質小胞性
石灰化（一次石灰化）、コラーゲ
ン性石灰化（二次石灰化）］

口腔組織発生学（14）-4） 類セ
メント質の分泌と石灰化機序を
理解する。

☐ 類セメント質の分泌と石灰化
機序を説明できる。［類セメント
質（セメント基質）の分泌、石灰
化開始時の基質小胞性石灰化
（一次石灰化）、石灰化進行時
のコラーゲン性石灰化（二次石
灰化）］

口腔組織発生学（14）-5） 歯小
嚢から分化する骨芽細胞と造血
幹細胞から分化する破骨細胞と
の協調による歯槽骨形成とリモ
デリング（骨の改造）を理解す
る。

☐ 歯小嚢から分化する骨芽細
胞と造血幹細胞から分化する破
骨細胞との協調による歯槽骨形
成とリモデリング（骨の改造）を
説明できる。［類骨（骨基質）の
分泌、石灰化開始時の基質小
胞性石灰化（一次石灰化）、石
灰化進行時のコラーゲン性石灰
化（二次石灰化）］

口腔組織発生学（14）-6） 固有
歯槽骨および支持歯槽骨の構
造を理解する。

☐ 固有歯槽骨および支持歯槽
骨の構造を説明できる。［固有
歯槽骨：束状骨（線維束骨）と層
板骨、支持歯槽骨：皮質骨（緻
密骨）と海綿骨］

口腔組織発生学（15）-1） エナ
メル質の基本構造と性質を理解
する。

☐ エナメル質の基本構造と性
質を説明できる。

口腔組織発生学（15）-2） エナ
メル質の石灰化機序の特異性
を理解する。

☐ エナメル質の石灰化機序の
特異性を説明できる。

口腔組織発生学（15）-3） エナ
メル質の成長線を列挙し、組織
構造の特徴と成因を理解する。

☐ エナメル質の成長線を列挙
し、組織構造の特徴と成因を説
明できる。［エナメル小柱、エナ
メル横紋、レチウス条、周波条、
新産線］

口腔組織発生学（15）-4） エナ
メル質の成長線以外の組織構
造を理解する。

☐ エナメル質の成長線以外の
構造を列挙し、組織構造を説明
できる。［エナメル叢、エナメル
葉、エナメル紡錘、ハンター・
シュレーゲル条（シュレーゲル
線条）、無小柱エナメル質（歯小
皮第1膜）、歯小皮第2膜］

口腔組織発生学（15）-5） エナ
メル象牙境と象牙小窩の構造を
理解する。

☐ エナメル象牙境と象牙小窩
の構造を説明できる。

E-3-1）-⑥
C-3-4）-(2)-⑤

第28回 5/25(水) 2時限 滝川

配布講義資料、
「カラーアトラス口
腔組織発生学」p87
〜p90、「口腔組
織・発生学」p160
〜p168を事前事後
学修すること。

1時間

C-3-4）-(2)-④
E-3-1）-⑥

配布講義資料、
「カラーアトラス口
腔組織発生学」p21
〜p23、p30、p73〜
p78、p87〜p90、
p96〜p98、「口腔
組織・発生学」 p29
〜p30、p137〜
p140、p141〜p168
を事前事後学修す
ること。

2時間

第27回 5/25(水) 1時限 滝川

2時間

E-3-1）-④
C-3-4）-(2)-⑤

第29回 5/31(火) 3時限 滝川

「カラーアトラス口
腔組織発生学」p55
〜p69、「口腔組
織・発生学」p38〜
p76、p109〜p110
配布講義資料（口
腔解剖学、発生
学）を事前事後学
修すること。



口腔組織発生学（16）-1） 象牙
質の基本構造と性質を理解す
る。

☐ 象牙質の基本構造と性質を
説明できる。

口腔組織発生学（16）-2） 象牙
質の石灰化機序を理解する。

☐ 象牙質の石灰化機序を説明
できる。[象牙前質（基質）の分
泌、石灰化開始時の基質小胞
性石灰化（一次石灰化）、石灰
化進行時のコラーゲン性石灰化
（二次石灰化）］

口腔組織発生学（16）-3） 象牙
質の添加的石灰化による石灰
化の進行を理解する。

☐ 象牙質の添加的石灰化によ
る石灰化の進行を説明できる。
［球状石灰化、板状石灰化、鐘
状石灰化］

口腔組織発生学（16）-4） 象牙
細管とTomes線維（象牙線維）と
の関係を理解する。

☐ 象牙細管とTomes線維（象牙
線維）との関係を説明できる。

口腔組織発生学（16）-5） 管周
象牙質と管間象牙質を理解す
る。

☐ 管周象牙質と管間象牙質を
説明できる。

口腔組織発生学（16）-6） 外套
象牙質と髄周象牙質の違いを
理解する。

☐ 外套象牙質と髄周象牙質の
違いを説明できる。

口腔組織発生学（17）-1） 象牙
質の成長線を理解する。

☐ 象牙質の成長線を列挙し、
組織構造と特徴を説明できる。
［エブネル線、アンドレーゼン
線、オーエン外形線、石灰化
条、新産線］

「口腔組織・発生
学」p97〜p110、
「カラーアトラス口
腔組織発生学」p36
〜p37、p42〜p48、
配布講義資料を事
前事後学修するこ
と。

2時間

口腔組織発生学（17）-2） 象牙
質の成長線以外の組織構造を
理解する。

☐ 象牙質の成長線以外の構造
を列挙し、組織構造を説明でき
る。［球間網、球間区、球間象牙
質、ホープウェル・スミス透明
層、トームス顆粒層、死帯、透明
象牙質］

口腔組織発生学（17）-3） 原生
象牙質（一次象牙質）と第二象
牙質（二次象牙質）および第三
象牙質（修復象牙質）の定義と
組織構造を理解する。

☐ 原生象牙質（一次象牙質）と
第二象牙質（二次象牙質）およ
び第三象牙質（修復象牙質）の
定義と組織構造を説明できる。

口腔組織発生学（18）-1） 象牙
質・歯髄複合体および歯髄表層
の三層の構造を理解する。

☐ 象牙質・歯髄複合体および
歯髄表層の三層の構造を説明
できる。［象牙芽細胞層、ワイル
層、細胞稠密層］

口腔組織発生学（18）-2） 歯髄
にみられる細胞成分と線維成分
を理解する。

☐ 歯髄にみられる細胞成分と
線維成分を説明できる。［象牙
芽細胞、歯髄細胞（歯髄の線維
芽細胞）、未分化間葉系細胞
（歯髄間葉系幹細胞）、Ⅰ型コ
ラーゲン線維、Ⅲコラーゲン線
維、コルフ線維］

口腔組織発生学（18）-3） 象牙
質・歯髄複合体の感覚、侵害刺
激に対する象牙質・歯髄複合体
の防御反応を理解する。

☐ 象牙質・歯髄複合体の感
覚、侵害刺激に対する象牙質・
歯髄複合体の防御反応を説明
できる。［体性感覚神経（Aδ線
維とC線維）、自由神経終末と象
牙芽細胞との関係、刺激の受容
（痛覚）と侵害刺激に対する防
御反応としての第三象牙質（修
復象牙質の形成）および硬化象
牙質（透明象牙質）の形成］

口腔組織発生学（18）-4） 歯髄
腔形態の各部の名称と第二象
牙質および第三象牙質の添加
にともなう歯髄腔形態の変化
（加齢変化）を理解する。

☐ 歯髄腔形態の各部の名称と
第二象牙質および第三象牙質
の添加にともなう歯髄腔形態の
変化（加齢変化）を説明できる。

第30回 5/31(火) 4時限 滝川

「カラーアトラス口
腔組織発生学」p35
〜p48、「口腔組
織・発生学」p83〜
p110、p313〜
p315、配布講義資
料（発生学、口腔
解剖学）を事前事
後学修すること。

2時間

E-3-1）-④
C-3-4）-(2)-⑤

第31回 6/1(水) 1時限 滝川 E-3-1）-④

「カラーアトラス口
腔組織発生学」p49
〜p53、「口腔組
織・発生学」p110
〜p116、p190〜
p199、配布講義資
料を事前事後学修
すること。

2時間

E-3-1）-⑤
C-3-3）-②

「カラーアトラス口
腔組織発生学」p49
〜p53、「口腔組
織・発生学」p110
〜p116、p190〜
p199、配布講義資
料を事前事後学修
すること。

2時間

第32回 6/1(水) 2時限 滝川



第33回 6/7(火) 3時限
滝川
河野
杉山

確認テスト② ［形成的評価試
験］［試験範囲：第19回〜第32
回］　多肢選択問題形式（60問）

第19回〜第32回の
授業内容につい
て、教科書、配布
講義資料、歯科医
師国家試験の過去
問題（講義資料お
よびMoodleに掲
載）を総括的に事
前学修しておくこ
と。

3時間

第34回 6/7(火) 4時限
滝川
河野
杉山

確認テスト②の解説講義 自分が間違えた問
題について十分事
後学修すること。

1時間

口腔組織発生学（19）-1） 歯周
組織を構成する構造および機
能を理解する。

☐ 歯周組織を構成する構造お
よび機能を説明できる。［セメン
ト質、歯根膜、歯槽骨、歯肉］

口腔組織発生学（19）-2） セメ
ント質の基本構造、セメント質の
種類と存在部位を理解する。

☐ セメント質の形成機序と石灰
化機序、組織構造との関係を説
明できる。［類セメント質（基質）
の分泌、石灰化開始時の基質
小胞性石灰化（一次石灰化）、
石灰化進行時のコラーゲン性石
灰化（二次石灰化）］

口腔組織発生学（19）-3） セメ
ント質の固有線維と外来線維を
理解する。

☐ セメント質の固有線維と外来
線維を説明できる。

口腔組織発生学（19）-4）
シャーピー線維(Sharpey線維)
の定義と存在意義、および存在
部位を理解する。

☐ シャーピー線維(Sharpey線
維)の定義と存在意義、および
存在部位を説明できる。

口腔組織発生学（19）-5） セメ
ント質の成長線と成因を理解す
る。

☐ セメント質の成長線と成因を
説明できる。［層板間層］

口腔組織発生学（19）-6） 無細
胞セメント質の種類と組織構
造、および存在部位を理解す
る。

☐ 無細胞セメント質の種類と組
織構造、および存在部位を説明
できる。［無細胞無線維性セメン
ト質、無細胞外来線維性セメント
質］

口腔組織発生学（19）-7） セメ
ント・エナメル境（歯頸部）の構
造と3種のタイプを理解する。

☐ セメント・エナメル境（歯頸
部）の構造と3種のタイプを説明
できる。

口腔組織発生学（19）-8） 有細
胞セメント質の種類と組織構
造、および存在部位を理解す
る。

☐ 有細胞セメント質の種類と組
織構造、および存在部位を説明
できる。［有細胞固有線維性セメ
ント質、（無細胞固有線維性セメ
ント質）、有細胞混合性重層セメ
ント質]

口腔組織発生学（19）-9） 有細
胞セメント質のセメント小腔とセ
メント細管、セメント細胞の組織
構造の特徴を理解する。

☐ 有細胞セメント質のセメント
小腔とセメント細管、セメント細
胞の組織構造の特徴を説明で
きる。

口腔組織発生学（19）-10） セメ
ント-象牙境（生理的根尖孔：根
管の最狭窄部位）と解剖的根尖
孔を理解する。

☐ セメント-象牙境（生理的根
尖孔：根管の最狭窄部位）と解
剖的根尖孔を説明できる。

E-3-1）-⑥
C-3-4）-(2)-⑤

2時間

第35回

滝川

「カラーアトラス口
腔組織発生学」p71
〜p76、「口腔組
織・発生学」p136
〜p137、p141〜
p149、p168〜
p177、配布講義資
料を事前事後学修
すること。

1時間

E-3-1）-⑥

「カラーアトラス口
腔組織発生学」p71
〜p76、「口腔組
織・発生学」p136
〜p137、p141〜
p149、p168〜
p177、配布講義資
料を事前事後学修
すること。

6/8(水) 1時限 滝川

第36回 6/8(水) 2時限



口腔組織発生学（20）-1） 歯根
膜にみられる細胞成分とそれら
の由来を理解する。

☐ 歯根膜にみられる細胞成分
とそれらの由来を説明できる。
［セメント芽細胞、線維芽細胞、
骨芽細胞、破骨細胞、未分化
間葉系細胞（間葉系幹細胞）、
マラッセ上皮遺残］

口腔組織発生学（20）-2） 歯根
膜にみられる細胞外マトリックス
成分とそれらの機能を理解す
る。

☐ 歯根膜にみられる細胞外マト
リックス成分とそれらの機能を説
明できる。［I型およびⅢ型コラー
ゲン線維、オキシタラン線維、プ
ロテオグリカン］

口腔組織発生学（20）-3） 歯根
膜主線維群の機能的配列と走
行、オキシタラン線維の役割、
および脈管神経隙を理解する。

☐ 歯根膜主線維群の機能的配
列と走行、オキシタラン線維の
役割、および脈管神経隙を説明
できる。

口腔組織発生学（20）-4） 歯根
膜（歯周靱帯）にみられるマラッ
セ上皮遺残（Malassez上皮遺
残）を理解する。

☐ マラッセ上皮遺残（Malassez
上皮遺残）を説明できる。［歯根
形成に重要なヘルトウィッヒ上皮
鞘（Hertwig上皮鞘）の遺残］

口腔組織発生学（21）-1） 歯根
膜（歯周靱帯）の複合機能を理
解する。

☐ 歯根膜による歯の固定・支持
と咬合圧の緩衝機能、咬合圧お
よび侵害刺激の受容と反射を説
明できる。

口腔組織発生学（21）-2） 歯根
膜（歯周靱帯）にみられる感覚
神経終末を理解する。

☐ 歯根膜にみられる感覚神経
終末を説明できる。［自由神経
終末、ルフィニ神経終末（ルフィ
ニ小体）、クラウゼ小体、他］

口腔組織発生学（21）-3） 歯根
膜（歯周靱帯）の一般体性感覚
を理解する。

☐ 歯根膜（歯周靱帯）の一般体
性感覚を説明できる。［痛覚、触
覚、圧覚：三叉神経節経由］

口腔組織発生学（21）-4） 歯根
膜（歯周靱帯）の固有感覚（深
部感覚）を理解する。

☐ 歯根膜（歯周靱帯）の固有感
覚（深部感覚）を説明できる。
［痛覚、触覚、圧覚：三叉神経
中脳路核経由］

口腔組織発生学（22）-1） 歯槽
骨の分類を理解する。

☐ 歯槽骨（上顎骨歯槽突起、
下顎骨歯槽部）の分類を説明で
きる。［固有歯槽骨と支持歯槽
骨］

口腔組織発生学（22）-2） 歯槽
（歯槽窩）、槽間中隔、根間中
隔の定義を理解する。

☐ 歯槽（歯槽窩）、槽間中隔、
根間中隔の定義を説明できる。

口腔組織発生学（22）-3） 固有
歯槽骨を構成する骨の組織構
造と特徴を理解する。

☐ 固有歯槽骨を構成する骨の
組織構造と特徴を説明できる。
［束状骨（線維束骨）と層板骨］

口腔組織発生学（22）-4） 支持
歯槽骨を構成する骨の組織構
造と特徴を理解する。

☐ 支持歯槽骨を構成する骨の
組織構造と特徴を説明できる。
［皮質骨（緻密骨）と海綿骨］

口腔組織発生学（22）-5） 歯槽
骨の形成と改造（リモデリング）
を理解する。

☐ 歯槽骨の形成と改造（リモデ
リング）を説明できる。

口腔組織発生学（22）-7） 胎生
期にみられる層板構造の無い
幼若な骨（線維骨）、および骨
芽細胞と破骨細胞の協働による
骨の改造（リモデリング）の意義
を理解する。

☐ 胎生期にみられる層板構造
の無い幼若な骨（線維骨）、およ
び骨芽細胞と破骨細胞の協働
による骨の改造（リモデリング）
の意義を説明できる。

1時間

E-3-1）-⑥

第38回 6/14(火) 4時限 滝川

「口腔組織・発生
学」p135〜p136、
p160、 配布講義資
料を事前事後学修
すること。

1時間

E-3-1）-⑥

第37回 6/14(火) 3時限 滝川

「カラーアトラス口
腔組織発生学」p77
〜p84、 「口腔組
織・発生学」p150
〜p160、p199〜
p204、 配布講義資
料を事前事後学修
すること。

第39回 6/15(水) 1時限 滝川

「カラーアトラス口
腔組織発生学」p85
〜p88、 「口腔組
織・発生学」p160
〜p168、p308〜
p323、配布講義資
料を事前事後学修
すること。

1時間

E-3-1）-⑥
C-3-4）-(2)-④



口腔組織発生学（23）-1） 歯肉
の各部位の名称を理解する。

☐ 歯肉の各部位の名称を説明
できる。

口腔組織発生学（23）-2） 歯肉
の組織構造と部位別の特徴を
理解する。

☐ 歯肉の組織構造と各層の特
徴を説明できる。［角化性重層
扁平上皮の基底層、有棘層、顆
粒層、角質層（角化層）、および
非角化性重層扁平上皮の基底
層、有棘層、中間層、表在層
（表層）、歯肉固有層（乳頭層と
網状層）、粘膜骨膜結合］

口腔組織発生学（23）-3） 歯肉
上皮に分布している発生由来
の異なる細胞とそれらの役割
（機能）を理解する。

☐ 歯肉上皮に分布している発
生由来の異なる細胞とそれらの
役割（機能）を説明できる。［メル
ケル細胞、メラニン産生細胞、ラ
ンゲルハンス細胞］

口腔組織発生学（23）-4） 歯肉
外縁上皮の構造と特徴を理解
する。

☐ 歯肉外縁上皮の組織構造と
特徴を説明できる。［遊離歯肉
（辺縁歯肉）と付着歯肉、付着
歯肉にみられるスティップリング
の意義］

口腔組織発生学（23）-5） 歯肉
の機能と組織構造との関係を理
解する。

☐ 歯肉の機能と組織構造との
関係を説明できる。［角化の有
無と角質の構成成分（ケラチン
とフィラグリン）、上皮突起（上皮
釘脚）の発達の有無との関係］

口腔組織発生学（23）-6） オドラ
ンド小体＜層板顆粒＞によるセ
ラミドの放出とセラミドによる生理
学的透過性関門の形成を理解
する。

☐ オドランド小体＜層板顆粒＞
によるセラミドの放出とセラミドに
よる生理学的透過性関門の形
成を説明できる。

口腔組織発生学（23）-7） 歯肉
の線維群（5群の線維束）の分
類と走行、構成する線維成分を
理解する。

☐ 歯肉の線維群（5群の線維
束）の分類と走行、構成する線
維成分を説明できる。［歯頸・歯
肉線維束、歯槽・歯肉線維束、
歯・骨膜線維束、輪走線維束、
中隔横断線維束］

口腔組織発生学（23）-8） 歯肉
内縁上皮の組織構造と特徴を
理解する。

☐ 歯肉内縁上皮の組織構造と
特徴を説明できる。［接合上皮
（付着上皮）、歯肉溝上皮］

口腔組織発生学（23）-9） 歯肉
内縁上皮と歯肉外縁上皮との
相異を理解する。

☐ 歯肉内縁上皮と歯肉外縁上
皮との相異を説明できる。

口腔組織発生学（23）-10） 一
次接合上皮の由来、二次接合
上皮の由来を理解する。

☐ 一次接合上皮の由来、二次
接合上皮の由来を説明できる。

口腔組織発生学（23）-11） 接
合上皮（付着上皮）の組織構
造、特徴、歯面とのヘミデスモ
ゾーム結合（上皮性付着）を理
解する。

☐ 接合上皮（付着上皮）の組織
構造、特徴、歯面とのヘミデス
モゾーム結合（上皮性付着）を
説明できる。

口腔組織発生学（23）-12） 歯
間乳頭歯肉およびコル（歯肉コ
ル）の部位と組織学的特徴を理
解する。

☐ 歯間乳頭歯肉およびコル
（歯肉コル）の部位と組織学的
特徴を説明できる。

第40回 6/15(水) 2時限 滝川

「カラーアトラス口
腔組織発生学」p89
〜p93、「口腔組
織・発生学」p168
〜p176、p269〜
p270、配布講義資
料を事前事後学修
すること。

1時間

E-3-1）-⑥

1時間

E-3-1）-⑥第41回 6/21(火) 3時限 滝川

「カラーアトラス口
腔組織発生学」p89
〜p93、「口腔組
織・発生学」p168
〜p176、p269〜
p270、配布講義資
料を事前事後学修
すること。



口腔組織発生学（24）-1） 口腔
粘膜の基本的な組織構造と部
位別の発生由来を理解する。

☐ 口腔粘膜の基本的な組織構
造と部位別の発生由来を説明
できる。

口腔組織発生学（24）-2） 口腔
粘膜の機能による分類と部位を
理解する。

☐ 口腔粘膜の機能による分類
と部位を説明できる。［咀嚼粘
膜、特殊粘膜、被覆粘膜］

口腔組織発生学（24）-3） 咀嚼
粘膜を覆う角化性重層扁平上
皮の基本構造および各層の細
胞の特徴を理解する。

☐ 咀嚼粘膜を覆う角化性重層
扁平上皮の基本構造および各
層の細胞の特徴を説明できる。
［基底層、有棘層、顆粒層、角
化層］

口腔組織発生学（24）-4） 硬口
蓋粘膜のうち、粘膜下組織が存
在しない部位と粘膜骨膜結合を
理解する。

☐ 硬口蓋粘膜のうち、粘膜下
組織が存在しない部位と粘膜骨
膜結合を説明できる。

口腔組織発生学（24）-5） 非角
化性口腔粘膜上皮の基本構
造、および各層の細胞の特徴を
理解する。

☐ 非角化性口腔粘膜上皮の基
本構造、および各層の細胞の
特徴を説明できる。［基底層、有
棘層、中間層、表在層（表層）］

口腔組織発生学（24）-6） 特殊
粘膜上皮の組織構造、味蕾、舌
の発生と部位別の舌の感覚神
経との関係を理解する。

☐ 特殊粘膜上皮の組織構造、
味蕾、舌の発生と部位別の舌の
感覚神経との関係を説明でき
る。［糸状乳頭、茸状乳頭、有郭
乳頭、葉状乳頭］

口腔組織発生学（24）-7） 味蕾
（味覚受容器）と構成細胞を理
解する。

☐ 味蕾（味覚受容器）と構成細
胞を説明できる。［Ⅰ型（暗細
胞）、Ⅱ型（明細胞）、Ⅲ型（味
細胞）、Ⅳ型（基底細胞）］

口腔組織発生学（24）-8） 舌の
一般体性感覚と味覚の支配神
経と舌の発生との関係を理解す
る。

☐ 舌の一般体性感覚（触覚、
圧覚、痛覚、温覚、冷覚）と味覚
（特殊感覚の1つ）の支配神経と
舌の発生との関係を説明でき
る。

口腔組織発生学（25）-1） 唾液
腺の種類（大唾液腺、小唾液
腺、Ebner腺）を理解する。

☐ 唾液腺の種類（大唾液腺、
小唾液腺、Ebner腺）を説明でき
る。

口腔組織発生学（25）-2） 3大
唾液腺の発生由来と発生開始
時期を理解する。

☐ 3大唾液腺の発生由来と発
生開始時期を説明できる。

口腔組織発生学（25）-3） 唾液
腺の腺体の存在場所、導管の
走行と開口部位を理解する。

☐ 唾液腺の腺体の存在場所、
導管の走行と開口部位を説明
できる。

口腔組織発生学（25）-4） 唾液
腺の腺房（終末部）と導管（介在
部、線条部、排泄導管）の組織
構造と機能を理解する。

☐ 唾液腺の腺房（終末部）と導
管（介在部、線条部、排泄導
管）の組織構造と機能を説明で
きる。

口腔組織発生学（25）-5） 唾液
の成分と役割（機能）を理解す
る。

☐ 唾液の成分と役割（機能）を
説明できる。

口腔組織発生学（25）-6） 唾液
腺の支配神経（自律神経系）を
理解する。

☐ 唾液腺の支配神経（自律神
経系）を説明できる。［顔面神経
の枝（鼓索神経、大錐体神経）
と舌咽神経の枝（小錐体神
経）、および唾液分泌に関係す
る副交感神経節（顎下神経節、
翼口蓋神経節、耳神経節）］

第43回 6/28(火) 3時限

「カラーアトラス口
腔組織発生学」
p111〜p114、「口
腔組織・発生学」
p270〜p282、配布
講義資料、参考書
「プロメテウス解剖
学アトラス口腔・頭
頸部」を事前事後
学修すること。

1時間

滝川

第42回 6/21(火) 4時限 滝川
C-3-4）-(1)-②

E-2-2）-②
E-2-2）-③

「カラーアトラス口
腔組織発生学」
p101〜p109、「口
腔組織・発生学」
p264〜p270、p282
〜p288、配布講義
資料を事前事後学
修すること。

2時間

E-2-2）-⑥
E-2-3）-①
E-2-2）-⑤



口腔組織発生学（26）-1） 加齢
にともなう歯の変化を理解する。

☐ 加齢にともなう歯の変化を説
明できる。［エナメル質の透明度
の上昇と歯冠色の暗調化、咬
耗・摩耗の刺激による死帯の出
現（象牙細管の空洞化）、石灰
化の亢進による硬化象牙質（透
明象牙質）の形成、第二象牙質
および第三象牙質（修復象牙
質）の添加による歯髄腔容積の
減少と形態の複雑化、歯髄の線
維化、硝子化、石灰化、網様萎
縮、象牙粒の形成、細胞成分の
減少］

口腔組織発生学（26）-2） 加齢
にともなう歯周組織の変化を理
解する。

☐ 加齢にともなう歯周組織の変
化を説明できる。［セメント質の
肥厚、歯根膜の菲薄化と歯根膜
腔の狭窄、歯根膜主線維の減
少と配列の乱れ、細胞成分の減
少、歯槽骨骨塩量の減少と骨髄
の脂肪変性（黄色骨髄）］

STS実施（範囲：第27回〜第44
回） 多肢選択問題（20問）

口腔組織発生学（27）-1） 脳頭
蓋と顔面頭蓋、顎関節の発生開
始時期と発生由来を理解する。

☐ 脳頭蓋（神経頭蓋）、顔面頭
蓋（内臓頭蓋）、顎関節の発生
開始時期と発生由来を説明でき
る。

口腔組織発生学（27）-2） 下顎
の一次軟骨と二次軟骨の発生
を理解する。

☐ 下顎の一次軟骨（メッケル軟
骨）と二次軟骨（下顎頭軟骨、
筋突起軟骨、下顎正中線維軟
骨）の発生を説明できる。

口腔組織発生学（27）-3） 鰓弓
軟骨から生じる頭頸部の構造を
理解する。

☐ 鰓弓軟骨から生じる頭頸部
の構造を説明できる。［ツチ骨、
キヌタ骨、アブミ骨、側頭骨茎状
突起、舌骨、喉頭軟骨（甲状軟
骨、輪状軟骨、他）］

口腔組織発生学（27）-4） 脳頭
蓋と顔面頭蓋、顎関節の成長・
発育の様式（間質成長、付加成
長、骨の吸収と改造）を理解す
る。

☐ 脳頭蓋と顔面頭蓋、顎関節
の成長・発育の様式（間質成
長、付加成長、骨の吸収と改
造）を説明できる。

口腔組織発生学（28）-1） 顎関
節の解剖学的構造を理解する。

☐ 顎関節の解剖学的構造を説
明できる。［側頭骨下顎窩と関
節結節、下顎頭、関節円板、円
板後部結合組織、上関節腔と
下関節腔、滑膜、関節包、顎関
節の主靱帯（外側靱帯）と副靱
帯（蝶下顎靱帯、茎突下顎靱
帯）］

口腔組織発生学（28）-2） 顎関
節の組織学的構造を理解する。

☐ 顎関節の組織学的構造を説
明できる。［下顎頭関節軟骨（線
維軟骨）と線維層、関節円板
（前肥厚）、円板後部結合組
織、上関節腔と下関節腔、滑膜
を構成する細胞と機能（滑膜A
型細胞および滑膜B型細胞）］

口腔組織発生学（28）-3） 顎関
節の機能と下顎運動を理解す
る。

☐ 顎関節の機能と下顎運動を
説明できる。［下顎頭の蝶番（回
転）運動と滑走運動による開口
（下顎の下制）、閉口（下顎の挙
上）、下顎の前進と後退、下顎
の側方運動］

口腔組織発生学（28）-4） 顎関
節の加齢変化を理解する。

☐ 顎関節の加齢変化を説明で
きる。

4時限 滝川

配布講義資料（口
腔解剖学）を事前
事後学修すること。

1時間

E-2-3）-④

E-2-3）-①

「口腔組織・発生
学」 p323〜p327、
「カラーアトラス口
腔組織発生学」
p11〜p20、配布講
義資料（発生学、
口腔解剖学）、e-
ラーニング資料
（moodle）を事前事
後学修すること。

1時間

E-2-1）-⑥
C-3-3）-②

「口腔組織・発生
学」 p323〜p327、
「カラーアトラス口
腔組織発生学」
p11〜p12、配布講
義資料（発生学、
口腔解剖学）、解
剖学の教科書と頭
蓋骨模型、参考書
「プロメテウス解剖
学アトラス口腔・頭
頸部」、e-ラーニン
グ資料
（moodle）を事前事
後学修すること。

1時間

第45回

第46回 7/5(火) 4時限 滝川

7/5(火) 3時限 滝川

第44回 6/28(火)



第47回 7/12(火) 3時限
滝川
河野
杉山

確認テスト③ ［形成的評価試
験］［試験範囲：第35回〜第46
回］ 多肢選択問題（60問）

第35回〜第46回の
授業内容について
教科書、配布講義
資料、歯科医師国
家試験過去問題
（講義資料および
Moodleに掲載）を
総括的に事前学修
しておくこと。

3時間

滝川
河野
杉山

確認テスト③の解説講義 自分が間違えた問
題について十分事
後学修すること。

1時間

滝川

FD授業評価アンケート（WEBで
回答）

第48回 7/12(火) 4時限



OBS-2-05

評 価 方 法
歯型彫刻実習の成績（50％） ⇒ 提出作品（全8歯種）の採点（10％）および歯型彫刻実習試験：2歯種（40％）
口腔組織発生学実習の成績（50％） ⇒ 実習試験5回の得点（10％）および実習総合試験2回の得点（40％）

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法

「歯型彫刻実習」で提出された課題作品（8歯種）および「歯型彫刻実習試験」の課題作品（2歯種）について、
作品はすべてルーブリック評価によって採点して成績を評価し、フィードバックする。
「口腔組織発生学実習」で毎週実施する口腔組織発生学実習試験は知識の形成と定着を目的とした形成的評
価試験として実施し、試験成績は我々が開発したICT双方向教育支援ツール（モバイル採点システムと採点ソ
フトウェア「ドクターまるみえーる」）を使って試験終了後、可及的速やかに試験結果（得点率と学年順位）を
フィードバックする。

授 業 概 要

口腔解剖学実習は「歯型彫刻実習」と「口腔組織・発生学実習」の2つに大別される。歯の基本的形態と特徴を
理解して歯の形態を3次元的に表現する知識と技能の修得は将来、歯科医師としての臨床能力に直結するた
め、歯学教育において「歯型彫刻実習」はきわめて重要な基礎実習である。「歯型彫刻実習」では毎回、実習
課題歯種（全8歯種）を実習時間内に必ず自分の手で彫刻して完成させて、作品として提出しなければならな
い。「歯型彫刻実習」の総括として歯型彫刻実習試験（2歯種）を実施する。また、「歯型彫刻実習」終了の翌週
から開始する「口腔組織発生学実習」では顕微鏡で観察される歯と歯周組織を含む口腔諸組織の微細な組織
構造を理解するために視覚素材（おもに組織写真）を用いた演習試験形式の実習を5回行う。さらに口腔解剖
学実習の総括として2回の実習総合試験（全問題は視覚素材を用いた多肢選択問題）を実施して客観的・総合
的に実習成績を評価する。

到 達 目 標

① 歯の形態と特徴、機能を理解し、各歯種の形態を３次元的に表現できる。基礎・技能
② 口腔・顎顔面領域の発生に伴う細胞分化と組織学的変化を理解し、説明できる。基礎・知識
③ 歯と歯周組織の発生、発育、交換における細胞分化と組織学的変化を説明できる。基礎・知識
④ 口腔・顎顔面領域（顎関節を含む）の組織学的構造を理解し、説明できる。基礎・知識
⑤ 口腔・顎顔面の諸組織の加齢に伴う組織学的変化を理解し、説明できる。基礎・知識

教 育 手 法

「歯型彫刻実習」では、それぞれの歯種を代表する課題歯種（8歯種）について、自分の手でワックスブロックを
実際に彫刻することによって、座学だけでは修得できない「歯の3次元的な形態の知識」と「歯の形態を3次元的
に表現する基本的技能」を修得する。提出された作品はすべてルーブリック評価（多面的多段階評価による総
合評価）で成績を評価する。
「口腔組織発生学実習」では、最近の歯科医師国家試験およびCBTでは顕微鏡写真や図を使った問題が
年々増加し、さらに電子顕微鏡写真まで出題されるようになってきた状況を鑑みて、従来の光学顕微鏡を使っ
た口腔組織学実習だけでは今後の国家試験問題に対応できる知識の修得は難しいことから、朝日大学所蔵の
組織標本をデジタル化してバーチャルスライドとして活用するほか、口腔諸組織の微細構造と密接に関連する
発生学の内容も含む多種多様な組織写真（電子顕微鏡写真を含む）や図を用いた総合演習形式の形成的評
価試験（口腔組織発生学実習試験5回）で実際に視覚素材を観察し、問題形式でメタ認知（自分で「知識の空
白部分」を認識すること）を促して、試験直後に「知識の空白部分」を埋めるための解説講義を繰り返して実施
し、口腔領域の諸組織の微細構造に対する理解と知識を効果的に高めるICT活用双方向教育手法を導入して
いる。

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。
○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○全身医学との関連を理解し、患者にとって良質で安全な歯科医療を実践することができる。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のため
に生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。

6　口腔解剖学実習

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

滝川俊也、河野芳朗、杉山明子

履修の条件・注意事項

歯型彫刻実習は歯の形態を３次元的に理解して表現する歯科医師としての基本知識と技能を習得するための
重要な基礎実習であり、能動的に取り組む姿勢と意欲が強く求められる。「歯型彫刻実習」においては毎回の
課題歯種の作品提出の採点だけでなく、歯型彫刻実習試験を行って実習成績を総合的に評価する。不合格
作品については課題作品の再作成と再提出によって再評価を行うが、課題作品の未提出（再作成および再提
出の指示に従わない場合を含む）は実習不合格となることに十分留意する。歯型彫刻実習および歯型彫刻実
習試験は臨床系第１実習室（2号館2階）で実施する。口腔組織発生学実習は口腔領域の構造と機能、微細な
組織構造、発生を総括的に視覚素材を用いて学修する実習であるため、「カラーアトラス口腔組織発生学」を事
前に熟読しておくことが求められる。口腔組織発生学実習および実習総合試験は第４大講義室（1号館3階）で
実施する。

学生の意見等からの気
づ き

歯型彫刻実習については、毎回の提出作品の評価は形成的評価であるため実習成績の基礎点とし、個々人
の最終成績は歯型彫刻実習試験によって公正公平に評価を行うように改善している。口腔組織発生学実習に
ついては、予習問題（多肢選択問題300問）を Moodle でテスト形式で事前事後学修できるようにしたことは「事
前事後学修に役立った」という授業評価アンケートでの意見が多かったため、今年度も問題数を増やして e-
ラーニング環境を充実させ、学生の事前事後学修（自主学習）を強力に支援していく。

教 科 書
『歯の解剖学 第22版』（金原出版）、『カラーアトラス 口腔組織発生学 第4版』（わかば出版）、歯型彫刻実習マ
ニュアルおよび講義資料（配布）、e-ラーニング資料（Moodle掲載）

参 考 書 『最新歯型彫刻 第2版 理論と実際』（医歯薬出版）

オ フ ィ ス ア ワ ー
月曜日〜金曜日　16：30〜18：30、1号館3階 滝川教授室（滝川俊也教授）、1号館4階 口腔解剖学研究室（河
野芳朗講師、杉山明子講師）



回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 4/8(金) 3時限
滝川
河野
杉山

歯型彫刻実習①
切歯の基本的形態と特徴を理
解して3次元的に表現する知識
と技能を修得する。

□ 上顎切歯の基本的形態と特
徴を3次元的に表現する知識と
技能を修得するために上顎中
切歯の歯型彫刻を行い、以下
の事項を表現して説明できる。
［①切縁、歯冠・歯根の形態と大
きさの比 ②近心、遠心、左右側
の鑑別法 （彎曲徴、隅角徴、歯
根徴） ③唇側隆線と舌側面隆
線、歯帯、辺縁隆線、基底結
節、棘突起 ④上顎切歯と下顎
切歯の相異点 ⑤中切歯と側切
歯の相異点］

実習用歯の模型を
見ながら、教科書、
歯型彫刻実習マ
ニュアルを読み、
歯のスケッチを書く
事前学修を十分す
ること。提出作品が
不合格になった場
合は、自宅で必ず
自分の手で課題作
品を彫刻し、課題
作品を合格させる
こと。

2時間

E-3-1）-②

第2回 4/8(金) 4時限
滝川
河野
杉山

歯型彫刻実習①
切歯の基本的形態と特徴を理
解して3次元的に表現する知識
と技能を修得する。

□ 上顎切歯の基本的形態と特
徴を3次元的に表現する知識と
技能を修得するために上顎中
切歯の歯型彫刻を行い、以下
の事項を表現して説明できる。
［①切縁、歯冠・歯根の形態と大
きさの比 ②近心、遠心、左右側
の鑑別法 （彎曲徴、隅角徴、歯
根徴） ③唇側隆線と舌側面隆
線、歯帯、辺縁隆線、基底結
節、棘突起 ④上顎切歯と下顎
切歯の相異点 ⑤中切歯と側切
歯の相異点］

実習用歯の模型を
見ながら、教科書、
歯型彫刻実習マ
ニュアルを読み、
歯のスケッチを書く
事前学修を十分す
ること。提出作品が
不合格になった場
合は、自宅で必ず
自分の手で課題作
品を彫刻し、課題
作品を合格させる
こと。

2時間

E-3-1）-②

第3回 4/15(金) 3時限
滝川
河野
杉山

歯型彫刻実習②
犬歯の基本的形態と特徴を理
解して3次元的に表現する知識
と技能を修得する。

□ 上顎犬歯の基本的形態と特
徴を3次元的に表現する知識と
技能を修得するために上顎犬
歯の歯型彫刻を行い、以下の
事項を歯型彫刻で表現して説
明できる。［①尖頭、２つの切
縁、歯冠・歯根の形態と長さの
比 ②近心、遠心、左右側の鑑
別 （彎曲徴、隅角徴、歯根徴）
③唇側隆線と舌側面隆線、歯
帯、辺縁隆線、基底結節、棘突
起 ④上顎犬歯と下顎犬歯の相
異点］

実習用歯の模型を
見ながら、教科書、
歯型彫刻実習マ
ニュアルを読み、
歯のスケッチを書く
事前学修を十分す
ること。提出作品が
不合格になった場
合は、自宅で必ず
自分の手で課題作
品を彫刻し、課題
作品を合格させる
こと。

2時間

E-3-1）-②

第4回 4/15(金) 4時限
滝川
河野
杉山

歯型彫刻実習②
犬歯の基本的形態と特徴を理
解して3次元的に表現する知識
と技能を修得する。

□ 上顎犬歯の基本的形態と特
徴を3次元的に表現する知識と
技能を修得するために上顎犬
歯の歯型彫刻を行い、以下の
事項を歯型彫刻で表現して説
明できる。［①尖頭、２つの切
縁、歯冠・歯根の形態と長さの
比 ②近心、遠心、左右側の鑑
別 （彎曲徴、隅角徴、歯根徴）
③唇側隆線と舌側面隆線、歯
帯、辺縁隆線、基底結節、棘突
起 ④上顎犬歯と下顎犬歯の相
異点］

実習用歯の模型を
見ながら、教科書、
歯型彫刻実習マ
ニュアルを読み、
歯のスケッチを書く
事前学修を十分す
ること。提出作品が
不合格になった場
合は、自宅で必ず
自分の手で課題作
品を彫刻し、課題
作品を合格させる
こと。

2時間

E-3-1）-②

第5回 4/22(金) 3時限
滝川
河野
杉山

歯型彫刻実習③
上顎第一小臼歯の基本的形態
と特徴を理解して3次元的に表
現する知識と技能を修得する。

□ 上顎第一小臼歯の基本的形
態と特徴を3次元的に表現する
知識と技能を修得するために上
顎第一小臼歯の歯型彫刻を行
い、以下の事項を歯型彫刻で
表現して説明できる。［①咬頭
数、歯根数（約50％が頬舌2
根）、根管数、歯冠・歯根の形態
と長さの比 ②下顎小臼歯との
鑑別法 ③近心、遠心、左右側
の鑑別 （彎曲徴は他の歯と逆を
示す） ④非機能喉頭（頰側咬
頭）と機能咬頭（舌側咬頭）の相
異点 ⑤各咬頭、隆線、小窩、溝
の名称、介在結節と横副溝の出
現位置］

実習用歯の模型を
見ながら、教科書、
歯型彫刻実習マ
ニュアルを読み、
歯のスケッチを書く
事前学修を十分す
ること。提出作品が
不合格になった場
合は、自宅で必ず
自分の手で課題作
品を彫刻し、課題
作品を合格させる
こと。

2時間

E-3-1）-②



第6回 4/22(金) 4時限
滝川
河野
杉山

歯型彫刻実習③
上顎第一小臼歯の基本的形態
と特徴を理解して3次元的に表
現する知識と技能を修得する。

□ 上顎第一小臼歯の基本的形
態と特徴を3次元的に表現する
知識と技能を修得するために上
顎第一小臼歯の歯型彫刻を行
い、以下の事項を歯型彫刻で
表現して説明できる。［①咬頭
数、歯根数（約50％が頬舌2
根）、根管数、歯冠・歯根の形態
と長さの比 ②下顎小臼歯との
鑑別法 ③近心、遠心、左右側
の鑑別 （彎曲徴は他の歯と逆を
示す） ④非機能喉頭（頰側咬
頭）と機能咬頭（舌側咬頭）の相
異点 ⑤各咬頭、隆線、小窩、溝
の名称、介在結節と横副溝の出
現位置］

実習用歯の模型を
見ながら、教科書、
歯型彫刻実習マ
ニュアルを読み、
歯のスケッチを書く
事前学修を十分す
ること。提出作品が
不合格になった場
合は、自宅で必ず
自分の手で課題作
品を彫刻し、課題
作品を合格させる
こと。

2時間

E-3-1）-②

第7回 5/6(金) 3時限
滝川
河野
杉山

歯型彫刻実習④
下顎第一小臼歯の基本的形態
と特徴を理解して3次元的に表
現する知識と技能を修得する。

□ 下顎第一小臼歯の基本的形
態と特徴を3次元的に表現する
知識と技能を修得するために下
顎第一小臼歯の歯型彫刻を行
い、以下の事項を歯型彫刻で
表現して説明できる。［①咬頭
数、歯根数、根管数、歯冠・歯
根の形態と長さの比 ②上顎小
臼歯との鑑別法 ③近心、遠心、
左右側の鑑別法 （彎曲徴、隅
角徴、歯根徴） ④機能喉頭（頰
側咬頭）と非機能咬頭（舌側咬
頭）の相異点 ⑤各咬頭、隆線、
小窩、溝］

実習用歯の模型を
見ながら、教科書、
歯型彫刻実習マ
ニュアルを読み、
歯のスケッチを書く
事前学修を十分す
ること。提出作品が
不合格になった場
合は、自宅で必ず
自分の手で課題作
品を彫刻し、課題
作品を合格させる
こと。

2時間

E-3-1）-②

第8回 5/6(金) 4時限
滝川
河野
杉山

歯型彫刻実習④
下顎第一小臼歯の基本的形態
と特徴を理解して3次元的に表
現する知識と技能を修得する。

□ 下顎第一小臼歯の基本的形
態と特徴を3次元的に表現する
知識と技能を修得するために下
顎第一小臼歯の歯型彫刻を行
い、以下の事項を歯型彫刻で
表現して説明できる。［①咬頭
数、歯根数、根管数、歯冠・歯
根の形態と長さの比 ②上顎小
臼歯との鑑別法 ③近心、遠心、
左右側の鑑別法 （彎曲徴、隅
角徴、歯根徴） ④機能喉頭（頰
側咬頭）と非機能咬頭（舌側咬
頭）の相異点 ⑤各咬頭、隆線、
小窩、溝］

実習用歯の模型を
見ながら、教科書、
歯型彫刻実習マ
ニュアルを読み、
歯のスケッチを書く
事前学修を十分す
ること。提出作品が
不合格になった場
合は、自宅で必ず
自分の手で課題作
品を彫刻し、課題
作品を合格させる
こと。

2時間

E-3-1）-②

第9回 5/13(金) 3時限
滝川
河野
杉山

歯型彫刻実習⑤
上顎第一大臼歯の基本的形態
と特徴を理解して3次元的に表
現する知識と技能を修得する。

□ 上顎第一大臼歯の基本的形
態と特徴を3次元的に表現する
知識と技能を修得するために上
顎第一大臼歯の歯型彫刻を行
い、以下の事項を歯型彫刻で
表現して説明できる。[咬頭数、
歯根数、根管数、歯冠・歯根の
形態と長さの比 ②下顎大臼歯
との鑑別法 （上顎は頬舌径＞
近遠心径の関係、分界溝の走
行の特徴） ③近心、遠心、左右
側の鑑別法 （彎曲徴、隅角徴、
歯根徴） ④非機能喉頭（頰側咬
頭）と機能咬頭（舌側咬頭）の相
異点 ⑤各咬頭、隆線、小窩、溝
の名称、カラベリー結節の出現
位置］

実習用歯の模型を
見ながら、教科書、
歯型彫刻実習マ
ニュアルを読み、
歯のスケッチを書く
事前学修を十分す
ること。提出作品が
不合格になった場
合は、自宅で必ず
自分の手で課題作
品を彫刻し、課題
作品を合格させる
こと。

2時間

E-3-1）-②

第10回 5/13(金) 4時限
滝川
河野
杉山

歯型彫刻実習⑤
上顎第一大臼歯の基本的形態
と特徴を理解して3次元的に表
現する知識と技能を修得する。

□ 上顎第一大臼歯の基本的形
態と特徴を3次元的に表現する
知識と技能を修得するために上
顎第一大臼歯の歯型彫刻を行
い、以下の事項を歯型彫刻で
表現して説明できる。[咬頭数、
歯根数、根管数、歯冠・歯根の
形態と長さの比 ②下顎大臼歯
との鑑別法 （上顎は頬舌径＞
近遠心径の関係、分界溝の走
行の特徴） ③近心、遠心、左右
側の鑑別法 （彎曲徴、隅角徴、
歯根徴） ④非機能喉頭（頰側咬
頭）と機能咬頭（舌側咬頭）の相
異点 ⑤各咬頭、隆線、小窩、溝
の名称、カラベリー結節の出現
位置］

実習用歯の模型を
見ながら、教科書、
歯型彫刻実習マ
ニュアルを読み、
歯のスケッチを書く
事前学修を十分す
ること。提出作品が
不合格になった場
合は、自宅で必ず
自分の手で課題作
品を彫刻し、課題
作品を合格させる
こと。

2時間

E-3-1）-②



第11回 5/20(金) 3時限
滝川
河野
杉山

歯型彫刻実習⑥
下顎第一大臼歯の基本的形態
と特徴を理解して3次元的に表
現する知識と技能を修得する。

□ 下顎第一大臼歯の基本的形
態と特徴を3次元的に表現する
知識と技能を修得するために下
顎第一大臼歯の歯型彫刻を行
い、以下の事項を歯型彫刻で
表現して説明できる。［①咬頭
数、歯根数、根管数、歯冠・歯
根の形態と長さの比 ②上顎大
臼歯との鑑別法 （下顎は近遠
心径＞頬舌径の関係、分界溝
の走行の特徴） ③近心、遠心、
左右側の鑑別法 （彎曲徴、隅
角徴、歯根徴） ④機能喉頭（頰
側咬頭）と非機能咬頭（舌側咬
頭）の相異点 ⑤各咬頭、隆線、
小窩、溝の名称、ドリオピテクス
型（Y5型）]

実習用歯の模型を
見ながら、教科書、
歯型彫刻実習マ
ニュアルを読み、
歯のスケッチを書く
事前学修を十分す
ること。提出作品が
不合格になった場
合は、自宅で必ず
自分の手で課題作
品を彫刻し、課題
作品を合格させる
こと。

2時間

E-3-1）-②

第12回 5/20(金) 4時限
滝川
河野
杉山

歯型彫刻実習⑥
下顎第一大臼歯の基本的形態
と特徴を理解して3次元的に表
現する知識と技能を修得する。

□ 下顎第一大臼歯の基本的形
態と特徴を3次元的に表現する
知識と技能を修得するために下
顎第一大臼歯の歯型彫刻を行
い、以下の事項を歯型彫刻で
表現して説明できる。［①咬頭
数、歯根数、根管数、歯冠・歯
根の形態と長さの比 ②上顎大
臼歯との鑑別法 （下顎は近遠
心径＞頬舌径の関係、分界溝
の走行の特徴） ③近心、遠心、
左右側の鑑別法 （彎曲徴、隅
角徴、歯根徴） ④機能喉頭（頰
側咬頭）と非機能咬頭（舌側咬
頭）の相異点 ⑤各咬頭、隆線、
小窩、溝の名称、ドリオピテクス
型（Y5型）]

実習用歯の模型を
見ながら、教科書、
歯型彫刻実習マ
ニュアルを読み、
歯のスケッチを書く
事前学修を十分す
ること。提出作品が
不合格になった場
合は、自宅で必ず
自分の手で課題作
品を彫刻し、課題
作品を合格させる
こと。

2時間

E-3-1）-②

第13回 5/27(金) 3時限
滝川
河野
杉山

歯型彫刻実習⑦
上顎第一乳臼歯の基本的形態
と特徴を理解して3次元的に表
現する知識と技能を修得する。

□ 上顎第一乳臼歯の基本的形
態と特徴を3次元的に表現する
知識と技能を修得するために上
顎第一乳臼歯の歯型彫刻を行
い、以下の事項を3次元的に表
現して説明できる。［①咬頭数、
歯根数、根管数、歯冠・歯根の
形態と長さの比 ②下顎乳臼歯
との鑑別法 （上顎は頬舌径＞
近遠心径の関係） ③上顎第二
乳臼歯との鑑別法（上顎第一大
臼歯との類似性の有無）、左右
側の鑑別法 ④代生歯（上顎第
一小臼歯）との相異点 ⑤臼歯
結節の出現位置と大きさ］

実習用歯の模型を
見ながら、教科書、
歯型彫刻実習マ
ニュアルを読み、
歯のスケッチを書く
事前学修を十分す
ること。提出作品が
不合格になった場
合は、自宅で必ず
自分の手で課題作
品を彫刻し、課題
作品を合格させる
こと。

2時間

E-3-1）-②

第14回 5/27(金) 4時限
滝川
河野
杉山

歯型彫刻実習⑦
上顎第一乳臼歯の基本的形態
と特徴を理解して3次元的に表
現する知識と技能を修得する。

□ 上顎第一乳臼歯の基本的形
態と特徴を3次元的に表現する
知識と技能を修得するために上
顎第一乳臼歯の歯型彫刻を行
い、以下の事項を3次元的に表
現して説明できる。［①咬頭数、
歯根数、根管数、歯冠・歯根の
形態と長さの比 ②下顎乳臼歯
との鑑別法 （上顎は頬舌径＞
近遠心径の関係） ③上顎第二
乳臼歯との鑑別法（上顎第一大
臼歯との類似性の有無）、左右
側の鑑別法 ④代生歯（上顎第
一小臼歯）との相異点 ⑤臼歯
結節の出現位置と大きさ］

実習用歯の模型を
見ながら、教科書、
歯型彫刻実習マ
ニュアルを読み、
歯のスケッチを書く
事前学修を十分す
ること。提出作品が
不合格になった場
合は、自宅で必ず
自分の手で課題作
品を彫刻し、課題
作品を合格させる
こと。

2時間

E-3-1）-②

第15回 6/3(金) 3時限
滝川
河野
杉山

歯型彫刻実習⑧
下顎第一乳臼歯の基本的形態
と特徴を理解して3次元的に表
現する知識と技能を修得する。

□ 下顎第一乳臼歯の基本的形
態と特徴を3次元的に表現する
知識と技能を修得するために下
顎第一乳臼歯の歯型彫刻を行
い、以下の事項を歯型彫刻で
表現して説明できる。［①咬頭
数、歯根数、根管数、歯冠・歯
根の形態と長さの比 ②上顎乳
臼歯との鑑別法 （下顎は頬舌
径＜近遠心径の関係） ③下顎
第二乳臼歯との鑑別法（上顎第
一大臼歯との類似性の有無）、
左右側の鑑別法 ④代生歯（上
顎第一小臼歯）との相異点 ⑤
臼歯結節、遠心トリゴニード隆
線、トリゴニード切痕の出現位置
と大きさ］

実習用歯の模型を
見ながら、教科書、
歯型彫刻実習マ
ニュアルを読み、
歯のスケッチを書く
事前学修を十分す
ること。提出作品が
不合格になった場
合は、自宅で必ず
自分の手で課題作
品を彫刻し、課題
作品を合格させる
こと。

2時間

E-3-1）-②



第16回 6/3(金) 4時限
滝川
河野
杉山

歯型彫刻実習⑧
下顎第一乳臼歯の基本的形態
と特徴を理解して3次元的に表
現する知識と技能を修得する。

□ 下顎第一乳臼歯の基本的形
態と特徴を3次元的に表現する
知識と技能を修得するために下
顎第一乳臼歯の歯型彫刻を行
い、以下の事項を歯型彫刻で
表現して説明できる。［①咬頭
数、歯根数、根管数、歯冠・歯
根の形態と長さの比 ②上顎乳
臼歯との鑑別法 （下顎は頬舌
径＜近遠心径の関係） ③下顎
第二乳臼歯との鑑別法（上顎第
一大臼歯との類似性の有無）、
左右側の鑑別法 ④代生歯（上
顎第一小臼歯）との相異点 ⑤
臼歯結節、遠心トリゴニード隆
線、トリゴニード切痕の出現位置
と大きさ］

実習用歯の模型を
見ながら、教科書、
歯型彫刻実習マ
ニュアルを読み、
歯のスケッチを書く
事前学修を十分す
ること。提出作品が
不合格になった場
合は、自宅で必ず
自分の手で課題作
品を彫刻し、課題
作品を合格させる
こと。

2時間

E-3-1）-②

第17回 6/10(金) 3時限
滝川
河野
杉山

口腔組織発生学実習①
（演習試験60問）

第1回〜第36回口
腔解剖学の授業内
容を事前学修する
こと。

2時間

第18回 6/10(金) 4時限
滝川
河野
杉山

口腔組織発生学実習①
（解説講義）

第1回〜第36回口
腔解剖学の授業内
容を事後学修する
こと。

1時間

第19回 6/17(金) 3時限
滝川
河野
杉山

口腔組織発生学実習②
（演習試験60問）

第1回〜第40回口
腔解剖学の授業内
容を事前学修する
こと。

2時間

第20回 6/17(金) 4時限
滝川
河野
杉山

口腔組織発生学実習②
（解説講義）

第1回〜第40回口
腔解剖学の授業内
容を事後学修する
こと。

1時間

第21回 6/24(金) 3時限
滝川
河野
杉山

口腔組織発生学実習③
（演習試験60問）

第1回〜第42回口
腔解剖学の授業内
容を事前学修する
こと。

2時間

第22回 6/24(金) 4時限
滝川
河野
杉山

口腔組織発生学実習試験③
（解説講義）

第1回〜第42回口
腔解剖学の授業内
容を事後学修する
こと。

1時間

第23回 7/1(金) 3時限
滝川
河野
杉山

口腔組織発生学実習④
（演習試験60問）

第1回〜第44回口
腔解剖学の授業内
容を事前学修する
こと。

2時間

第24回 7/1(金) 4時限
滝川
河野
杉山

口腔組織発生学実習④
（解説講義）

第1回〜第44回口
腔解剖学の授業内
容を事後学修する
こと。

1時間

第25回 7/8(金) 3時限
滝川
河野
杉山

口腔組織発生学実習⑤
（演習試験60問）

第1回〜第46回口
腔解剖学の授業内
容を事前学修する
こと。

2時間

第26回 7/8(金) 4時限
滝川
河野
杉山

口腔組織発生学実習⑤
（解説講義）

第1回〜第46回口
腔解剖学の授業内
容を事後学修する
こと。

1時間

第27回 7/11(月) 3時限
滝川
河野
杉山

歯型彫刻実習試験①
（課題歯種：上顎右側中切歯）

「歯の解剖学（金原
書店）」、歯型彫刻
実習マニュアル、
歯の模型を参考に
事前に十分練習し
ておくこと。

3時間

E-3-1）-②

第28回 7/11(月) 4時限
滝川
河野
杉山

歯型彫刻実習試験②
（課題歯種：下顎右側第一大臼
歯）

「歯の解剖学（金原
書店）」、歯型彫刻
実習マニュアル、
歯の模型を参考に
事前に十分練習し
ておくこと。

3時間

E-3-1）-②



第29回 7/14(木) 3時限
滝川
河野
杉山

実習総合試験①
（視覚素材を用いた多肢選択問
題80問）

第1回〜第48回口
腔解剖学の授業内
容を総括的に事前
学修すること。

3時間

第30回 7/14(木) 4時限
滝川
河野
杉山

実習総合試験①
（解説講義）

第1回〜第48回口
腔解剖学の授業内
容を総括的に事後
学修すること。

1時間

第31回 7/15(金) 3時限
滝川
河野
杉山

実習総合試験②
（視覚素材を用いた多肢選択問
題80問）

第1回〜第48回口
腔解剖学の授業内
容を総括的に事前
学修すること。

3時間

第32回 7/15(金) 4時限
滝川
河野
杉山

実習総合試験② （解説講義） 第1回〜第48回口
腔解剖学の授業内
容を総括的に事前
学修すること。

1時間



OBS-2-06

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 4/4(月) 3時限 硲

全身の構造と機能を理解するた
めに、生理学・口腔生理学の意
義と目的を理解する。全身の構
造と機能を理解するために、神
経系とその機能について理解
する。

生理学・口腔生理学の意義と目
的を説明できる。刺激と興奮お
よび興奮性細胞の特徴を説明
できる。神経の活動電位の発現
機序を説明できる。

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

C-3-4)-(5)-⑧

神経の活動電位の発生と伝導
の機序を説明できる。

ニューロンとグリアの構造と機能
を説明できる。

末梢神経系の機能分類を説明
できる。

体性神経系と自律神経系の機
能分類を説明できる。

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

C-3-4)-(5)-⑧
C-3-4)-(5)-⑦
C-3-4)-(5)-①
C-3-4)-(5)-②

第2回 4/4(月) 4時限 硲

全身の構造と機能を理解するた
めに、神経系とその機能につい
て理解する。

履修の条件・注意事項 １学年の基礎歯科学入門で学習した内容を十分に復習してから受講すること。

学生の意見等からの気
づ き

授業アンケート、Moodleへのメッセージ、個別質問等による。

教 科 書 『基礎歯科生理学』（医歯薬出版）

参 考 書 『生理学テキスト』（文光堂）、『口腔生理学概説』（学建書院）

オ フ ィ ス ア ワ ー
金曜日 13 時 00 分〜17 時 00 分（公務等で不在時を除く）を原則とするが、質問等は随時受け付ける。硲教
授：硲教授室、諏訪部准教授・安尾講師：口腔生理学研究室。坂井非常勤講師担当分は、硲教授に質問する
こと。

教 育 手 法 講義、ディスカッション、グループワーク等

7　生理学・口腔生理学

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

硲 哲崇、諏訪部 武、安尾敏明、坂井信之

授 業 概 要

歯科医学は、歯を含めた口腔諸組織に発症する疾患を診断・治療する医学の一分野であり、これを理解するた
めには、口腔領域は当然のことながら、全身の諸臓器・組織の機能を完全に理解しておく必要がある。本講義
では、全身の細胞から個体にいたる各レベルの機能解明を目的とする生理学に加え、顎・口腔・顔面領域の機
能解明を目的とする口腔生理学について詳細に学習する。本講義内容は、歯科医師国家試験などの各種試
験において頻出の事項を含んでおり真摯な学習が必要である。

到 達 目 標 顎口腔系を含めた各細胞・臓器・組織の機能が説明できる。

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○全身医学との関連を理解し、患者にとって良質で安全な歯科医療を実践することができる。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のた
めに生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。

評 価 方 法 定期試験により評価する。

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法 確認テストとその解説等による。



第3回 4/6(水) 3時限 硲

全身の構造と機能を理解するた
めに、神経系とその機能につい
て理解する。

シナプス伝達の機序と特徴、神
経伝達物質、シナプス回路を説
明できる。

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

C-3-4)-(5)-⑨

中枢神経系の位置関係を説明
できる。

脊髄の機能を説明できる。（脊
髄反射を含む。）

脳血管の機能的特徴を説明で
きる。

第7回 4/11(月) 3時限 坂井

全身の構造と機能を理解するた
めに、記憶・学習・行動のような
高次脳機能について理解する。

記憶・学習・行動の機序につい
て説明できる。

教養の心理学レベ
ルの記憶・学習に
関する知識を予習
または復習しておく
こと。

1時間

C-3-4)-(5)-④

第8回 4/11(月) 4時限 硲

全身の構造と機能を理解するた
めに、摂食行動の発現と調節機
序について理解する。

摂食行動の発現と調節機序に
ついて説明できる。

第５回で学習した
視床下部の機能を
復習しておくこと。
講義後、チェックポ
イントを参考に復習
しておくこと。

1時間

C-3-4)-(9)-④

筋組織の機能的分類を説明で
きる。

第9回 4/13(水) 3時限 安尾 筋収縮の機序と特徴を説明でき
る。

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

全身の構造と機能を理解するた
めに、運動器系とその機能につ
いて理解する。

1時間

C-3-4）-(3)-①
C-3-4）-(3)-②

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

第6回 4/8(金)

大脳の機能を説明できる。（言
語野・脳波・睡眠を含む。）

C-3-4)-(5)-④
C-3-4)-(5)-⑤

2時限 硲

全身の構造と機能を理解するた
めに、神経系とその機能につい
て理解する。

1時間

C-3-4)-(5)-④
C-3-4)-(5)-⑥

第5回 4/8(金) 1時限 硲

全身の構造と機能を理解するた
めに、神経系とその機能につい
て理解する。

橋、小脳、中脳および間脳の機
能を説明できる。

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

C-3-4)-(5)-④

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

第4回 4/6(水) 4時限 硲

全身の構造と機能を理解するた
めに、神経系とその機能につい
て理解する。



感覚生理学の総論的事項が説
明できる。体性感覚の受容器の
構造と機能を説明できる。

内臓感覚を概説できる。

皮膚感覚器の構造と機能を説
明できる。

疼痛の種類、発生機序を説明
できる。

第14回 4/18(月) 4時限 硲

全身の構造と機能を理解するた
めに、感覚器系とその機能につ
いて理解する。

視覚に関わる生理学的事項を
説明できる。

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

C-3-4)-(6)-①

第15回 4/20(水) 3時限 硲

全身の構造と機能を理解するた
めに、感覚器系とその機能につ
いて理解する。

聴覚と平衡感覚に関わる生理
学的事項を説明できる。

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

C-3-4)-(6)-①

嗅覚に関わる生理学的事項を
説明できる。

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

C-3-4)-(6)-①第16回 4/20(水) 4時限 硲

全身の構造と機能を理解するた
めに、感覚器系とその機能につ
いて理解する。

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

E-2-2）-②
E-2-2）-③
E-2-2）-⑨
E-3-1）-④
E-3-1）-⑤
E-3-1）-⑥
E-3-2）-⑤

1時間

C-3-4)-(6)-②
C-3-4)-(6)-④

第13回 4/18(月) 3時限 硲

顎口腔系の機能を理解するた
めに、口腔の感覚器系とその機
能について理解する。

口唇と口腔粘膜の分類と特徴を
説明できる。【口唇・口腔感覚の
特徴を説明できる。】

舌の感覚を説明できる。

口腔・顎顔面領域の体性感覚
の特徴と疼痛を説明できる。

歯の硬組織の感覚を説明でき
る。

歯髄の感覚を説明できる。

歯周組織の感覚を説明できる。

歯痛の機序を説明できる。

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

第12回 4/15(金) 2時限 硲

全身の構造と機能を理解するた
めに、感覚器系とその機能につ
いて理解する。

第11回 4/15(金) 1時限 硲

全身の構造と機能を理解するた
めに、感覚器系とその機能につ
いて理解する。

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

C-3-4)-(6)-②
C-3-4)-(6)-③

筋収縮の機序と特徴を説明でき
る。

深部感覚の受容器の構造と機
能を説明できる。

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

C-3-4）-(3)-②
C-3-4)-(6)-②

第10回 4/13(水) 4時限 安尾

全身の構造と機能を理解するた
めに、運動器系とその機能につ
いて理解する。



第19回 4/25(月) 3時限 硲 他

「確認テスト」（範囲：第１回〜第
18回）

これまでに学習し
たことを十分理解し
て試験に臨むこと。

体液の量と組成を説明できる。

リンパ管とリンパ性組織・器官の
機能を説明できる。

血液の構成要素と役割を説明
できる。

血液の構成要素と役割を説明
できる。

止血、血液凝固および線溶の
機序を説明できる。

第22回

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

全身の構造と機能を理解するた
めに、 体液(血液を含む)につい
て理解する。

諏訪
部

4時限4/27(水)

C-3-4)-(10)-②
C-3-4)-(4)-⑤
C-3-4)-(4)-⑥

1時間

C-3-4)-(4)-④
C-3-4)-(4)-⑦

造血器官と造血機能を説明でき
る。

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

第21回 4/27(水) 3時限
諏訪
部

全身の構造と機能を理解するた
めに、 体液(血液を含む)につい
て理解する。

C-3-4)-(5)-③

第20回 4/25(月) 4時限 硲

全身の構造と機能を理解するた
めに、体温・発汗・基礎代謝に
ついて理解する。

体温・発汗・基礎代謝の機序を
説明できる。

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

C-3-4)-(9)-③

硲

全身の構造と機能を理解するた
めに、神経系とその機能につい
て理解する。

交感神経系と副交感神経系の
構造と機能を説明できる。

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

4/22(金)第17回

第18回 4/22(金) 2時限

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

交感神経系と副交感神経系の
構造と機能を説明できる。

全身の構造と機能を理解するた
めに、神経系とその機能につい
て理解する。

硲1時限 C-3-4)-(5)-③

1時間



第23回 5/2(月) 3時限
諏訪
部

全身の構造と機能を理解するた
めに、循環器系とその機能につ
いて理解する。

心臓の構造と機能および心電
図波形を説明できる。【心臓の
刺激（興奮）伝導系、心筋の特
徴および心音を説明できる。】

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

C-3-4）-(4)-①

第24回 5/2(月) 4時限
諏訪
部

全身の構造と機能を理解するた
めに、循環器系とその機能につ
いて理解する。

血液循環（肺循環、体循環及び
胎児循環）の経路と主要な動静
脈の名称を説明できる。

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

C-3-4）-(4)-②

第25回 5/9(月) 3時限
諏訪
部

全身の構造と機能を理解するた
めに、循環器系とその機能につ
いて理解する。

血管の構造と血圧調節機能を
説明できる。

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

C-3-4)-(4)-③

諏訪
部

第28回 5/11(水) 4時限
諏訪
部

全身の構造と機能を理解するた
めに、呼吸器系とその機能につ
いて理解する。

気道系の構造と機能を説明でき
る。

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

C-3-4)-(8)-①

第29回 5/18(水) 3時限
諏訪
部

全身の構造と機能を理解するた
めに、呼吸器系とその機能につ
いて理解する。

肺の構造・機能と呼吸運動の機
序を説明できる。【その調節系を
説明できる。】

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

C-3-4)-(8)-②

体液の量と組成および浸透圧
の調節機構を説明できる。

水代謝と主な電解質の出納とそ
の異常を説明できる。

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

C-3-4)-(10)-②
C-3-4)-(10)-③

第27回 5/11(水) 3時限
諏訪
部

全身の構造と機能を理解するた
めに、体液の量と組成の調節機
構について理解する。

C-3-4)-(10)-①

1時間１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

腎臓、尿管、膀胱および尿道の
構造と機能を説明できる。【ネフ
ロンの働き（濾過、再吸収、分
泌）を説明できる。】

全身の構造と機能を理解するた
めに、泌尿器系とその機能につ
いて理解する。

4時限5/9(月)第26回



第30回 5/18(水) 4時限
諏訪
部

全身の構造と機能を理解するた
めに、消化器系とその機能につ
いて理解する。

消化管の基本構造、消化機能
および調節機構を説明できる。
【消化液、消化管ホルモンの機
能を含む。】

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

C-3-4)-(7)-①

肝臓の構造と機能および胆汁と
胆路を説明できる。

膵臓（外分泌部と内分泌部）の
構造と機能を説明できる。

第33回 6/1(水) 3時限
諏訪
部 他

「確認テスト」（範囲：第20回〜
第32回）

これまでに学習し
たことを十分理解し
て試験に臨むこと。

第34回 6/1(水) 4時限
諏訪
部

全身の構造と機能を理解するた
めに、内分泌系および生殖器
系とその機能について理解す
る。

内分泌器官・組織の構造と機能
およびホルモンの種類、作用と
異常を説明できる。

恒常性維持と内分泌系・神経系
の機能相関を説明できる。

男性生殖器と女性生殖器の構
造と機能を説明できる。

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

C-3-4)-(9)-①
C-3-4)-(9)-②
C-3-4)-(11)-①

内分泌器官・組織の構造と機能
およびホルモンの種類、作用と
異常を説明できる。

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

C-3-4)-(9)-①第32回 5/25(水) 4時限
諏訪
部

全身の構造と機能を理解するた
めに、内分泌系とその機能につ
いて理解する。

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

第31回 5/25(水) 3時限
諏訪
部

全身の構造と機能を理解するた
めに、消化器系とその機能につ
いて理解する。

C-3-4)-(7)-②
C-3-4)-(7)-③

第35回 6/8(水) 3時限 硲

顎口腔系の機能を理解するた
めに、口腔の感覚器系とその機
能について理解する。

味覚に関わる生理学的事項を
説明できる。【味覚器の構造、分
布と受容、伝達機構を含む。】

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

C-3-4)-(6)-①
E-2-2）-⑩

C-3-4)-(6)-①
E-2-2）-⑩

1時間１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

味覚に関わる生理学的事項を
説明できる。【味覚器の構造、分
布と受容、伝達機構を含む。】

顎口腔系の機能を理解するた
めに、口腔の感覚器系とその機
能について理解する。

硲4時限6/8(水)第36回



歯列と咬合を説明できる。

顎関節の機能を説明できる。

下顎の随意運動を説明できる。

下顎反射を説明できる。

舌に関わる反射を説明できる。

唾液腺の構造、機能及び分泌
調節機序を説明できる。

唾液の性状、構成成分及び機
能を説明できる。

唾液腺の構造、機能及び分泌
調節機序を説明できる。

唾液の性状、構成成分及び機
能を説明できる。

第42回 6/29(水) 4時限 安尾

顎口腔系の機能を理解するた
めに、唾液と唾液腺について理
解する。

唾液の性状、構成成分及び機
能を説明できる。

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

E-2-2）-⑤

嚥下の意義と制御機構および
食塊経路を説明できる。

嘔吐反射と絞扼反射を説明でき
る。

第44回 7/6(水) 4時限
諏訪
部

顎口腔系の機能を理解するた
めに、発声・構音について理解
する。

構音器官としての口腔の形態と
機能を説明できる。

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

E-2-2）-⑧

第43回 7/6(水)

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

E-2-1）-⑨
E-2-1）-⑩

安尾

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

E-2-2）-⑥
E-2-2）-⑤

顎口腔系の機能を理解するた
めに、嚥下・嘔吐について理解
する。

安尾3時限

顎口腔系の機能を理解するた
めに、唾液と唾液腺について理
解する。

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

咀嚼筋の機能を説明できる。

咀嚼の意義と制御機構を説明
できる。

顎口腔系の機能を理解するた
めに、歯列・咬合・咀嚼につい
て理解する。

硲3時限6/15(水)第37回
E-2-2）-④
E-2-1）-③
E-2-1）-⑧

第38回 6/15(水) 4時限 硲

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

E-2-1）-⑥
E-2-1）-⑦

顎口腔系の機能を理解するた
めに、顎関節・顎運動について
理解する。

顎口腔系の機能を理解するた
めに、下顎反射と舌の機能につ
いて理解する。

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

1時間

E-2-1）-⑦
E-2-2）-③

第39回 6/22(水) 3時限 硲

第41回 6/29(水) 3時限

顎口腔系の機能を理解するた
めに、唾液と唾液腺について理
解する。

安尾4時限6/22(水)第40回

１年次に学習した
「基礎歯科学入門」
の該当箇所を復習
しておくこと。講義
後、チェックポイン
トを参考に復習し
ておくこと。

E-2-2）-⑥
E-2-2）-⑤

1時間



第45回 7/13(水) 3時限 硲 他

「確認テスト」（範囲：第34回〜
第44回）

これまでに学習し
たことを十分理解し
て試験に臨むこと。



OBS-2-07 ○

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 5/16(月) 3時限

硲
諏訪
部

安尾
中村
他

30分

C-3-4）-(3)-②

実際の筋電計を用いて、ヒトの
筋電図 を記録する方法とその
解析法を身につ けるとともに、
骨格筋の機能について 理解を
深めることを目標とする。

生理学・口腔生理
学」講義の運動器
系の内容を十分に
理解して実習に臨
むこと。

30分

C-3-4）-(3)-②

生理機能検査技術を習得する
とともに筋機能の理解を深める
ために、筋電図の記録解析方
法を理解する。

第2回 5/16(月) 4時限

硲
諏訪
部

安尾
中村
他

生理機能検査技術を習得する
とともに筋機能の理解を深める
ために、筋電図の記録解析方
法を理解する。

実際の筋電計を用いて、ヒトの
筋電図 を記録する方法とその
解析法を身につ けるとともに、
骨格筋の機能について 理解を
深めることを目標とする。

生理学・口腔生理
学」講義の運動器
系の内容を十分に
理解して実習に臨
むこと。

評 価 方 法 実技・レポート・口頭試問 70%、実習試験 30%

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法 実習試験解説、口頭試問、グループディスカッション等。

授 業 概 要
講義で学んだ知識をさらに発展させ、応用する能力を獲得するために実習を行う。グループごとに別課題を同
時進行で行い、全ての課題をローテーションする。（詳細は別途指示する。）

到 達 目 標 実際の測定器具や検査器具を用いて臨床応用のできる知識や技術を身につける。

教 育 手 法 実習、ディスカッション、グループワーク等

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○全身医学との関連を理解し、患者にとって良質で安全な歯科医療を実践することができる。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のた
めに生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。

8　生理学・口腔生理学実習

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

硲　哲崇、諏訪部　武、安尾　敏明、中村　文彦、川村　早苗、水越　常善（◎）、東　哲一郎（◎）、上林　肇
（◎）、小林　倫也（◎）、乾　千珠子、片川　吉尚（◎）、山村　知暉（◎）

履修の条件・注意事項
１学年の基礎歯科学入門および２学年の生理学・口腔生理学で学習した内容をを十分に復習してから実習に
望むこと。

学生の意見等からの気
づ き

授業アンケート、Moodleへのメッセージ、個別質問等による。

教 科 書 「生理学・口腔生理学」に準ずる。

参 考 書 「生理学・口腔生理学」に準ずる。

オ フ ィ ス ア ワ ー
金曜日 13 時 00 分〜17 時 00 分（公務等で不在時を除く）を原則とするが、質問等は随時受け付ける。硲教
授：硲教授室、諏訪部准教授・安尾講師・中村助教：口腔生理学研究室。



第7回 6/6(月) 3時限

硲
諏訪
部

安尾
中村
他

第1回実習試験（詳細は別途指
示する。）

第8回 6/6(月) 4時限

硲
諏訪
部

安尾
中村
他

第1回実習試験（詳細は別途指
示する。）

第9回 6/13(月) 3時限

硲
諏訪
部

安尾
中村
他

臨床検査技術を習得するととも
に、 循環機能の理解を深める
ために、歯科臨床で必要なバイ
タルサインの基礎について理解
する。

実際の測定機器を用いて、心
電図や血圧を初めとする歯科臨
床で必要な各種バイタルサイン
のうち代表的なものの測定方法
および解析方法を理解すること
を目標とする。

「生理学・口腔生理
学」講義の循環器
系の内容を十分に
理解して実習に臨
むこと。

30分

C-3-4）-(4)-①
C-3-4)-(4)-③

実際の測定機器を用いて、歯の
弁別閾および二点弁別閾の測
定方法を身につけるとともに、そ
の解析方法および体性表面感
覚の特徴を理解することを目標
とする。

「生理学・口腔生理
学」講義の体性感
覚(口腔の体性感
覚を含む)の内容を
十分に理解して実
習に臨むこと。

30分

C-3-4)-(6)-②
E-2-2）-⑨
E-3-1）-⑥

第6回 5/30(月)

E-2-2）-⑩第3回 5/23(月)

4時限

硲
諏訪
部

安尾
中村
他

顎口腔検査技術を習得するとと
もに、顎口腔系の機能の理解を
深めるために、歯の弁別閾と皮
膚表面および口腔粘膜におけ
る二点弁別閾の測定方法およ
びその解析方法について理解
する。

第5回 5/30(月) 3時限

硲
諏訪
部

安尾
中村
他

顎口腔検査技術を習得するとと
もに、顎口腔系の機能の理解を
深めるために、歯の弁別閾と皮
膚表面および口腔粘膜におけ
る二点弁別閾の測定方法およ
びその解析方法について理解
する。

実際の測定機器を用いて、歯の
弁別閾および二点弁別閾の測
定方法を身につけるとともに、そ
の解析方法および体性表面感
覚の特徴を理解することを目標
とする。

「生理学・口腔生理
学」講義の体性感
覚(口腔の体性感
覚を含む)の内容を
十分に理解して実
習に臨むこと。

30分

C-3-4)-(6)-②
E-2-2）-⑨
E-3-1）-⑥

第4回 5/23(月) 4時限

硲
諏訪
部

安尾
中村
他

感覚検査や感覚生理学の知識
を深めるために、刺激の強さと
感覚との関係について理解す
る。

味覚を用いて精神物理学的手
法で、刺激の強さと感覚との関
係を調べるとともに、味覚受容
機構を検討できるまでを目標と
する。

「生理学・口腔生理
学」講義の感覚器
系の内容を十分に
理解して実習に臨
むこと。 1年次に学
習した「基礎歯科
学入門」の味覚の
項目を 復習してお
くこと。

30分

E-2-2）-⑩

味覚を用いて精神物理学的手
法で、刺激の強さと感覚との関
係を調べるとともに、味覚受容
機構を検討できるまでを目標と
する。

「生理学・口腔生理
学」講義の感覚器
系の内容を十分に
理解して実習に臨
むこと。 1年次に学
習した「基礎歯科
学入門」の味覚の
項目を 復習してお
くこと。

30分

3時限

硲
諏訪
部

安尾
中村
他

感覚検査や感覚生理学の知識
を深めるために、刺激の強さと
感覚との関係について理解す
る。



第15回 7/4(月) 3時限

硲
諏訪
部

安尾
中村
他

第２回実習試験（詳細は別途指
示する。）

第16回 7/4(月) 4時限

硲
諏訪
部

安尾
中村
他

第２回実習試験（詳細は別途指
示する。）

実際の測定機器を用いて、咀
嚼能率と 咬合力の測定方法を
身につけるとともに、その解析方
法を理解することを目標とする。

「生理学・口腔生理
学」講義の咬合・咀
嚼の内容を十分に
理解して実習に臨
むこと。

30分

E-2-1）-⑧
E-2-2）-④

第14回 6/27(月) 4時限

硲
諏訪
部

安尾
中村
他

顎口腔検査技術習得するととも
に、 口腔系の機能の理解を深
めるために、咀嚼能率と咬合力
の測定方法およびその解析方
法について理解する。

E-2-2）-⑩

第13回 6/27(月) 3時限

硲
諏訪
部

安尾
中村
他

顎口腔検査技術習得するととも
に、 口腔系の機能の理解を深
めるために、咀嚼能率と咬合力
の測定方法およびその解析方
法について理解する。

実際の測定機器を用いて、咀
嚼能率と 咬合力の測定方法を
身につけるとともに、その解析方
法を理解することを目標とする。

「生理学・口腔生理
学」講義の咬合・咀
嚼の内容を十分に
理解して実習に臨
むこと。

30分

E-2-1）-⑧
E-2-2）-④

硲
諏訪
部

安尾
中村
他

臨床検査技術を習得するととも
に、味覚の機能の理解を深める
ために、味覚臨床検査法につ
いて理解する。

実際の測定機器を用いて、味
覚臨床検査法を身につけるとと
もに、その解析方法を理解する
ことを目標とする。

「生理学・口腔生理
学」講義の味覚の
内容を十分に理解
して実習に臨むこ
と。

30分

6/20(月)第11回

第12回 6/20(月) 4時限

「生理学・口腔生理
学」講義の味覚の
内容を十分に理解
して実習に臨むこ
と。

実際の測定機器を用いて、味
覚臨床検査法を身につけるとと
もに、その解析方法を理解する
ことを目標とする。

臨床検査技術を習得するととも
に、味覚の機能の理解を深める
ために、味覚臨床検査法につ
いて理解する。

硲
諏訪
部

安尾
中村
他

3時限 E-2-2）-⑩

30分

実際の測定機器を用いて、心
電図や血圧を初めとする歯科臨
床で必要な各種バイタルサイン
のうち代表的なものの測定方法
および解析方法を理解すること
を目標とする。

「生理学・口腔生理
学」講義の循環器
系の内容を十分に
理解して実習に臨
むこと。

30分

C-3-4）-(4)-①
C-3-4)-(4)-③

第10回 6/13(月) 4時限

硲
諏訪
部

安尾
中村
他

臨床検査技術を習得するととも
に、 循環機能の理解を深める
ために、歯科臨床で必要なバイ
タルサインの基礎について理解
する。



OBS-2-12

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 6/22(水) 1時限 川木

生化学を学ぶために必要な化
学の知識、生体の構成成分を
理解する。
1年時の復習テスト

1学年で学んだ化学・生化学の
内容を説明できる。

1学年時の内容を
復習しておくこと。
(ムードルのまとめ
ノートを使用してよ
い。)

1時間

履修の条件・注意事項 高校までに学んだ基礎化学、生物学などの知識

学生の意見等からの気
づ き

前年度の授業評価アンケートの内容を参考にして授業を進てゆく。

教 科 書 『スタンダード生化学・口腔生化学  第3版』（学建書院）、『口腔生化学  第6版』（医歯薬出版）

参 考 書
『ハーパーの生化学』（丸善）、『ビジュアル生化学・分子生物学』（日本医事新報社）、『シンプル生化学  改訂
第７版』（南江堂）、『生命科学のための基礎化学』（丸善）、医療・看護系のための生物学（裳華房)、『生命科学
の基礎  第1版』（学建書院）

オ フ ィ ス ア ワ ー
川木，上野：口腔生化学分野研究室（1号館4階）月曜日～金曜16時30分～17時30分
1号館3階　近藤教授室（近藤信夫）１号館4階　生化学研究室（高山英次）月～金　16：30～18：00

9　生命と物質

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

近藤信夫、川木晴美、高山英次、梅村直己、上野恭平

授 業 概 要
細胞の構造と機能を理解する。生体の構成物質である糖質、脂質、核酸、タンパク質、無機成分の構造とその
機能について学び、エネルギーや情報代謝などの生命現象を分子レベルで理解する。核酸とヌクレオチド、遺
伝子の営みについて学ぶ。

到 達 目 標
先ずは、基礎化学や生物学の基本事項をしっかり復習し理解すること。さらに、様々な細胞の営み（生命現象）
を物質レベルで説明し、生理学、薬理学、病理学、や様々な臨床科目の理解に役立つ基礎知識や考え方を身
に着けること。

教 育 手 法 講義、演習

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○全身医学との関連を理解し、患者にとって良質で安全な歯科医療を実践することができる。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のため
に生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。

評 価 方 法
定期試験の受験資格要件として、小テストや中間テストを実施し、フォローアップ課題を課し、定期試験により総
括的に評価する。

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法
毎回、復習のための小テストを行い、解答および成績発表を掲示板およびムードルで行なう。中間テストを実施
し、解説講義を行う。成績不振者に対しては、レポートを含む課題を課す。



ビタミンの種類と構造を理解す
る。
（復習）

ビタミンの種類と構造を説明でき
る。
（復習）

スタンダード生化
学・口腔生化学、ビ
タミン（p47～p53）；
医療・看護系のた
めの生物学（p45）

1時間

ビタミンとミネラル ビタミンとミネラル 1時間

第3回 6/24(金) 1時限 近藤

糖質の種類と構造（グリコシド結
合、復習を含む）を理解する。グ
ルコース代謝の概要を理解す
る。

糖質の種類、構造（グリコシド結
合）と役割を説明できる（1年時
の復習を含む）。
グルコースの分解反応の概要
（呼吸の三段階）を説明できる。
解糖系と糖新生、グリコーゲン
代謝を説明できる。

ムードルに提示す
る復習テスト。
スタンダード生化
学・口腔生化学、
糖質の代謝（p54～
p60）；　医療・看護
系のための生物
学、代謝（p35、36）

1時間

C-2-1）-②

第4回 6/24(金) 2時限 髙山

アミノ酸、ペプチドの構造（復習
を含む）を理解する。
アミノ酸代謝の概要を理解す
る。

アミノ酸、ペプチドの構造（復習
を含む）が説明できる。アミノ酸
の異化反応（アミノ基の細胞内、
血液を介した運搬）を説明でき
る。

ムードルに提示す
る復習テスト。
スタンダード生化
学・口腔生化学、
アミノ酸とタンパク
質代謝（p63～
p67）；　医療・看護
系のための生物学
（p44）

1時間

C-2-1）-①

第5回 6/29(水) 1時限 髙山

脂質の種類と構造（エステル結
合）を理解する。

脂質の種類と構造（エステル結
合）を説明できる。
血漿リポタンパク質と脂質の輸
送、脂質代謝異常症が説明でき
る。

ムードルに提示す
る復習テスト。
スタンダード生化
学・口腔生化学、
脂質の吸収と体内
輸送（p69～p72）；
医療・看護系のた
めの生物学（p44）

1時間

C-2-1）-③

第6回 6/29(水) 2時限 川木

第1～６回のまとめと演習　五大
栄養素の種類、構造、機能を理
解する。

五大栄養素の分類ができる。
五大栄養素をそれぞれ概説で
きる。

第1～5回の講義内
容を復習しておくこ
と。

第7回 7/1(金) 1時限

近藤
川木
高山
梅村
上野

小テスト

第8回 7/1(金) 2時限 川木

細胞、細胞内小器官の機能
遺伝子、染色体の構造を理解
する。
（復習）

細胞、細胞内小器官の機能
遺伝子、染色体の構造を説明
できる

スタンダード生化
学・口腔生化学、
染色体の構造
（p102、p103)、細
胞の構造と機能
（p130～p132）；
医療・看護系のた
めの生物学（p11～
p18）

1時間

C-2-2）-①
C-2-3）-①

第2回 6/22(水) 2時限 髙山
C-2-1）-④
C-1-1）-②



第10回 7/6(水) 2時限 川木

栄養素の消化と吸収、消化酵素
の機能を理解する。

3大栄養素の消化と吸収、消化
酵素の機能を説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、タ
ンパク質、脂質の
消化と吸収（p63、
p68）；　医療・看護
系のための生物
学、栄養と吸収
（p34）

1時間

C-1-1）-②

第11回 7/8(金) 1時限 髙山

タンパク質の立体構造、たんぱ
く質の分類、酵素の働きを理解
する。（復習）

タンパク質の高次構造、たんぱ
く質の分類、酵素の構造と機
能、酵素活性の調節を説明でき
る。

スタンダード生化
学・口腔生化学、タ
ンパク質の高次構
造（p26、27)、酵素
の構造と機能（p36
～39)、酵素活性の
調節（p44～46)；
医療・看護系のた
めの生物学（p37、
38）

1時間

C-2-1）-⑤

第12回 7/8(金) 2時限 髙山

アミノ酸の代謝、尿素の生成、ア
ミノ酸から誘導される物質、必須
アミノ酸の生合成を理解する。
（復習）

アミノ酸の代謝、尿素の生成、ア
ミノ酸から誘導される物質、必須
アミノ酸の生合成を説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
アミノ酸とタンパク
質代謝（p63～
p67）；　医療・看護
系のための生物学
（p44）

1時間

C-2-1）-①

第13回 7/13(水) 1時限 近藤

糖質代謝（ペントースリン酸経
路、ウロン酸経路）、エネルギー
代謝（TCA回路、電子伝達系）
を理解する。

糖質代謝（ペントースリン酸経
路、ウロン酸経路）、エネルギー
代謝（TCA回路、電子伝達系）
を説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
糖質の代謝3（p61
～p62）、エネル
ギー代謝-1（p92～
p95）、エネルギー
代謝-3(p98～
p101)；　医療・看護
系のための生物学
（p44）

1時間

C-2-1）-②

脂質代謝（β酸化、ケトン体生
成）、コレステロールの誘導体を
理解する。

脂質代謝（β酸化、ケトン体生
成）、コレステロールの誘導体を
説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
脂肪酸の分解とエ
ネルギー産生（p73
～p77）、コレステ
ロールの誘導体
（p88)；　医療・看護
系のための生物学
（p39～p44）

代謝のまとめとホルモン調節
核酸の代謝を理解する。

代謝のまとめとホルモン調節
核酸の代謝を説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
脂肪酸の分解とエ
ネルギー産生（p73
～p77）、ヌクレオチ
ド代謝（p89～p91)

1時間遺伝子、DNA複製、遺伝子の構
造と遺伝子発現を説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
DNA複製、遺伝子
の構造と遺伝子発
現（p104～p109）、
細胞周期と細胞分
裂（p136~p138)；
医療・看護系のた
めの生物学（p44）

C-2-2）-①
C-2-2）-②
C-2-2）-③

第9回 7/6(水) 1時限 川木

DNA複製と細胞分裂、遺伝子
発現、細胞周期と細胞分裂を理
解する。
（復習）

C-2-1）-③
C-2-1）-④

第14回 7/13(水) 2時限

1時間

近藤



第15回 7/15(金) 1時限 川木

第8～14回のまとめと演習　細胞
内小器官の機能を理解したうえ
で、細胞内での営みについて理
解する。

細胞小器官の機能を説明でき
る。
遺伝子発現の流れを説明でき
る。
三大栄養素および核酸の代謝
を概説できる。

第8～14回の講義
内容を復習してお
くこと。

第16回 7/15(金) 2時限

近藤
川木
高山
梅村
上野

小テスト・STS



OBS-2-08

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 9/9(金) 1時限 川木

生化学・口腔生化学で学ぶタン
パク質を列挙し、その分類（酵
素中心）を理解する。

タンパク質をその構造、成分、
機能等で分類でき、酵素を中心
にそれぞれの代表例を列挙でき
る。

1時間

評 価 方 法
定期試験の受験資格要件として、小テストや中間テストを実施し、フォローアップ課題を課し、定期試験により総
括的に評価する。

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法
毎回、復習のための小テストを行い、解答および成績発表を掲示板およびムードルで行なう。中間テストを実施
し、解説講義を行う。成績不振者に対しては、レポートを含む課題を課す。

授 業 概 要

（10-1)結合組織（その構成成分、構造、機能、代謝）、カルシウムの恒常性と硬組織成分の形成過程およびそ
の特徴や機能、口腔環境を担う物質（唾液の役割、ペリクルやプラークの形成）および、歯周組織の組成、代謝
や疾患について学ぶ。遺伝子の営みから、染色体異常、遺伝子疾患の遺伝形式、癌の遺伝子異常、生活習
慣病の成り立ちの概略について学ぶ。(10-2)細胞間情報伝達機構（ホルモンやサイトカインの特徴、炎症のケミ
カルメディエーター素種類と特徴）、細胞内シグナル伝達機構（セカンドメッセンジャーの役割）および、血球と
血漿に含まれる物質、止血機構、生化学検査について学ぶ。

到 達 目 標
先ずは、基礎化学や生物学の基本事項をしっかり復習し理解すること。さらに、様々な細胞の営み（生命現象）
を物質レベルで説明し、生理学、薬理学、病理学、や様々な臨床科目の理解に役立つ基礎知識や考え方を身
に着けること。

教 育 手 法 講義、小テスト

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○全身医学との関連を理解し、患者にとって良質で安全な歯科医療を実践することができる。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のため
に生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。

10　生化学・口腔生化学

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

近藤信夫、川木晴美、高山英次、梅村直己、上野恭平

履修の条件・注意事項 高校までに学んだ基礎化学、生物学などの知識

学生の意見等からの気
づ き

前年度の授業評価アンケートの内容を参考にして授業を進てゆく。

教 科 書 『スタンダード生化学・口腔生化学  第3版』（学建書院）、『口腔生化学  第6版』（医歯薬出版）

参 考 書
『ハーパーの生化学』（丸善）、『ビジュアル生化学・分子生物学』（日本医事新報社）、『シンプル生化学  改訂
第７版』（南江堂）、『生命科学のための基礎化学』（丸善）、医療・看護系のための生物学（裳華房)、『生命科学
の基礎  第1版』（学建書院）

オ フ ィ ス ア ワ ー
川木，上野：口腔生化学分野研究室（1号館4階）月曜日～金曜16時30分～17時30分
1号館3階　近藤教授室（近藤信夫）１号館4階　生化学研究室（高山英次）月～金　16：30～18：00



第2回 9/9(金) 2時限 近藤

唾液の成分と作用を理解する。 唾液の性状、構成成分及び機
能を説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
唾液腺と唾液
（p244～p253）；
口腔生化学、唾液
の生化学（p231～
p247）

1時間

E-2-2）-⑤

第3回 9/16(金) 1時限 近藤

甘味料、プラーク形成を理解す
る。

甘味料、プラーク形成について
説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
ペリクル（p254～
p256）、プラーク-1
組成と形成（p257
～p262）甘味料
(p275~p277）；　口
腔生化学、甘味
料、ペリクルとプ
ラークの形成（p249
～p267、
p287~292）

1時間

E-3-2）-④

第4回 9/16(金) 2時限 川木

1～3回まとめと演習（前期の生
体の構成成分の内容を含む）を
通じて、唾液の成分、甘味料の
種類とう蝕原性およびプラーク
形成への関与を理解する。

第5回 9/30(金) 1時限

近藤
川木
高山
梅村
上野

小テスト①　第1回～第4回の内
容を問う。

第6回 9/30(金) 2時限 川木

第7回～第13回で学ぶ、硬組織
の有機成分の種類を理解する。
（講義フィードバックアンケート
実施）

支持組織の分類と、構成する細
胞および細胞間質の成分を概
説できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
骨と歯の有機成分
-1（p213～p217）、
骨と歯の有機成分
-2（p218～p219）；
口腔生化学、骨、
歯と歯周組織の有
機成分とその代謝
（p127～p149）

1時間

C-3-4）-(2)-②

第7回 10/5(水) 3時限 近藤

結合組織の成分①線維性タン
パク質（コラーゲンおよびエラス
チン）の形成機構を理解する。

線維性タンパク質（コラーゲンお
よびエラスチン）の形成機構を
説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
結合組織の構造と
構成成分（p180～
p181）、コラーゲン
（p181～p185）、エ
ラスチン（p186～
p187）、架橋構造
（p188～p189）；
口腔生化学、コ
ラーゲン（p88～
p101）、エラスチン
（p102～p103）

1時間

C-2-4）-③



第8回 10/5(水) 4時限 近藤

結合組織の成分②プロテオグリ
カンを理解する。

プロテオグリカンの構造と種類を
説明できる。

　細胞外マトリック
ス成分に対応する
細胞表面の受容体
（p196～p197）；
口腔生化学、プロ
テオグリカン（p103
～p111）、接着性
糖タンパク質（p111
～p139）

1時間

C-3-4）-(2)-②

第9回 10/7(金) 1時限 近藤

結合組織の成分③その他硬組
織のタンパク質を理解する。

硬組織を構成するその他のタン
パク質を説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
骨と歯の有機成分
（p212～p219）、口
腔生化学、骨・歯・
歯周組織の有機成
分（p127～p153）

1時間

C-3-4）-(2)-②

第10回 10/7(金) 2時限 川木

結合組織の成分④基底膜、接
着装置，細胞外マトリックス成分
の代謝を理解する。

基底膜、接着装置，細胞外マト
リックス成分の種類と機能および
代謝を説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
細胞外マトリックス
の分解酵素（p198
～p200）、上皮と基
底膜（p201）；　口
腔生化学、細胞外
マトリックス成分の
分解（p119～
p123）

1時間

C-2-4）-③

第11回 10/12(水) 3時限 近藤

硬組織の成分の構造の特徴と
その機能、石灰化の機序を理解
する。

硬組織の無機、有機成分の構
造や特徴とその機能、石灰化の
機序を説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
骨と歯の有機成分
-1（p213～p217）、
骨と歯の有機成分
-2（p218～p219）；
口腔生化学、骨、
歯と歯周組織の有
機成分とその代謝
（p127～p149）

1時間

C-3-4）-(2)-②

第12回 10/12(水) 4時限 近藤

歯の成分と歯の形成を理解す
る。

歯の無機、有機成分と歯の形成
機構を説明できる。

　スタンダード生化
学・口腔生化学、
硬組織の組成
（p206～p207）、骨
と歯の無機成分-1
（p208～p209）、骨
と歯の無機成分-2
（p210～p211）、骨
と歯の無機成分-3
（p212）歯の形成
（p232～p235）；
口腔生化学、骨と
歯の無機成分と石
灰化機構（p156～
p178）

1時間

C-3-4）-(2)-⑤

第13回 10/14(金) 1時限 川木

硬組織形成（軟骨、骨芽細胞分
化）に関与する因子と働きを理
解する。

間葉系のそれぞれの組織への
分化に関与する転写因子群と、
軟骨分化および骨芽細胞分化
に関与するサイトカインなどの因
子の種類と機能を説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
骨・軟骨の形成
（p220～p224）；
口腔生化学、硬組
織の形成と吸収
（p182～p193）

1時間

C-3-4）-(2)-④



第14回 10/14(金) 2時限 川木

６～13回まとめと演習（前期の生
体の構成成分の内容を含む）を
通じて、硬組織の成分と硬組織
の形成機構を理解する。

第15回 10/19(水) 3時限

小テスト②　第6回～第14回の
内容を問う。

第16回 10/19(水) 4時限 川木

情報伝達の概説、細胞の情報
の伝達機構と情報伝達物質を
理解する。

情報伝達物質の種類とその情
報伝達機構を概説できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学
細胞間情報伝達機
構、ホルモン、サイ
トカイン（p152～
p171）

1時間

C-2-4）-②

第17回 10/21(金) 1時限 川木

ホルモンとサイトカインを列挙
し、受容体を介するシグナル伝
達機構を理解する。

ホルモン、サイトカインの水への
溶解性と、受容体を介するシグ
ナル伝達機構の違いを説明で
きる。

スタンダード生化
学・口腔生化学
細胞間情報伝達機
構、ホルモン、サイ
トカイン（p152～
p171）

1時間

C-2-4）-②

第18回 10/21(金) 2時限 髙山

炎症のケミカルメディエーターを
理解する。

炎症の定義と機序（キニン、アミ
ン、エイコサノイドの構造、機能
及び代謝）を説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
炎症（p280～
p283）、アミン、キニ
ン、エイコサノイド
の構造（p172～
p177）、アレルギー
（p294～p296）；
口腔生化学、炎症
とケミカルメディ
エーター（p307～
p315）

1時間

C-5-5）-①

第19回 10/28(金) 1時限 近藤

血漿カルシウム調節を理解す
る。

血漿カルシウム調節を説明でき
る。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
血清カルシウム濃
度の調節（p202～
p205）；　口腔生化
学、カルシウムの恒
常性（p203～
p229）

1時間

C-2-4）-②

第20回 10/28(金) 2時限 近藤

骨吸収、骨のリモデリング、代謝
性骨疾患を理解する。

骨吸収、骨のリモデリング、代謝
性骨疾患を説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
骨吸収、リモデリン
グ、（p225～p231）
代謝性骨疾患
（p240～p243）；
口腔生化学、破骨
細胞の機能、リモ
デリング（p194～
p204）

1時間

C-3-4）-(2)-③



第21回 11/4(金) 1時限 川木

16～20回まとめと演習（前期の
生体の構成成分を含む）を通じ
て、炎症および骨のリモデリング
で作用する情報伝達物質の作
用とその情報伝達機構を理解
する。

炎症のケミカルメディエーターを
分類し、その代謝、作用を説明
できる。こちのリモデリングと血漿
Ca調節に働く因子を列挙、分類
しその代謝、作用を説明できる。

第22回 11/4(金) 2時限

近藤
川木
高山
梅村
上野

小テスト③　第16回～第21回の
内容を問う。

第23回 11/11(金) 1時限 髙山

血液の働き、血球、代謝を理解
する。

血液の構成要素、代謝、止血と
線溶系を説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化、血
液の働き、血球、
血漿タンパク質、止
血機構（p338～
p345）

1時間

C-3-4)-(4)-④

第24回 11/11(金) 2時限 髙山

血液の血漿タンパク質、止血と
線溶系を理解する。

血液の血漿タンパク質、止血と
線溶系を説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化、血
漿タンパク質、止血
機構（p342～
p345）

1時間

C-3-4)-(4)-④

第25回

スタンダード生化
学・口腔生化、血
液生化学検査
（p360～p363）、筋
肉（p332～333）、
腎機能, 尿の生成
（p334～335）、尿
の成分（336～337）

第25回

スタンダード生化
学・口腔生化、血
液生化学検査
（p360～p363）、筋
肉（p332～ｐ333）、
腎機能, 尿の生成
（p334～ｐ335）、尿
の成分（p336～ｐ
337）

第26回 11/18(金) 2時限 髙山

臨床検査結果と疾患の関係を
説明できる。
(血液実習に必要な解説講義を
含む）

臨床検査結果と疾患の関係を
理解する。
分泌酵素と逸脱酵素の相違を
説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学 第
3版、血液生化学
検査-1（p360～
p361）、血液生化
学検査-2（p362～
p363）

C-3-4)-(4)-④

1時間

E-1-3）-①11/18(金) 1時限 髙山

生化学検査①
臨床検査の目的と適応を理解
する。

臨床検査の目的と適応（血漿に
含まれる糖質・脂質・無機塩類・
非タンパク質性窒素化合物の役
割、血漿中のタンパク質と酵素
の役割）を説明できる。



第27回 11/25(金) 1時限 川木

生化学検査②
遺伝子工学（遺伝子検査）と生
化学の歴史を理解する。
（がん遺伝子、がん抑制遺伝子
の種類、PETを含む）

遺伝子工学（遺伝子検査）と生
化学の歴史を説明できる。
ガン細胞での糖代謝の特徴を
概説でき、糖の検出を応用した
検査法の例を説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化、血
液生化学検査
（p360～p363）、筋
肉（p332～333）、
腎機能, 尿の生成
（p334～335）、尿
の成分（336～337）

1時間

E-1-3）-①

第28回 11/25(金) 2時限 川木

23～27回まとめと演習を通じて
血液と生化学検査を中心に復
習する。

第29回 12/2(金) 1時限

近藤
川木
高山
梅村
上野

小テスト④　第23回～第28回の
内容を問う。

第30回 12/2(金) 2時限 川木

生化学総まとめ
全範囲のまとめと小テスト4回の
総評



OBS-2-09

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

  スタンダード生化
学・口腔生化学、
遺伝病・先天代謝
異常（p358～
p359）

0.5

11　生化学・口腔生化学実習

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

近藤信夫、髙山英次、川木晴美、梅村直己、上野恭平

授 業 概 要
1) 講義で得た基礎知識を基に、実習を通して知的好奇心を養いながら体験的に理解を深める。2) 血液、唾
液、核酸、硬組織など生体試料を用いる基礎的研究や実験技術を習得する。3) レポートのまとめなどを通じて
自己学習能力や問題解決能力を養う。

到 達 目 標
実習を通して生化学的基本原理や実験法を学修する。また、演習講義課題に取り組み、定期試験に必要な知
識を学ぶと同時に、自学自習の習慣を身に着ける。

教 育 手 法 実習、レポート作成、論述問題を中心とした小試験と解説講義により理解力を強化する。

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○全身医学との関連を理解し、患者にとって良質で安全な歯科医療を実践することができる。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のため
に生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。

11/21(月) 3時限 川木

遺伝子工学と疾患を理解する。

履修の条件・注意事項 高校までに学んだ基礎化学や生物学の知識

学生の意見等からの気
づ き

前年度の授業評価アンケートの内容を参考にして授業を進てゆく。

教 科 書 生化学・口腔生化学実習要領、予定表、レポート用紙ファイルを事前に配布する。

参 考 書
『スタンダード生化学・口腔生化学 第3版』（学建書院）、『口腔生化学 第6版』（医歯薬出版）、『生命科学の基
礎 第１版』（学建書院）

オ フ ィ ス ア ワ ー

遺伝子解析や遺伝子工学技術
を説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
遺伝情報の発現と
伝達（p102～
p123）、遺伝病と先
天代謝異常
（p330）；　口腔生
化学、口腔機能の
分子・細胞生物学
（p1～p48）

0.5

C-2-2）-⑤
C-2-2）-③
C-2-2）-④

第1回

月～金　16：30～18：00　口腔生化学研究室、近藤教授、髙山准教授、川木准教授、梅村講師、上野助教

評 価 方 法 レポート（70%）、その他の実習課題および実習態度（30%）

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法
実習前試験を実施し、その日に行う実習内容や手順を理解しているか確認する。実習レポートは決められた期
日までに提出させ、内容の評価の後に返却する。その内容が不十分な場合には再レポートを課す。



スタンダード生化
学・口腔生化学、
唾液腺と唾液
（p244～p253）

0.5

スタンダード生化
学・口腔生化学、
血液生化学検査
（p356～p359）

0.5

硬組織の成分と石灰化の機序
を説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
骨と歯の無機成分
（p208～p212）、骨
と歯の有機成分
（p213～p219）；
口腔生化学、血清
中のカルシウムとリ
ン酸の活動度積
（溶解度積）（p163
～p168）

0.5

第3回 11/28(月) 3時限

近藤
髙山
川木
梅村
上野

血液の取り扱いを理解する。
機器分析法を理解する。
血液の生化学検査項目の基準
値と、その臨床的意義を理解す
る。

血液の構成要素と役割を説明
できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
血液-1～-4（p338
～p345）、血液生
化学検査（p360～
p363）

0.5

C-3-4)-(4)-④

第4回 11/28(月) 4時限

近藤
髙山
川木
梅村
上野

血液の取り扱いを理解する。
機器分析法を理解する。
血液の生化学検査項目の基準
値と、その臨床的意義を理解す
る。

臨床検査の目的と適応を説明
できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
血液-1～-4（p338
～p345）、血液生
化学検査（p360～
p363）

0.5

E-1-3）-①

第5回 12/5(月) 3時限

近藤
髙山
川木
梅村
上野

遺伝子解析技術の基本的事項
を理解する。

遺伝子解析や遺伝子工学技術
を説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学；
遺伝子の解析技術
（p120～p121）

0.5

C-2-2）-⑤

第6回 12/5(月) 4時限

近藤
髙山
川木
梅村
上野

遺伝子解析技術の基本的事項
を理解する。

転写と翻訳の過程と調節機序を
説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学；
遺伝子の解析技術
（p120～p121）

0.5

C-2-2）-③

第7回 12/12(月) 3時限

近藤
髙山
川木
梅村
上野

唾液の性状と役割を理解する。 唾液の化学組成とその機能を説
明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
唾液腺と唾液
（p244～p253）；
口腔生化学、唾液
の生化学（p231～
p246）

0.5

E-2-2）-⑤

第2回 11/21(月) 4時限 梅村

生化学的実験手技と原理を理
解する。

生化学検査の原理と方法を説
明できる。

E-2-2）-⑤
E-1-3）-②

C-3-4）-(2)-⑤



第8回 12/12(月) 4時限

近藤
髙山
川木
梅村
上野

唾液の性状と役割を理解する。 唾液の化学組成とその機能を説
明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
唾液腺と唾液
（p244～p253）；
口腔生化学、唾液
の生化学（p231～
p246）

0.5

E-2-2）-⑤

第9回 12/19(月) 3時限

近藤
髙山
川木
梅村
上野

骨と歯の化学組成とその機能を
理解する。

硬組織の成分と石灰化の機序
を説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
骨と歯の無機成分
（p208～p212）、骨
と歯の有機成分
（p213～p219）；
口腔生化学、血清
中のカルシウムとリ
ン酸の活動度積
（溶解度積）（p163
～p174）

0.5

C-3-4）-(2)-⑤

第10回 12/19(月) 4時限

近藤
髙山
川木
梅村
上野

骨と歯の化学組成とその機能を
理解する。

臨床検査結果と疾患の関係を
説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化学、
骨と歯の無機成分
（p208～p212）、骨
と歯の有機成分
（p213～p219）；
口腔生化学、血清
中のカルシウムとリ
ン酸の活動度積
（溶解度積）（p163
～p174）

0.5

E-1-3）-⑤

第11回 12/26(月) 3時限
濵村
和紀

特別講義
 骨代謝制御機構への多角的な
アプローチ、
-私 × (骨+糖+ストレス)=研究の
方程式-

第12回 12/26(月) 4時限 近藤

生活習慣病（メタボリック症候
群、糖尿病、痛風、脂質異常
症）を理解する。

生活習慣病（メタボリック症候
群、糖尿病、痛風、脂質異常
症）を説明できる。

スタンダード生化
学・口腔生化、生
活習慣病（p348～
p355）、遺伝病
（p356～357）

1

C-3-4)-(9)-①

第13回 1/11(水) 1時限

近藤
髙山
川木
梅村
上野

学生グループ相互による課題演
習講義

第14回 1/11(水) 2時限

近藤
髙山
川木
梅村
上野

学生グループ相互による課題演
習講義



第15回 1/11(水) 3時限

近藤
髙山
川木
梅村
上野

学生グループ相互による課題演
習講義

第16回 1/11(水) 4時限

近藤
髙山
川木
梅村
上野

学生グループ相互による課題演
習講義



OBS-2-10 ○

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 9/7(水) 1時限 引頭

【微生物学―微生物学総論】微
生物学の概要について理解す
る。

微生物学の歴史・意義、微生物
の分類について説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 p2
～9；復習：配布資
料、確認問題、試
験対策問題

30分

C-4-1）-①

評 価 方 法
試験の成績（100％）　※試験受験資格は出席要件を満たし、小テストの平均点が70点以上の者のみに与えら
れる

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法 毎回の講義後に出題する練習問題の解説、試験対策問題の解説、または補講等によりフィードバックを行う。

授 業 概 要

微生物学では、病原微生物と感染症に関する基本的事項について感染から発症までの機序を学びながら理解
を深めていく。化学療法による感染症治療や滅菌・消毒による感染予防についても学ぶ。また口腔微生物学で
は、口腔二大疾患である齲蝕と歯周病を中心に、口腔微生物叢と口腔感染症との関連性についても学習す
る。さらに、免疫系・免疫細胞の機能、感染防御反応の種類等について学びながら免疫の役割について理解を
深めていく。ワクチンによる感染症の予防や免疫の異常（アレルギー、自己免疫、免疫不全）についても学ぶ。
種々ある疾病の中で感染症や免疫疾患の頻度は高く、臨床歯学においても重要となることから、これらの学習
を通じて病原微生物、感染症ならびに免疫の総合的理解、そして疾患治療の局面に適切に対処できる基礎知
識を有する歯科医師の育成を目指す。

到 達 目 標
病原微生物と感染症を説明できる。感染成立の条件、感染から発症までの機序、消毒・滅菌や化学療法による
感染制御の方法を説明できる。口腔微生物叢、口腔病原微生物と感染症を説明できる。免疫機構、感染防御
反応、ワクチンによる感染症の予防、免疫の異常を説明できる。

教 育 手 法 講義と事前・事後学修

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。
○地域社会や国際未来社会で活躍できるコミュニケーション能力や英語能力を有しているとともに幅広い視野
とリーダーシップを有している。
○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。

12　微生物学・口腔微生物学

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

引頭　毅教授（◎）、片岡嗣雄講師（◎）

履修の条件・注意事項 当日の学習内容をよく理解した上で授業に臨むこと。

学生の意見等からの気
づ き

授業理解度のアンケ―ト調査結果を鑑み、随時授業内容や授業の質の改善を行っている。

教 科 書 『口腔微生物学・免疫学 第５版』 川端重忠 他編（医歯薬出版）

参 考 書 『口腔微生物学―感染と免疫― 第７版：』 石原和幸 他編（学建書院）

オ フ ィ ス ア ワ ー 月曜日～金曜日 16:30～17:30　口腔微生物学研究室　引頭教授、片岡講師



第2回 9/7(水) 2時限 引頭

【微生物学―微生物学総論】微
生物学の概要について理解す
る。

微生物の分類と特徴について
説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 p10
～39；復習：配布資
料、確認問題、試
験対策問題

30分

C-4-1）-①

第3回 9/9(金) 3時限 引頭

【微生物学―微生物学総論】微
生物のヒトに対する感染機構と
病原性について理解する。

感染の概念を説明できる。 予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 p57
～58，78～79；復
習：配布資料、確
認問題、試験対策
問題

30分

C-4-1）-②

第4回 9/9(金) 4時限 引頭

【微生物学―微生物学総論】微
生物のヒトに対する感染機構と
病原性について理解する。

感染症について説明できる。 予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 p57
～58，78～79，208
～209；復習：配布
資料、確認問題、
試験対策問題

30分

C-4-1）-③

第5回 9/14(水) 1時限 引頭

【微生物学―細菌学総論】細菌
の特徴について理解する。

細菌の基本的な構造と性状に
ついて説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 p10
～21；復習：配布資
料、確認問題、試
験対策問題

30分

C-4-1）-②

第6回 9/14(水) 2時限 引頭

【微生物学―細菌学総論】細菌
の特徴について理解する。

細菌の基本的な構造と性状に
ついて説明できる。細菌の遺伝
について説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 p40
～56；復習：配布資
料、確認問題、試
験対策問題

30分

C-4-1）-③

第7回 9/16(金) 3時限 引頭

【微生物学―細菌学各論】細菌
の特徴、ヒトに対する感染機構と
病原性、感染症の特徴につい
て理解する。

主要なグラム陽性球菌とその感
染症について説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 
p140～147；復習：
配布資料、確認問
題、試験対策問題

30分

C-4-1）-②

第8回 9/16(金) 4時限 引頭

【微生物学―細菌学各論】細菌
の特徴、ヒトに対する感染機構と
病原性、感染症の特徴につい
て理解する。

主要なグラム陽性桿菌（芽胞形
成菌含む）とその感染症につい
て説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 
p148～151；復習：
配布資料、確認問
題、試験対策問題

30分

C-4-1）-②



第9回 9/21(水) 1時限 引頭

【微生物学―細菌学各論】細菌
の特徴、ヒトに対する感染機構と
病原性、感染症の特徴につい
て理解する。

その他のグラム陽性桿菌（抗酸
菌、放線菌含む）とその感染症
について説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 
p151～154，；復
習：配布資料、確
認問題、試験対策
問題

30分

C-4-1）-②

第10回 9/21(水) 2時限 引頭

【微生物学―細菌学各論】細菌
の特徴、ヒトに対する感染機構と
病原性、感染症の特徴につい
て理解する。

主要なグラム陰性球菌、グラム
陰性桿菌とその感染症について
理解する。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 
p155～164，；復
習：配布資料、確
認問題、試験対策
問題

30分

C-4-1）-②

第11回 9/28(水) 1時限 引頭

【微生物学―細菌学各論】細菌
の特徴、ヒトに対する感染機構と
病原性、感染症の特徴につい
て理解する。

その他のグラム陰性桿菌、らせ
ん状桿菌とその感染症について
説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 
p164～169，；復
習：配布資料、確
認問題、試験対策
問題

30分

C-4-1）-②

第12回 9/28(水) 2時限 引頭

【微生物学―細菌学各論】細菌
の特徴、ヒトに対する感染機構と
病原性、感染症の特徴につい
て理解する。

特殊な細菌（スピロヘータ、マイ
コプラズマ、クラミジア、リケッチ
ア）とその感染症について説明
できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 
p170～183；復習：
配布資料、確認問
題、試験対策問題

30分

C-4-1）-②

第13回 9/30(金) 3時限 引頭

【微生物学―ウイルス学総論】ウ
イルスの特徴について理解す
る。

ウイルスの基本的な構造と性状
について説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 p21
～27；復習：配布資
料、確認問題、試
験対策問題

30分

C-4-1）-①

第14回 9/30(金) 4時限 引頭

【微生物学―ウイルス学各論】ウ
イルスの特徴、ヒトに対する感染
機構と病原性、感染症の特徴に
ついて理解する。

主要な病原DNA ウイルスとその
感染症について説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 
p184～190；復習：
配布資料、確認問
題、試験対策問題

30分

C-4-1）-②

第15回 10/5(水) 1時限 引頭

【微生物学―ウイルス学各論】ウ
イルスの特徴、ヒトに対する感染
機構と病原性、感染症の特徴に
ついて理解する。

主要な病原RNA ウイルスとその
感染症について説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 
p191～197；復習：
配布資料、確認問
題、試験対策問題

30分

C-4-1）-②



第16回 10/5(水) 2時限 引頭

【微生物学―ウイルス学各論】ウ
イルスの特徴、ヒトに対する感染
機構と病原性、感染症の特徴に
ついて理解する。

主要な病原RNA ウイルスとその
感染症について説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 
p197～203；復習：
配布資料、確認問
題、試験対策問題

30分

C-4-1）-②

第17回 10/7(金) 3時限 引頭

【微生物学―ウイルス学各論】ウ
イルスの特徴、ヒトに対する感染
機構と病原性、感染症の特徴に
ついて理解する。

HBVならびにHIVの感染機構と
病原性について説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 
p203～209；復習：
配布資料、確認問
題、試験対策問題

30分

C-4-1）-②

第18回 10/7(金) 4時限 引頭

【微生物学―微生物学各論】真
菌、原虫、プリオンの特徴、ヒト
に対する感染機構と病原性、感
染症の特徴について理解する。

主な病原真菌、病原原虫、プリ
オンの基本的性状と病原性に
ついて説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 p27
～39，p9；復習：配
布資料、確認問
題、試験対策問題

30分

C-4-1）-②

第19回 10/12(水) 1時限 引頭

【微生物学―化学療法】化学療
法と薬剤耐性について理解す
る。

化学療法の目的と原理、化学療
法薬の種類と作用機序、薬剤感
受性試験を説明できる。薬剤耐
性菌の種類、薬剤耐性遺伝子
の伝達、薬剤耐性機序、菌交代
症を説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 p62
～69，p73～74；復
習：配布資料、確
認問題、試験対策
問題

30分

C-4-1）-⑤

第20回 10/12(水) 2時限 引頭

【微生物学―化学療法】化学療
法と薬剤耐性について理解す
る。

薬剤耐性菌の種類、薬剤耐性
遺伝子の伝達、薬剤耐性機序、
菌交代症を説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 p62
～63，p69～73；復
習：配布資料、確
認問題、試験対策
問題

30分

C-4-1）-⑤

第21回 10/14(金) 3時限 引頭

【微生物学―滅菌・消毒】感染
制御の手段として滅菌法・消毒
法について理解する。

滅菌・消毒の意義、滅菌法・消
毒法の種類及び原理について
説明できる。消毒薬の種類と適
用について説明できる。標準予
防策（スタンダードプレコーショ
ン）、歯科医療における感染管
理を説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 p74
～78,  p293～295；
復習：配布資料、
確認問題、試験対
策問題

30分

C-4-1）-④

第22回 10/14(金) 4時限 引頭

【微生物学】小テスト（詳細は別
途指示する）



第23回 10/19(水) 1時限 片岡

【口腔微生物学】口腔微生物学
の概要、常在微生物叢につい
て理解する。

口腔微生物学の歴史・意義、身
体各部位に存在する微生物叢
の特徴・構成菌種について説明
できる。口腔微生物叢について
説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』  
p212～220；復習：
配布資料、確認問
題、試験対策問題

30分

E-3-2）-④

第24回 10/19(水) 2時限 片岡

【口腔微生物学】口腔微生物叢
に生息する微生物について理
解する。

口腔微生物叢の主な構成菌種
について説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 
p221～234；復習：
配布資料、確認問
題、試験対策問題

30分

E-3-2）-④

第25回 10/21(金) 3時限 片岡

【口腔微生物学】口腔常在微生
物叢、歯垢（デンタルプラー
ク）、歯石について理解する。

歯垢・歯石の形成過程と特徴に
ついて説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 
p235～241；復習：
配布資料、確認問
題、試験対策問題

30分

E-3-2）-④

第26回 10/21(金) 4時限 片岡

【口腔微生物学】齲蝕と齲蝕原
性細菌について理解する。

う蝕の歴史、う蝕の病態、う蝕の
発症に関わる病原細菌につい
て説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 
p245～254；復習：
配布資料、確認問
題、試験対策問題

30分

E-3-2）-④

第27回 10/26(水) 1時限 片岡

【口腔微生物学】齲蝕と齲蝕原
性細菌について理解する。

う蝕発症に関わる要因（微生物・
宿主・食事）、う蝕感受性、う蝕
予防法について説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 
p254～258；復習：
配布資料、確認問
題、試験対策問題

30分

E-3-2）-④

第28回 10/26(水) 2時限 片岡

【口腔微生物学】歯髄・根尖部
組織の感染について理解する。

う蝕進行病変、歯髄炎および根
尖性歯周炎と病原細菌、免疫応
答について説明できる。歯性病
巣感染、歯性菌血症について
説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 
p279～282；復習：
配布資料、確認問
題、試験対策問題

30分

E-3-2）-②

第29回 10/28(金) 3時限 片岡

【口腔微生物学】歯周病と歯周
病関連細菌について理解する。

歯周病の病態、歯周病の発症
に関わる病原細菌について説
明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 
p259～269；復習：
配布資料、確認問
題、試験対策問題

30分

E-3-2）-③



第30回 10/28(金) 4時限 片岡

【口腔微生物学】主な口腔感染
症と病原微生物について理解
する。

歯周病の免疫学、歯周病と全身
疾患との関わりについて説明で
きる。歯性病巣感染、歯性菌血
症、口腔内の化膿性疾患につ
いて説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 
p269～278，p287
～290；復習：配布
資料、確認問題、
試験対策問題

30分

C-4-1）-③

第31回 11/2(水) 1時限 片岡

【口腔微生物学】主な口腔感染
症と病原微生物について理解
する。

口腔領域の主なウイルス感染
症、口腔カンジダ症について説
明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 
p273～282；復習：
配布資料、確認問
題、試験対策問題

30分

C-4-1）-③

第32回 11/2(水) 2時限 片岡

【口腔微生物学】小テスト（詳細
は別途指示する）

第33回 11/7(月) 1時限 引頭

【免疫学】免疫学の概要につい
て理解する。

免疫学の歴史・意義、免疫機構
の概要について説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 p82
～92；復習：配布資
料、確認問題、試
験対策問題

30分

C-4-2）-③

第34回 11/7(月) 2時限 引頭

【免疫学】免疫系の機構、免疫
担当細胞について理解する。

免疫機構の基本的要素、免疫
臓器、免疫担当細胞の種類と機
能について説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 p82
～92；復習：配布資
料、確認問題、試
験対策問題

30分

C-4-2）-③

第35回 11/9(水) 1時限 引頭

【免疫学】自然免疫応答の種類
と機能を理解する。

自然免疫系で働く補体、免疫担
当細胞（貪食細胞等）の種類と
機能について説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 p93
～98；復習：配布資
料、確認問題、試
験対策問題

30分

C-4-2）-①

第36回 11/9(水) 2時限 引頭

【免疫学】抗原提示と免疫寛容
について理解する。

抗原提示の意義、抗原提示細
胞の種類と機能、MHCの種類と
機能、免疫寛容について説明
できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 p99
～101；復習：配布
資料、確認問題、
試験対策問題

30分

C-4-2）-④



第37回 11/14(月) 1時限 引頭

【免疫学】獲得免疫応答の種類
と機能を理解する。

獲得免疫を担うリンパ球（B 細胞
とT 細胞）の役割について説明
できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 
p102～103，p110
～114；復習：配布
資料、確認問題、
試験対策問題

30分

C-4-2）-②

第38回 11/14(月) 2時限 引頭

【免疫学】獲得免疫応答の種類
と機能を理解する。

体液性免疫（抗体）の特徴や産
生誘導機構について説明でき
る。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 
p104～109；復習：
配布資料、確認問
題、試験対策問題

30分

C-4-2）-②

第39回 11/16(水) 1時限 引頭

【免疫学】獲得免疫応答の種類
と機能を理解する。

細胞性免疫の特徴や機構につ
いて説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 
p110～115；復習：
配布資料、確認問
題、試験対策問題

30分

C-4-2）-②

第40回 11/16(水) 2時限 引頭

【免疫学】粘膜免疫について理
解する。

粘膜免疫の特徴や機構、口腔
の免疫機構について説明でき
る。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 
p117～121，p242
～244；復習：配布
資料、確認テスト

30分

C-4-2）-⑦

第41回 11/21(月) 1時限 引頭

【免疫学】アレルギー（過敏症）
について理解する。

アレルギーの分類、アレルギー
疾患の種類、発症機序及び病
態を説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 
p125～128；復習：
配布資料、確認問
題、試験対策問題

30分

C-4-2）-⑤

第42回 11/21(月) 2時限 引頭

【免疫学】免疫寛容の破綻と自
己免疫、自己免疫疾患につい
て理解する。

自己免疫、自己免疫疾患の種
類、発症機序及び病態を説明
できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 
p122～125；復習：
配布資料、確認問
題、試験対策問題

30分

C-4-2）-⑥

第43回 11/28(月) 1時限 引頭

【免疫学】口腔領域に症状が現
れる自己免疫疾患、免疫不全
症について理解する。

口腔領域に症状が現れる自己
免疫疾患、免疫不全症の種類、
発症機序及び病態を説明でき
る。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 
p122～125，p129
～131；復習：配布
資料、確認問題、
試験対策問題

30分

C-4-2）-⑥



第44回 11/28(月) 2時限 引頭

【免疫学】移植と拒絶反応につ
いて理解する。

移植と拒絶反応、腫瘍免疫につ
いて説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 
p115～116；復習：
配布資料、確認問
題、試験対策問題

30分

C-4-2）-④

第45回 11/30(水) 1時限 引頭

【免疫学】ワクチンによる感染症
の予防、抗原非特異的免疫療
法について理解する。

ワクチンの意義、種類と特徴、問
題点、抗原非特異的免疫療法
について説明できる。

予習： 『口腔微生
物学・免疫学』 
p132～137；復習：
配布資料、確認問
題、試験対策問題

30分

C-4-2）-⑧

第46回 11/30(水) 2時限

【免疫学】小テスト（詳細は別途
指示する）



OBS-2-11 ○

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 11/4(金) 3時限

引頭
片岡
森

田邊

微生物学検査の目的、微生物
学検査を行う上で必要な知識を
習得する。

微生物学検査の概要について
説明できる。

復習：『2022年度
微生物学・口腔微
生物学実習書』

30分

C-4-1）-③

第2回 11/4(金) 4時限

引頭
片岡
森

田邊

微生物学検査の目的、微生物
学検査を行う上で必要な知識を
習得する。

バイオセーフティレベルと無菌
操作について説明できる。

復習：『2022年度
微生物学・口腔微
生物学実習書』

30分

C-4-1）-③

履修の条件・注意事項 当日の学習内容をよく理解した上で授業に臨むこと。

学生の意見等からの気
づ き

授業理解度のアンケ―ト調査結果を鑑み、授業内容や授業の質の改善を行う。

教 科 書 『2022年度 微生物学・口腔微生物学実習書』（実習時に配布する）

参 考 書 『口腔微生物学・免疫学 第５版』 川端重忠 他編（医歯薬出版）

オ フ ィ ス ア ワ ー 月曜日～金曜日 16:30 ～ 17:30　口腔微生物学研究室　引頭教授、片岡講師、森助教

13　微生物学・口腔微生物学実習

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

引頭　毅教授（◎）、片岡嗣雄講師（◎）、森　大気助教、田邊　元助教

授 業 概 要

微生物学検査の基本的知識や技術の修得を目指し、基本となる滅菌・消毒法ならびに無菌操作法を修得し、
その上で塗抹検査法や培養法を学び、病原体同定の手順について理解する。薬剤耐性菌の検査手段として
薬剤感受性試験についても修得する。また感染症の診断で重要となる免疫血清学検査についても種々の方法
を学習する。これらを通じ、微生物学検査と免疫血清学検査に関する知識を深めていく。また、口腔微生物学
に関連した実習も併せて実施し、う蝕や歯周病に関与する病原細菌を実際に観察し、実際の性状について理
解を深める。

到 達 目 標
適切な無菌操作の方法を理解する。検体中の起炎菌（細菌・真菌）の同定に必要な培養法や塗抹検査法等の
方法を理解する。感染症診断の一助となる免疫血清学検査について理解する。口腔細菌、特にう蝕と歯周病
の原因微生物を観察し、形態や性状について理解する。

教 育 手 法 実習、グループワーク

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。
○地域社会や国際未来社会で活躍できるコミュニケーション能力や英語能力を有しているとともに幅広い視野
とリーダーシップを有している。
○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のため
に生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。

評 価 方 法 試験（100％）　※試験受験資格は出席要件を満たした者のみに与えられる

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法 授業の最後に習得した事項のまとめと確認を行う。



第3回 11/11(金) 3時限

引頭
片岡
森

田邊

塗抹検査の基本ならびに各種
染色法を習得する。

塗抹検査の概要、細菌の単染
色法、グラム染色法について説
明できる。

復習：『2022年度
微生物学・口腔微
生物学実習書』

30分

C-4-1）-③

第4回 11/11(金) 4時限

引頭
片岡
森

田邊

塗抹検査の基本ならびに各種
染色法を習得する。

細菌の特殊染色法、真菌の各
種染色法について説明できる。

復習：『2022年度
微生物学・口腔微
生物学実習書』

30分

C-4-1）-③

第5回 11/18(金) 3時限

引頭
片岡
森

田邊

細菌・真菌の同定法、培養検査
法を習得する。

微生物学検査で使用する培地
と主な微生物の培養法について
説明できる。

復習：『2022年度
微生物学・口腔微
生物学実習書』

30分

C-4-1）-③

第6回 11/18(金) 4時限

引頭
片岡
森

田邊

細菌・真菌の同定法、培養検査
法を習得する。

代表的な細菌の同定法、真菌
の同定法について説明できる。

復習：『2022年度
微生物学・口腔微
生物学実習書』

30分

C-4-1）-③

第7回 11/25(金) 3時限

引頭
片岡
森

田邊

微生物の遺伝子検査の基本な
らびに各種遺伝子検査法を習
得する。

遺伝子検査の概要、PCR法によ
る微生物の検出について説明
できる。

復習：『2022年度
微生物学・口腔微
生物学実習書』

30分

C-4-1）-③

第8回 11/25(金) 4時限

引頭
片岡
森

田邊

微生物の遺伝子検査の基本な
らびに各種遺伝子検査法を習
得する。

その他の遺伝子検査法につい
て説明できる。

復習：『2022年度
微生物学・口腔微
生物学実習書』

30分

C-4-1）-③

第9回 12/2(金) 3時限

引頭
片岡
森

田邊

薬剤感受性試験、薬剤耐性菌
の検出法・同定法を習得する。

薬剤感受性試験の概要、薬剤
感受性試験の方法について説
明できる。

復習：『2022年度
微生物学・口腔微
生物学実習書』

30分

C-4-1）-⑤



第10回 12/2(金) 4時限

引頭
片岡
森

田邊

薬剤感受性試験、薬剤耐性菌
の検出法・同定法を習得する。

薬剤耐性菌の検出法、β-ラク
タマーゼ試験について説明でき
る。

復習：『2022年度
微生物学・口腔微
生物学実習書』

30分

C-4-1）-⑤

第11回 12/9(金) 3時限

引頭
片岡
森

田邊

感染症の免疫血清学検査法を
習得する。

免疫血清学検査、微生物抗原
検査の概要について説明でき
る。

復習：『2022年度
微生物学・口腔微
生物学実習書』

30分

C-4-1）-③

第12回 12/9(金) 4時限

引頭
片岡
森

田邊

感染症の免疫血清学検査法を
習得する。

各種感染症の免疫血清学検査
法、微生物抗原検査法につい
て説明できる。

復習：『2022年度
微生物学・口腔微
生物学実習書』

30分

C-4-1）-③

第13回 12/16(金) 3時限

引頭
片岡
森

田邊

口腔レンサ球菌および齲蝕原
性レンサ球菌の性状に関する基
礎知識、培養法、コロニー形態
とグラム染色像を習得する。

口腔レンサ球菌の培養法と菌種
によるコロニー形態の相違につ
いて説明できる。

復習：『2022年度
微生物学・口腔微
生物学実習書』

30分

C-4-1）-③

第14回 12/16(金) 4時限

引頭
片岡
森

田邊

口腔レンサ球菌および齲蝕原
性レンサ球菌の性状に関する基
礎知識、培養法、コロニー形態
とグラム染色像を習得する。

ミュータンスレンサ球菌のう蝕原
性について説明できる。

復習：『2022年度
微生物学・口腔微
生物学実習書』

30分

C-4-1）-③

第15回 12/23(金) 3時限

引頭
片岡
森

田邊

歯周病関連細菌の性状に関す
る基礎知識、培養法、コロニー
形態とグラム染色像を習得す
る。

歯周病関連細菌の性状に関す
る基礎知識、培養法、コロニー
形態とグラム染色像について説
明できる。

復習：『2022年度
微生物学・口腔微
生物学実習書』

30分

C-4-1）-③

第16回 12/23(金) 4時限

引頭
片岡
森

田邊

実習試験 実習試験



OBM-2-02 ○

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 4/7(木) 1時限 玉置

成形修復材料の種類と概要を
説明できる。う蝕除去により生じ
た歯の欠損部に対して充填修
復を行う材料について知り、そ
の代表的な材料であるコンポ
ジットレジンについて理解する。

コンポジットレジンの用途別種類
（前歯、臼歯部修復用、支台築
造用など）、重合方式による分
類（化学重合型、光重合型）を
説明できる。コンポジットレジン
の組成（マトリックスレジン、無機
フィラー、重合開始剤、重合禁
止剤）を列挙できる。コンポジット
レジンのフィラーによる分類（マ
クロフィラー型、ミクロフィラ型、
ハイブリッド型等）を説明できる。
シランカップリング材の名称と役
割を説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：5 成形
修復材料　A. 概
要, B. コンポジット
レジン （p73-96）

2時間

D-2-①

評 価 方 法

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法

授 業 概 要

歯科臨床では、様々な歯科器械・材料が高頻度に使用される。精度の高い診療を効率良く実施するためには、
使用する材料の特性を学び、その適切な使用法に関する基本原理を理解しなければならない。各種材料に関
する物理的・化学的性質面からの理解と生体への影響についても学び、評価される各種特性を理解するための
基礎科学を修得する。また、個々の器材について、実際の歯科臨床の現場で材料と器械を正しく取り扱うため
に、構造と物性を習得し、各歯科材料・器械の種類・組成・特性および取り扱いについて、修復物・補綴物を作
製するための基本技術とその特徴を理解する。

到 達 目 標
①基本的な歯科材料・歯科器械の名称と種類を述べることができる。②基本的な歯科材料の組成を述べること
ができる。③基本的な歯科材料の使用方法(硬化機構)を練べることができる。④基本的な歯科材料の硬化を含
めた使用法を述べることができる。⑤基本的な歯科器械の名称と種類、特徴を述べることができる。

教 育 手 法 講義、演習

授 業 の 位 置 づ け
※ デ ィ プ ロ マ ・ ポ リ シ ー

○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○全身医学との関連を理解し、患者にとって良質で安全な歯科医療を実践することができる。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のため
に生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。

14　歯科理工学

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

◎玉置幸道、◎奥山克史、◎新谷耕平

履 修 の 条 件 ・ 注 意 事 項 『スタンダード歯科理工学　第７版』中嶌  裕、宮﨑 隆 他編集幹事著（学建書院）

学生の意見等からの気づき
Moodle上のメッセージ機能を活用して学生の質問に回答し、講義の補足についてはMoodle上にファイルで明
示する。

教 科 書
『コア歯科理工学』（医歯薬出版）、『歯科基礎理工学』（医歯薬出版）、『歯科理工学教育用語集』日本歯科理
工学会 編（医歯薬出版）

参 考 書
月～金　16：30～18：00、土　12：30～14：00（基本的には事前でメールにてアポイントをとること）　歯科理工学
研究室で質問あるいは相談を受ける。　玉置教授、奥山准教授、駒田助教、新谷助教

オ フ ィ ス ア ワ ー
定期試験で70点以上あるいは追再試験で80点以上で合格とする。なお各授業で行う小テスト、あるいは確認テ
スト、課題レポート等にて平常評価を行い、4/5以上の出席とともに受験資格要件とする。



第2回 4/7(木) 2時限 玉置

審美性に富むグラスアイオノ
マーセメントの歯冠修復材として
の特性を理解する。審美材料で
あるグラスアイオノマーセメントと
コンポジットレジンの長所、短所
を知り、用途を理解する。歯科
用アマルガムの歯科充填材料と
しての長所、短所を理解する。

従来型グラスアイオノマーセメン
トの組成、硬化機構（酸ー塩基
反応、架橋反応）、特徴につい
て説明できる。レジン添加型グラ
スアイオノマーセメントの組成、
硬化機構（酸ー塩基反応、デュ
アルキュアタイプ、トライキュアタ
イプ）、特徴について説明でき
る。修復用材料としてのグラスア
イオノマーセメントと光重合型コ
ンポジットレジンの取り扱い法、
各種物性、硬化反応と硬化体構
成、接着性等について、違いを
説明できる。アマルガムの組成
（銀、銅、錫、水銀）を説明でき
る。アマルガムの硬化機構（γ
相、γ1相、γ2相、η’相）、安
全性等について説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：5 成形
修復材料　C.グラ
スアイオノマーセメ
ント（p96-102）

2時間

D-2-①

第3回 4/14(木) 1時限 玉置

コンポジットレジンの歯質接着機
構を学び、そのメカニズムと使用
される材料の組成や特性を習得
する。

接着に使用するエッチング、ボ
ンディングなどに使用される各
種材料の特徴や組成を列挙し、
説明できる。ウェとボンディング
法について、その特徴と原理を
説明できる。樹脂含浸象牙質と
は何か、説明できる。プライマー
に用いられる材料の組成と役割
を説明できる。機能性モノマー
の種類と役割を説明できる。セ
ルフエッチングプライマーに用
いられる材料の構成と役割を説
明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：5 成形
修復材料　B. コン
ポジットレジン6. 歯
質の接着（p89-96）

2時間

D-2-③

第4回 4/14(木) 2時限 玉置

う蝕を予防するための処置法
と、それに用いる器材の特徴と
使用法を理解する。（★1-4回の
小テスト実施予定）

予防歯科材料の分類を記述で
きる。予防填塞材（フィッシャー
シーラント）に用いる材料の種類
と特徴、取り扱い方法を説明で
きる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：6 予防
歯科材料（p65-
71）

2時間

D-2-①

第5回 4/21(木) 1時限 玉置

歯科用印象材の具備すべき条
件と臨床での使用方法について
習得する。印象採得を確実に行
うための技術的考察を理解す
る。

歯科用印象材の種類を列挙し、
印象材の組成（ハイドロコロイ
ド、ゴム質）や特徴（弾性・非弾
性、可逆・不可逆）により分類で
きる。印象材の具備すべき特性
（硬化時間、寸法安定性、細部
再現性、弾性ひずみ、永久ひず
み、寸法変化、消毒法等）を説
明できる。印象に用いるトレーの
種類と特徴を説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：7 印象
用材料
A.概要 （p117-
120）、J. 印象採得
の技術的考察
（p138-146）

2時間

D-1-①

第6回 4/21(木) 2時限 玉置

歯科臨床で用いるハイドロコロイ
ド印象材の基本的性質を知り、
取り扱いを習得する。

アルジネート印象材の組成（ア
ルギン酸塩、石膏、ケイ藻土
等）、硬化機構（ゾルゲル反
応）、性質（細部再現性、寸法安
定性等）、用途、特徴などを説
明できる。寒天印象材の取り扱
い法（寒天コンディショナー：ボ
イリング、テンパリング等）につい
て説明できる。寒天印象材の組
成（ガラクトース鎖状ポリマー硫
酸エステル、ホウ砂、硫酸カリウ
ム等）、硬化機構（ゾルゲル反
応）、性質（細部再現性、寸法安
定性等）、用途、特徴などを説
明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：B.寒天
（p120-124）, C.ア
ルジネート印象材
（p124-127）

2時間

D-1-①

第7回 4/28(木) 1時限 玉置

歯科臨床で用いる各種ゴム質印
象材の基本的性質を知り、取り
扱いを習得する。

付加型シリコーンゴム印象材、
縮合型シリコーンゴム印象材、
ポリエーテルゴム印象材の組成
（ポリジメチルシロキサン、塩化
白金酸）、硬化機構、性質（寸法
精度、弾性ひずみ、細部再現
性、寸法安定性等）、用途、特
徴を説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：7 印象
用材料　D. シリ
コーンゴム印象材
（p127-130） , E.ポ
リエーテルゴム印
象材（p131-132），
F.ポリサルファイド
ゴム印象材（p132-
133)

2時間

D-1-①



第8回 4/28(木) 2時限 玉置

非弾性印象材の組成や、特性
を学び、臨床における用途を理
解する。

酸化亜鉛ユージノール印象材
の組成、硬化機構、性質、特
徴、取り扱いについて説明でき
る。モデリングコンパウンド印象
材の組成、硬化機構、性質、特
徴、取り扱いについて説明でき
る。ダイナミック印象材の組成、
硬化機構、性質、特徴、取り扱
いについて説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：7 印象
用材料
G.酸化亜鉛ユージ
ノール（p123-
125）, H.モデリング
コンパウンド（p25-
127）, I.ダイナミック
印象材（p133-
147）

2時間

D-1-①

第9回 5/12(木) 1時限 玉置

歯科模型材料の種類と代表的
な歯科用石膏に関する基礎的
な知識を習得する。

歯科用模型材の種類を列挙し、
特性により分類できる。歯科用
模型材としての石膏の種類を列
挙し、その特性や製造法の違い
により分類できる。歯科用模型
材としての石膏の硬化反応と、
付随する発熱の機序を説明でき
る。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：8 模型
用材料（p149-
p156）

2時間

D-1-①

第10回 5/12(木) 2時限 玉置

歯科用ワックスが歯科臨床の現
場でどのような役割を果たしてい
るかを学び、その組成や特性、
諸性質、用途等を理解する。
（★第5-10回までの小テスト実
施予定）

歯科用ワックスの種類を列挙し、
組成や用途で分類できる。間接
法と直接法に用いるインレーワッ
クスの違いを説明できる。歯科
用ワックスを構成している成分を
説明できる。歯科用ワックスの特
性を説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：9 歯科
用ワックス(p157-
164)  、11 鋳造用
材料　B. 鋳造用パ
ターン材（p198-
p199）

2時間

D-1-①

第11回 5/19(木) 1時限 玉置

歯科鋳造における埋没法と鋳造
方法の概要を知り、具体的な手
法を理解する。

埋没に用いるリング、キャスティ
ングライナー、界面活性剤など
の役割を説明できる。埋没法に
おける真空練和の意義を説明
できる。歯科鋳造における金属
の溶解方法(貴金属、非貴金属
合金)を習得し、鋳造工程の原
理と方法を説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：11 鋳
造用材料　A. 概要
（p193-p197）、G.
鋳造体の製作工程
（p207-p213）

2時間

D-2-②

第12回 5/19(木) 2時限 玉置

鋳造後の後処理と、鋳造体の寸
法精度の補償について習得す
る。

鋳造後の後処理に使用する器
材（酸洗い、サンドブラスト等）と
方法について説明できる。金属
の鋳造収縮を補償する原理を
学び、寸法精度の良い鋳造体
の製作方法について説明でき
る。鋳造用金属鋳造によって生
じる収縮の機序を説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：11 鋳
造用材料　G. 鋳造
体の製作工程、H.
鋳造体の精度
（p214-p215）

2時間

D-2-②

第13回 5/26(木) 1時限 玉置

鋳造によって生じる各種鋳造欠
陥の成因を学び、その対策法を
習得する。

歯科鋳造における鋳造欠陥の
種類を列挙し、基本的な成因に
より分類できる。鋳造欠陥の成
因から対策法を挙げ、回避する
手法を説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：11 鋳
造用材料　I. 鋳造
欠陥とその対策
（p215-p222）

2時間

D-2-②

第14回 5/26(木) 2時限 玉置

金属、特に合金の特性や構造
を合金状態図から学び、合金と
して使用する意味を理解する。
成形加工による金属の変形や
特性、結晶の変化について理
解する。（★第11-14回の小テス
ト実施予定）

純金属と合金との特性の違いを
説明できる。2元系合金状態図
の読み方を知り、全率固溶体や
固溶限のある状態図を説明でき
る。合金の種類を分類し、共晶
合金の特性を説明できる。加工
による金属の変形挙動と特性変
化を説明できる。金属の焼きな
ましと再結晶について説明でき
る。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：歯科用
金属材料　A. 概
要、B. 合金の状態
図、C. 金属の成形
加工、D. 熱処理
（p162-175）

2時間

D-1-②



第15回 6/2(木) 1時限 玉置

歯科で用いる金合金について、
その種類と用途、特性について
習得する。

金の金属学的特性を説明でき
る。タイプ別金合金を分類し、そ
の特徴を説明できる。金合金の
添加元素とそれらの役割を説明
できる。白金加金の組成と特徴
を説明できる。陶材焼付け用金
合金の組成と特性を説明でき
る。カラット別金合金の組成と特
徴を説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：10 歯
科用金属材料　E.
歯科用合金（p175-
186）

2時間

D-2-②

第16回 6/2(木) 2時限 玉置

歯科で用いる銀合金について、
その種類と用途、特性について
習得する。

銀の金属学的特性を説明でき
る。金銀パラジウム合金の添加
元素の役割を説明できる。低融
銀合金の種類と用途、特性につ
いて説明できる。金銀パラジウム
合金の特徴と組成、用途を説明
できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：10 歯
科用金属材料　E.
歯科用合金（p175-
186）

2時間

D-2-②

第17回 6/9(木) 1時限 玉置

歯科で用いる非貴金属合金に
ついて、その種類と用途、特性
について理解する。

非貴金属合金の種類を列挙で
きる。コバルトクロム合金の組成
と特徴を説明できる。チタンおよ
びチタン合金の組成と特徴を説
明できる。不動態被膜を説明で
きる。ステンレス鋼の組成と特徴
を説明できる。ニッケルチタン合
金の特性と歯科での用途を説明
できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：10 歯
科用金属材料　E.
歯科用合金（p153-
158）

2時間

D-2-②

第18回 6/9(木) 2時限 玉置

金属の接合法を学び、それぞれ
の長所・短所を知り、この技法を
用いる歯科用装置について理
解する。（★第15-18回の小テス
ト実施予定）

金属の接合法を列挙し、それぞ
れの特徴を説明できる。ろう付け
に用いる材料の特徴を説明でき
る。溶接の原理と特徴を説明で
きる。磁性アタッチメントの原理
と、利用される合金を説明でき
る。矯正用装置に用いられる材
料の特徴と組成を説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：10 歯
科用金属材料　F.
金属の接合、G. 磁
性合金（p189-
192）

2時間

D-2-②

第19回 6/16(木) 1時限 玉置

歯冠用硬質レジンに用いられる
材料の組成と特徴を知り、加工
工程を習得する。

歯冠用硬質レジンの組成と特徴
を説明できる。硬質レジン前装
冠に用いられる金属、レジンの
特徴と前装の前処理法の特徴
を説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：13 歯
冠補綴用レジン
（p243-252）

2時間

D-2-②

第20回 6/16(木) 2時限 玉置

歯科用陶材の基本的な組成を
学び、安全な審美歯科材料とし
ての位置づけを知る。

歯科用陶材を焼成温度で分類
し、各々の組成と特徴、役割を
説明できる。ラミネートベニヤク
ラウンに用いられる材料とその
修復法について説明できる。歯
科用陶材の築盛法、焼成法（大
気、減圧）を説明できる。ガラス
転移点を説明できる。歯科用陶
材の粉末の製造方法を説明で
きる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：12 歯
冠用セラミックス
A. 概要、
B. 歯科用陶材
（p201-209）

2時間

D-2-②

第21回 6/23(木) 1時限 玉置

金属焼付用陶材と歯科用陶材
の相違、並びにアルミナ陶材の
臨床上の意義と特徴について
理解する。

金属焼付用陶材の組成と特徴
を説明できる。アルミナ陶材の
組成と特徴を説明できる。ディ
ギャッシングを説明できる。
リューサイトの組成と特徴を説明
できる。焼成工程で金属焼付用
陶材に掛かる応力を説明でき
る。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：12 歯
冠用セラミックス
C. 金属焼付陶材
冠（p210-213）

2時間

D-2-②



第22回 6/23(木) 2時限 玉置

全部陶材冠とジルコニアやアル
ミナをはじめとするニューセラミッ
クスをメタルフリーのオールセラ
ミックス補綴材料として比較し、
各々の利点・欠点を習得する。
（★第19-22回の小テスト実施予
定）

全部陶材冠の製作工程を説明
できる。ジルコニア、アルミナと
歯科用陶材との特性の相違を
説明できる。ニューセラミックス
の種類を列挙し、その製作工程
を説明できる。CADCAM装置を
用いた補綴物製作工程を説明
できる。セラミックスの破壊靱性
値の意義を説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：12 歯
冠用セラミックス
D. 全部陶材冠
（p214-220）

2時間

D-2-②

第23回 6/30(木) 1時限 玉置

製作された歯科修復補綴装置
の歯への装着に利用する合着・
接着あるいは仮着技法を理解
する。

歯科用セメントの種類を列挙し、
基本的な組成と用途、硬化機構
を説明できる。歯科用セメントの
酸-塩基反応について説明でき
る。歯科補綴修復装置の仮着に
用いる材料とその方法を説明で
きる。歯科用セメントの練和に用
いる器材と特徴を説明できる。
歯科用セメントの具備すべき条
件を説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：14 合
着・接着材の性質
（p253-271）

2時間

D-2-③

第24回 6/30(木) 2時限 玉置

加熱重合型レジンを使用した義
歯床製作法を学び、個々の器
材の関わりを理解する。

MMAレジンの重合、特に粉液
重合を説明できる。加熱重合型
レジンの重合機構を説明でき
る。キュアリングサイクルを説明
できる。重合開始剤のBPOの役
割を説明できる。マイクロウェー
ブ重合法、ヒートショック重合法
について説明できる。前重合に
よる混和後のレジンの変化と、
填入に適した餅状期の意義を
説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：16 義
歯用材料　A. 概
要、B. 加熱重合型
レジン（p273-p282
）

2時間

D-2-②

第25回 7/7(木) 1時限 玉置

MMAレジンの重合様相を習得
し、常温重合型レジンを使用し
た義歯床製作法を学び、個々の
器材の関わりを理解する。

常温重合型レジンの重合機構を
説明できる。常温重合型レジン
と比べた場合の加熱重合型レジ
ンの機械的特性を説明できる。
常温重合レジンの粉末と液の組
成と役割を説明できる。加熱重
合型レジンと比べた場合の常温
重合型レジンの粉末の特徴を説
明できる。常温重合型レジンの
粉末と液の混和注入時期、スラ
リー状、重合操作（圧力釜、加
温、加圧）などを説明できる。重
合収縮と残留モノマーの関連を
説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：16 義
歯用材料　B. 常温
重合型レジン
（p283-p286）

2時間

D-2-②

第26回 7/7(木) 2時限 玉置

義歯床製作の補助材料と修理
にかかわる器材の特性や役割を
理解する。 義歯床に用いられる
MMA以外のレジン、金属材料
について理解する。（★第23-26
回の小テスト実施予定）

義歯に用いられる人工歯の種類
を列挙し、特徴を説明できる。義
歯の維持装置であるバー、クラ
スプ、連結子などに用いられる
材料の特徴を説明できる。義歯
の換床法と裏装法を説明でき
る。義歯裏装材に使用される材
料を列挙し、その特徴を説明で
きる。ポリカーボネートの組成と
特徴を説明できる。ポリスルフォ
ンの組成と特徴を説明できる。
射出成型法を説明できる。義歯
床に用いられる金属の種類と特
徴を説明できる。
コバルトクロム合金と白金加金の
特性を比較できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：16 義
歯用材料　C.義歯
用金属、D. 磁性ア
タッチメント、E. 人
工歯、F. 義歯の製
作工程、G.義歯用
裏装材、H.その他
のレジン、I.その他
の義歯関連材料
（p286-p306）

2時間

D-2-②

第27回 7/12(火) 3時限 玉置

歯内療法で使用される器材の特
徴を知り、臨床の現場における
役割を理解する。

根管充填材の種類を列挙し、特
徴を説明できる。根管治療中の
仮封材の具備すべき条件を説
明できる。仮封材の種類と特徴
を説明できる。裏層材の種類と
特徴について学ぶ。糊剤根管
充填材料（シーラー）の種類と組
成、役割を説明できる。ポスト
（支台築造用材料）の種類と特
徴を説明できる。ファイバーポス
トの種類と組成、特徴を説明で
きる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：歯内療
法用材料（p105-
p116）

2時間

D-2-⑥



第28回 7/12(火) 4時限 玉置

デンタルインプラントの概要を学
び、用いられる器材を特徴を習
得し、生体と埋入物の関わりを
理解する。

インプラント用材料を分類し、そ
れぞれの特徴を説明できる。イ
ンプラントの手法を分類し、各々
の特徴を説明できる。チタンイン
プラントの表面加工法を説明で
きる。オッセオインテグレーション
について説明できる。インプラン
トの上部構造に用いられる材料
と、製作法を説明できる。骨補填
材料の種類と手法、特徴を説明
できる。細胞遮断膜について、
その種類と意義と手法を説明で
きる。GTR法、GBR法を説明でき
る。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：インプ
ラント用材料
（p307-p324）

2時間

D-2-⑤

第29回 7/14(木) 1時限 玉置

歯科矯正に用いられるエラス
ティック系材料や金属系材料の
特性を知り、歯の移動のメカニ
ズムを習得するとともに臨床の
現場での関わりを理解する。

矯正治療用装置を列挙し、特徴
を説明できる。矯正用ワイヤー
の種類と各々の特徴を説明でき
る。矯正用高分子材料を列挙
し、特徴を説明できる。矯正装
置のろう付けに用いる材料を列
挙し、特徴を説明できる。矯正
用金属材料を列挙し、使用材料
と特徴を説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：矯正用
材料（p325-p334）

2時間

D-2-④

第30回 7/14(木) 2時限 玉置

歯科で行われる切削・研削のメ
カニズムを習得し、各種器具の
特徴や用途を学ぶ。研磨の重
要性理解し、主要歯科材料の研
磨に用いる器材を学ぶ。（★第
27-30回の小テスト実施予定）

切削器具と研削器具を分類し、
代表的な工具を列挙できる。切
削器具と研削器具の相違点を
組成、構造、特性から説明でき
る。周速の求め方と意義を説明
できる。回転時における回転
数、発熱、トルク力を説明でき
る。研磨で求められる表面粗さ
を説明できる。研磨に用いられ
る器具の名称と特徴、用途を説
明できる。研磨材の種類と用
途、特徴について説明できる。
電解研磨等の特殊研磨につい
て説明できる。

以下の要点を
Moodleに挙げ、自
学自習の確認を行
う。教科書：切削・
研磨器材（p359-
p374）

2時間

D-1-③



OBM-2-03 ○

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

評 価 方 法 実習試験 （50％）、作品（25％）、レポート等提出物 （25％）。不足した場合は課題レポート等にて補習する。

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法 遅延した場合には随時補講を設け、作品の完成やレポート提出を完了するように指導する。

授 業 概 要

歯科臨床では、様々な歯科材料、器械器具類が高頻度に使用される。優れた診療、技工を効率良く実施する
ためには、材料の特性を充分に理解し、その適切な使用法ならびに技工操作に関する基本原理を体得しな
ければならない。歯科理工学では、各種材料に関する物理的・化学的性質面からの理解と生体への影響に
ついても学び、材料・機械類の適切な取り扱い方とその効率化を会得することによって歯科臨床に役立てよう
とするものである。一般目標としては、歯科材料に使用される素材の特性と用途に応じた所要性質および歯科
材料の種類と特性、基本的成形技術を理解し、これらの主たる成形方法を習得することである。

到 達 目 標

①印象材の名称と種類、使用方法、特徴を述べることができる。②歯科用石膏の化学式と種類、使用方法、
特徴を述べることができる。③歯科ワックスの名称、種類、使用方法、特徴を述べることができる。④アクリルレ
ジン、コンポジットレジンの種類、使用方法、特徴を述べることができる。⑤各種歯科用セメントの種類、使用方
法、特徴を述べることができる。⑥歯科鋳造に必要な材料と、鋳造体の製作手順を説明できる。⑦歯科用切削
器機、口腔内スキャナーの使用方法を説明できる。⑧歯科用切削・研削工具、研磨用具の名称と使用方法を
説明できる。

教 育 手 法 実習形式

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有
している。
○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○全身医学との関連を理解し、患者にとって良質で安全な歯科医療を実践することができる。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のた
めに生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。

15　歯科理工学実習

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

◎玉置幸道、◎奥山克史、◎新谷耕平、堀口敬司

履修の条件・注意事項
実習室に入室する際には学生に相応しい服装、恰好(配布テキスト参照)で入室し、実習に臨むこと。実習は
全出席が必須なので基本的に欠席は認めないが、やむを得ぬ事由がある場合には補講で代替とすることもあ
る。

学生の意見等からの気
づ き

実習時間でのスキャナー見学、鋳造の見学など待ち時間が多いとの意見があったため、合間にデモを挟むな
ど改善をする。

教 科 書 歯科理工学実習テキスト（朝日大学歯学部口腔機能修復学講座歯科理工学分野編）

参 考 書
『コア歯科理工学』（医歯薬出版）、『スタンダード歯科理工学第7版』（学建書院）、『基礎歯科理工学』（医歯
薬出版）

オ フ ィ ス ア ワ ー
月～金　16：30～18：00、土　12：30～14：00（基本的には事前でメールまたはMoodleのメッセージでアポイント
をとること）　歯科理工学研究室で質問あるいは相談を受ける。　玉置教授、奥山准教授、新谷助教



第1回 9/5(月) 3時限

玉置
奥山
新谷
堀口
西川

歯科における代表的な金属成
型加工法である鋳造の工程を
理解し、模型製作からパターン
成形、埋没操作による鋳型製作
までに関わる器材の特徴と役割
を習得する。

パターン材料としてのワックスの
性質を説明できる。インレーワッ
クスを用いてパターン製作と適
正な取り扱いが実演できる。鋳
造に使用する器材を列挙でき
る。歯科鋳造用埋没材の特性
を説明できる。埋没材の練和と
流込みによる鋳型製作が実演
できる。歯科精密鋳造の工程を
説明できる。

以下の項目に関す
る予習ファイルを
掲示する。実習テ
キスト：鋳造の項目

2時間

D-1-①
D-1-②
D-1-③
D-2-②

第2回 9/5(月) 4時限

玉置
奥山
新谷
堀口
西川

歯科における代表的な金属成
型加工法である鋳造の工程を
理解し、模型製作からパターン
成形、埋没操作による鋳型製作
までに関わる器材の特徴と役割
を習得する。

パターン材料としてのワックスの
性質を説明できる。インレーワッ
クスを用いてパターン製作と適
正な取り扱いが実演できる。鋳
造に使用する器材を列挙でき
る。歯科鋳造用埋没材の特性
を説明できる。埋没材の練和と
流込みによる鋳型製作が実演
できる。歯科精密鋳造の工程を
説明できる。

以下の項目に関す
る予習ファイルを
掲示する。実習テ
キスト：鋳造の項目

2時間

D-1-①
D-1-②
D-1-③
D-2-②

第3回 9/12(月) 3時限

玉置
奥山
新谷
堀口
西川

鋳型焼却から、合金溶解による
鋳造を行う手技を学び、鋳造収
縮の補償や寸法精度、補綴物
の研磨までにおける一連の工
程を理解する。

鋳造欠陥を列挙並びに説明で
きる。代表的な歯科用金属の溶
融方法を説明できる。補綴物の
研磨の重要性を説明できる。ブ
ローパイプの適正な使用法を実
演できる。金属の鋳造収縮を説
明できる。金属の溶融に使用す
る炎の調節を実演できる。フラッ
クスの成分と意義を説明でき
る。

以下の項目に関す
る予習ファイルを
掲示する。実習テ
キスト：鋳造の項目

2時間

D-1-①
D-1-②
D-1-③
D-2-②

第4回 9/12(月) 4時限

玉置
奥山
新谷
堀口
西川

鋳型焼却から、合金溶解による
鋳造を行う手技を学び、鋳造収
縮の補償や寸法精度、補綴物
の研磨までにおける一連の工
程を理解する。

鋳造欠陥を列挙並びに説明で
きる。代表的な歯科用金属の溶
融方法を説明できる。補綴物の
研磨の重要性を説明できる。ブ
ローパイプの適正な使用法を実
演できる。金属の鋳造収縮を説
明できる。金属の溶融に使用す
る炎の調節を実演できる。フラッ
クスの成分と意義を説明でき
る。

以下の項目に関す
る予習ファイルを
掲示する。実習テ
キスト：鋳造の項目

2時間

D-1-①
D-1-②
D-1-③
D-2-②

第5回 9/26(月) 3時限

玉置
奥山
新谷
堀口
西川

口腔内の情報を外部で模型とし
て採るための印象採得におい
て、変形が少なく寸法精度のよ
い模型製作を行うのに適した印
象材とその各種特性を知り、そ
れらの使用法を習得する。

各種印象材の標準的な練和が
できる。
印象材の応力緩和を説明でき
る。
弾性ひずみ、永久ひずみを説
明できる。
弾性印象材と非弾性印象材の
特徴と用途を説明できる。
ハイドロコロイド印象材の種類と
特徴を説明できる。
各種ゴム質印象材の種類と特
徴を説明できる。

以下の項目に関す
る予習ファイルを
掲示する。実習テ
キスト：印象材・石
膏の項目

2時間

D-1-①
D-1-②

第6回 9/26(月) 4時限

玉置
奥山
新谷
堀口
西川

口腔内の情報を外部で模型とし
て採るための印象採得におい
て、変形が少なく寸法精度のよ
い模型製作を行うのに適した印
象材とその各種特性を知り、そ
れらの使用法を習得する。

各種印象材の標準的な練和が
できる。
印象材の応力緩和を説明でき
る。
弾性ひずみ、永久ひずみを説
明できる。
弾性印象材と非弾性印象材の
特徴と用途を説明できる。
ハイドロコロイド印象材の種類と
特徴を説明できる。
各種ゴム質印象材の種類と特
徴を説明できる。

以下の項目に関す
る予習ファイルを
掲示する。実習テ
キスト：印象材・石
膏の項目

2時間

D-1-①
D-1-②

第7回 10/3(月) 3時限

玉置
奥山
新谷
堀口
西川

作業用模型あるいは研究用模
型材として頻用される石膏の組
成、基本的な操作方法と硬化の
メカニズムを理解する。

歯科用石膏の種類と硬化機構
を説明できる。
歯科用石膏の混水比を説明で
きる。
歯科用石膏の硬化促進材、遅
延材を説明できる。
歯科用石膏の硬化時間の測定
方法を説明できる。

以下の項目に関す
る予習ファイルを
掲示する。実習テ
キスト：印象材・石
膏の項目

2時間

D-1-①
D-1-②



第8回 10/3(月) 4時限

玉置
奥山
新谷
堀口
西川

作業用模型あるいは研究用模
型材として頻用される石膏の組
成、基本的な操作方法と硬化の
メカニズムを理解する。

歯科用石膏の種類と硬化機構
を説明できる。
歯科用石膏の混水比を説明で
きる。
歯科用石膏の硬化促進材、遅
延材を説明できる。
歯科用石膏の硬化時間の測定
方法を説明できる。

以下の項目に関す
る予習ファイルを
掲示する。実習テ
キスト：印象材・石
膏の項目

2時間

D-1-①
D-1-②

第9回 10/24(月) 3時限

玉置
奥山
新谷
堀口
西川

歯科用レジンの代表的な材料
であるコンポジットレジン、常温
重合レジンの基本的な操作方
法と、組成、特徴、硬化機構、
用途を理解する。

重合のメカニズムを説明できる。
光照射による硬化機構を説明
できる。重合に必要な助剤を説
明できる。重合により生じる寸法
変化を説明できる。

以下の項目に関す
る予習ファイルを
掲示する。実習テ
キスト：常温重合レ
ジン、コンポジット
レジンの項目

2時間

D-1-①
D-1-②
D-1-③
D-2-①

第10回 10/24(月) 4時限

玉置
奥山
新谷
堀口
西川

歯科用レジンの代表的な材料
であるコンポジットレジン、常温
重合レジンの基本的な操作方
法と、組成、特徴、硬化機構、
用途を理解する。

重合のメカニズムを説明できる。
光照射による硬化機構を説明
できる。
重合に必要な助剤を説明でき
る。重合により生じる寸法変化
を説明できる。

実習テキスト：常温
重合レジン、コンポ
ジットレジンの項目

2時間

D-1-①
D-1-②
D-1-③
D-2-①

第11回 10/31(月) 3時限

玉置
奥山
新谷
堀口
西川

口腔内に補綴修復物を装着す
るためのセメントの種類を知り、
それらの特徴を理解する。

各種合着用・接着用セメント材
料の標準的な練和ができる。セ
メントを練和する器具を説明で
きる。練和したセメント泥のpHの
変化と硬化との関わりを説明で
きる。リン酸亜鉛セメントを標準
稠度で練和できる。仮封材・仮
着材を適正に練和できる。被膜
厚さの重要性を説明できる。

以下の項目に関す
る予習ファイルを
掲示する。実習テ
キスト：歯科用セメ
ントの項目

2時間

D-1-①
D-2-③

第12回 10/31(月) 4時限

玉置
奥山
新谷
堀口
西川

CAD/CAMシステム構成装置の
ひとつである口腔内スキャナー
について、その特徴と取り扱い
を学ぶ。

口腔内スキャナーを用い、デジ
タル印象採得を行うことができ
る。印象材を用いた従来の印象
採得法との違いを説明できる。

以下の項目に関す
る予習ファイルを
掲示する。実習テ
キスト：口腔内ス
キャナーの項目

2時間

D-1-③

第13回 11/7(月) 3時限

玉置
奥山
新谷
堀口
西川

義歯床用レジンの製作工程を
体験し、適正な粉液比や前重
合の餅状期の重要性、填入の
タイミングなどを体験から学ぶ。

義歯の製作工程を説明できる。
流蝋の手法と意義を説明でき
る。粉液重合法を説明できる。
埋没作業に用いる材料と分離
材の役割を説明できる。蝋堤に
用いるワックス材料の特徴を説
明できる。レジン分離材の成分
と意義を説明できる。加熱重合
型と常温重合型レジンの長所、
短所を説明できる。

以下の項目に関す
る予習ファイルを
掲示する。実習テ
キスト：義歯床用レ
ジンの項目

2時間

D-1-①
D-1-③
D-2-②

第14回 11/7(月) 4時限

玉置
奥山
新谷
堀口
西川

義歯床用レジンの製作工程を
体験し、適正な粉液比や前重
合の餅状期の重要性、填入の
タイミングなどを体験から学ぶ。

義歯の製作工程を説明できる。
流蝋の手法と意義を説明でき
る。粉液重合法を説明できる。
埋没作業に用いる材料と分離
材の役割を説明できる。蝋堤に
用いるワックス材料の特徴を説
明できる。レジン分離材の成分
と意義を説明できる。加熱重合
型と常温重合型レジンの長所、
短所を説明できる。

以下の項目に関す
る予習ファイルを
掲示する。実習テ
キスト：義歯床用レ
ジンの項目

2時間

D-1-①
D-1-③
D-2-②



第15回 11/14(月) 3時限

玉置
奥山
新谷
堀口
西川

重合完了から義歯を割出して、
適合を計測して義歯の重合収
縮を体験から学び、口腔内に装
着する装置としての研磨の重要
性と、その使用器具ならびに手
順を習得する。

重合収縮のメカニズムを説明で
きる。義歯床の変形や不適合の
原因を列挙できる。義歯床の仕
上げ研磨に用いる器材の名称
と役割を説明できる。義歯床の
メンテナンスについて説明でき
る。キュアリングサイクルの手順
と意義を説明できる。義歯床とし
てのPMMAレジンの長所と短所
を説明できる。

以下の項目に関す
る予習ファイルを
掲示する。実習テ
キスト：義歯床用レ
ジンの項目

2時間

D-1-①
D-1-③
D-2-②

第16回 11/14(月) 4時限

玉置
奥山
新谷
堀口
西川

重合完了から義歯を割出して、
適合を計測して義歯の重合収
縮を体験から学び、口腔内に装
着する装置としての研磨の重要
性と、その使用器具ならびに手
順を習得する。

重合収縮のメカニズムを説明で
きる。義歯床の変形や不適合の
原因を列挙できる。義歯床の仕
上げ研磨に用いる器材の名称
と役割を説明できる。義歯床の
メンテナンスについて説明でき
る。キュアリングサイクルの手順
と意義を説明できる。義歯床とし
てのPMMAレジンの長所と短所
を説明できる。

以下の項目に関す
る予習ファイルを
掲示する。実習テ
キスト：義歯床用レ
ジンの項目

2時間

D-1-①
D-1-③
D-2-②



POD-2-06 ○

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

2時限 永山

病理学、疾病の原因（病因論）
の考え方と遺伝子異常を理解
する。

履修の条件・注意事項
履修にあたっては、既に学んだ組織学や生理学の正常な構造と機能を修得しておく必要がある。
指定教科書や参考書の内容項目から予め自らのロードマップを作成することが望ましい。

学生の意見等からの気
づ き

前年度の授業評価アンケートの内容や授業中のフィードバック回答等を参考に、好評・不評であった内容を検
討して、活用できる部分を利用する。

教 科 書 『はじめの一歩の病理学（第２版）』深山正久/編（羊土社）、『要説 病理学総論』草間薫他/編（医学情報社）

参 考 書
『標準病理学（第６版）』坂本穆彦(医学書院)、『なるほどなっとく！病理学　改訂２版』小林正伸(南山堂)、『入門
組織学　改訂第２版』牛木辰男(羊土社)、『組織細胞生物学　原著第３版』Abraham L.Kierszenbaum編/著、内
山安男 訳（南江堂）

オ フ ィ ス ア ワ ー
平日17時00分～19時00分（予めアポイントの上）
永山教授、落合准教授、江原講師、中尾助教（口腔病理学研究室）

教 育 手 法 講義とmoodleを用いたアクティブラーニングと小テスト

16　病理学総論

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

永山元彦（◎）、落合隆永（◎）、江原道子（◎）、中尾寿奈（◎）

授 業 概 要

疾病（疾患）は正常な組織細胞の生理的生命現象の破綻から生じ、疾病の「原因」、「発症機転」、「経過」およ
び「転帰」の時間的経緯の中で生じる機能的、形態的異常である。病理学は疾病（疾患）の診断と治療方針や
予防に貢献する学問として重要な位置を占め、疾病（疾患）に共通した「原因」、「発症機転」、「経過」および
「転帰」の現象を学ぶ病理学総論と個々の顎顔面、口腔領域における疾患が含まれる病理学各論(口腔病理
学)の基本に注目して授業を進める。

到 達 目 標
疾病（疾患）に共通してみられる「原因」の病因論、「発症機転」の病態論として主として細胞や組織の障害と代
謝障害による退行性病変と進行性病変、循環障害、炎症、腫瘍、発育異常、老齢症候群について、また病理
検査の基本についてを学ぶ。

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○全身医学との関連を理解し、患者にとって良質で安全な歯科医療を実践することができる。

評 価 方 法 学期途中で実施する確認テストを定期試験受験資格とし、定期試験を評価対象とする。

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法 学期途中で実施する確認テスト問題やSTSから内容を復習させる。

疾病の定義と病因
論についてノート
にまとめること。教
科書（P.14〜24）

疾病の定義、外因と内因、多因
子疾患を説明できる。

1

C-5-1）-①
C-5-1）-②

第1回 9/6(火)



第7回 10/25(火) 1時限

永山、
落合、
江原、
中尾

確認テスト

糖質、タンパク質、脂質、核酸、
無機質などの物質代謝異常、
細胞傷害の原因と機構、萎縮の
成因ならびに壊死の形態的特
徴、およびアポトーシスとの相違
を説明できる。

教科書（P.25〜40）
を読んでおくこと。

1

C-5-2）-②
C-5-2）-③
C-5-2）-④

第6回 10/18(火) 2時限 江原

進行性病変の病因と形態的所
見を理解する。

修復と再生、化生、肥大（増生、
過形成）、創傷治癒、肉芽組織
と器質化を説明できる。

教科書（P.25〜40）
を読んでおくこと。

1

C-5-3）-①
C-5-3）-②
C-5-3）-③
C-5-3）-④
C-5-3）-⑤

第5回 10/11(火) 2時限 江原

退行性病変の病因と形態的所
見、および物質代謝異常の病
態を理解する。

1教科書（P.145〜
166）を読んでおく
こと。

C-5-6）-①
C-5-6）-②
C-5-6）-③
C-5-6）-④
C-5-6）-⑤
C-5-6）-⑥

腫瘍の定義、発生機構と病態、
癌遺伝子と癌抑制遺伝子、良
性腫瘍と悪性腫瘍の違い、上皮
性腫瘍と非上皮性腫瘍の違い、
浸潤性増殖を理解する。

腫瘍の定義、病因、腫瘍の異型
性と組織学的分化度、癌遺伝
子と癌抑制遺伝子を説明でき
る。

教科書（P.145〜
166）を読んでおく
こと。

1

C-5-6）-①
C-5-6）-②
C-5-6）-③
C-5-6）-④
C-5-6）-⑤
C-5-6）-⑥

第4回 2時限9/27(火) 中尾

第3回 9/20(火) 2時限 中尾

腫瘍の定義、発生機構と病態、
癌遺伝子と癌抑制遺伝子、良
性腫瘍と悪性腫瘍の違い、上皮
性腫瘍と非上皮性腫瘍の違い、
浸潤性増殖を理解する。

腫瘍の定義、病因、腫瘍の異型
性と組織学的分化度、癌遺伝
子と癌抑制遺伝子を説明でき
る。

第2回 9/13(火) 2時限 中尾

腫瘍の定義、発生機構と病態、
癌遺伝子と癌抑制遺伝子、良
性腫瘍と悪性腫瘍の違い、上皮
性腫瘍と非上皮性腫瘍の違い、
浸潤性増殖を理解する。

腫瘍の定義、病因、腫瘍の異型
性と組織学的分化度、癌遺伝
子と癌抑制遺伝子を説明でき
る。

教科書（P.145〜
166）を読んでおく
こと。

1

C-5-6）-①
C-5-6）-②
C-5-6）-③
C-5-6）-④
C-5-6）-⑤
C-5-6）-⑥



第14回 12/6(火) 2時限

永山、
落合、
江原、
中尾

確認テスト

C-5-5）-①
C-4-2）-①
C-4-2）-②
C-4-2）-③
C-4-2）-④
C-4-2）-⑤
C-4-2）-⑥
C-4-2）-⑦

第13回 11/29(火) 2時限 永山

難病・代謝障害、老年症候群、
さまざまな臓器の疾患を理解す
る。

難病・代謝障害、老年症候群、
さまざまな臓器の疾患と病態を
説明できる。

教科書（P.194〜
270）を読んでおく
こと。

1

E-6-①
E-5-1）-②

感染症、肉芽腫性炎の種類と病
理組織学的な特徴および経時
的変化を説明できる。

教科書（P.60〜82）
を読んでおくこと。

1

免疫を理解する。 免疫応答の仕組みを説明でき
る。

教科書（P.60〜82）
を読んでおくこと。

第12回 11/22(火) 2時限 落合

感染症の炎症性変化、肉芽腫
性炎の種類と病理組織学的な
特徴および経時的変化を理解
する。

炎症の定義と機序、分類、炎症
性細胞の種類と機能を説明でき
る。

教科書（P.41〜59）
を読んでおくこと。

1

C-5-5）-①
C-5-5）-②
C-5-5）-③
C-5-5）-④

第11回 11/15(火) 2時限 落合

炎症の定義と機序、滲出性炎の
種類と病理組織学的特徴およ
び経時的変化、炎症性細胞と
機能を理解する。

炎症の定義と機序、分類、炎症
性細胞の種類と機能を説明でき
る。

教科書（P.41〜59）
を読んでおくこと。

1

C-5-5）-①
C-5-5）-②
C-5-5）-③
C-5-5）-④

第10回 11/8(火) 2時限 落合

炎症の定義と機序、滲出性炎の
種類と病理組織学的特徴およ
び経時的変化、炎症性細胞と
機能を理解する。

虚血、充血、うっ血の徴候と、そ
れぞれの原因と病態、出血の原
因と種類、止血の機構、血栓症
の成因と病態、転帰、塞栓の種
類、経路、病態、梗塞の種類と
病態、浮腫の原因とその病態、
ショックの原因と成因を説明でき
る。

教科書（P.83〜97）
を読んでおくこと。

1

C-5-4）-①
C-5-4）-②
C-5-4）-③
C-5-4）-④
C-5-4）-⑤
C-5-4）-⑥

第9回 11/1(火) 2時限 江原

循環障害の成因、形態及びそ
の転帰を理解する。

虚血、充血、うっ血の徴候と、そ
れぞれの原因と病態、出血の原
因と種類、止血の機構、血栓症
の成因と病態、転帰、塞栓の種
類、経路、病態、梗塞の種類と
病態、浮腫の原因とその病態、
ショックの原因と成因を説明でき
る。

教科書（P.83〜97）
を読んでおくこと。

1

C-5-4）-①
C-5-4）-②
C-5-4）-③
C-5-4）-④
C-5-4）-⑤
C-5-4）-⑥

第8回 10/25(火) 2時限 江原

循環障害の成因、形態及びそ
の転帰を理解する。



第15回 12/13(火) 2時限
永山、
落合、
江原

まとめ



POD-2-09

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 9/6(火) 1時限 柏俣

薬物療法の種類および薬理作
用の様式・基本形式について理
解する。

1）薬物療法の種類を説明でき
る。
2）薬理作用の基本形式を説明
できる。

授業前に教科書、
配布資料をよく読
む（30分）。授業後
は配布資料等で確
認する（60分）。

1.5時間

C-6-2）-①

評 価 方 法 定期試験の成績を100％として評価の判定に用いる。（別途案内在り）

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法 STSの実施結果を解析して、理解の不十分な箇所をmoodleで解説する。

17　薬理学総論

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

柏俣正典、設楽彰子、大野雄太、長瀬春奈、谷村明彦、原英彰

授 業 概 要

薬理学とは、適正な薬物療法の基礎となる科学である。薬物を正しく使用するためには、疾患成因の概略、薬
物の化学的特性、作用機序および薬物によっておこる生体変化などを含め、投与した薬物が体内で吸収され
作用を分布し、そして代謝排泄されていく全過程を理解しなければならない。これらを理解するために、生命現
象系科目で学んだ知識をもとに、薬物療法の基本原理を学ぶための講義を行う。

到 達 目 標
薬物に対する一般的な知識（薬物療法、薬理作用の機序、薬物動態、薬物の副作用と相互作用、医薬品関連
法規など）のほか、歯科臨床で用いる薬物について必要な知識とその応用力を身につけることを目標とする。

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。
○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○全身医学との関連を理解し、患者にとって良質で安全な歯科医療を実践することができる。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のた
めに生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。

履修の条件・注意事項 生理学・生化学に関する知識を備えておくことが望ましい。

学生の意見等からの気
づ き

前年度の授業評価アンケートの内容を参考にして講義を進めたい。

教 科 書 『現代歯科薬理学 第6版』（医歯薬出版）

参 考 書
『NEW 薬理学』（南江堂）、『カラー図解　これならわかる薬理学』（メディカル・サイエンス・インターナショナ
ル）、『歯科におけるくすりの使い方』（デンタルダイヤモンド社）、『薬が見える』（メディックメディア）、『目で見る
薬理学入門』（医学映像教育センター：朝日大学図書館に蔵書）、『エース薬理学』（南山堂）

オ フ ィ ス ア ワ ー
月曜日、木曜日および金曜日　16:00～17:00　柏俣教授室（1号館3階）柏俣教授
月曜日、木曜日および金曜日　16:00～17:00　歯科薬理学研究室（1号館4階）設楽准教授、大野講師、長瀬
助教

教 育 手 法
講義、ディスカッション（薬理学関連用語について学生-教員間で話し合う）、フィールドワーク（簡単なテーマに
ついて事前学習を促す）などを実施する。



第5回 10/4(火) 1時限 谷村

受容体を介する薬理作用につ
いて理解する。

1）薬物受容体とリガンドを説明
できる。
2）受容体を介する薬理作用を
説明できる。

授業前に教科書、
配布資料をよく読
む（30分）。授業後
は配布資料等で確
認する（60分）。

1.5時間

C-6-2）-②

第6回 10/4(火) 2時限 谷村

受容体を介する薬理作用につ
いて理解する。

1）薬物受容体とリガンドを説明
できる。
2）受容体を介する薬理作用を
説明できる。

授業前に教科書、
配布資料をよく読
む（30分）。授業後
は配布資料等で確
認する（60分）。

1.5時間

C-6-2）-⑤

第7回 11/1(火) 1時限 柏俣

薬物動態について理解する。 1）薬物動態を説明できる。
2）生体膜通過様式を説明でき
る。
3）薬物トランスポーターを説明
できる。
4）薬物の適用方法の種類と特
徴を説明できる。

授業前に教科書、
配布資料をよく読
む（30分）。授業後
は配布資料等で確
認する（60分）。

1.5時間

C-6-3）-①

第8回 11/8(火) 1時限 柏俣

薬物動態について理解する。 1）薬物動態を説明できる。
2）生体膜通過様式を説明でき
る。
3）薬物トランスポーターを説明
できる。
4）薬物の適用方法の種類と特
徴を説明できる。

授業前に教科書、
配布資料をよく読
む（30分）。授業後
は配布資料等で確
認する（60分）。

1.5時間

C-6-3）-②

第3回 9/20(火) 1時限 柏俣

用量－反応関係および薬用量
を表す用語について理解する。

1）用量と反応の関係を説明でき
る。
2）薬理作用を表す概念的な用
語を説明できる。

授業前に教科書、
配布資料をよく読
む（30分）。授業後
は配布資料等で確
認する（60分）。

1.5時間

C-6-2）-③

1）薬理作用の分類を説明でき
る。
2）薬物の併用を説明できる。

授業前に教科書、
配布資料をよく読
む（30分）。授業後
は配布資料等で確
認する（60分）。

1.5時間

A-6-2）-⑤第2回 9/13(火) 1時限 柏俣

薬理作用の分類および薬物の
併用について理解する。

1）神経伝達物質を説明できる。
2）オータコイドを説明できる。

授業前に教科書、
配布資料をよく読
む（30分）。授業後
は配布資料等で確
認する（60分）。

1.5時間

C-6-2）-②第4回 9/27(火) 1時限 柏俣

神経伝達物質／オータコイドに
ついて理解する。



第10回 11/22(火) 1時限 柏俣

薬物の連用について理解する。 1）耐性について説明できる。
2）薬物依存について説明でき
る。
3）薬物の蓄積について説明で
きる。

授業前に教科書、
配布資料をよく読
む（30分）。授業後
は配布資料等で確
認する（60分）。

1.5時間

C-6-2）-④

第11回 11/29(火) 1時限 柏俣

薬物の副作用・有害作用・相互
作用について理解する。

1）薬物の有害作用の原因につ
いて説明できる。
2）一般的有害作用の分類につ
いて説明できる。
3）歯科領域における薬物の副
作用・有害作用を説明できる。

授業前に教科書、
配布資料をよく読
む（30分）。授業後
は配布資料等で確
認する（60分）。

1.5時間

C-6-4）-①

第13回 12/13(火) 1時限 柏俣

薬物と医薬品について理解す
る。「講義フィードバックアンケー
ト実施」「STS」

1）医薬品の開発について説明
できる。
2）医薬品について説明できる。
3）医薬品の適用と処方せんに
ついて説明できる。
4）医薬品の管理について説明
できる。

授業前に教科書、
配布資料をよく読
む（30分）。授業後
は配布資料等で確
認する（60分）。

1.5時間

C-6-1）-③

第14回 12/20(火) 1時限 原

薬害について理解する。 薬害について説明できる。 授業前に教科書、
配布資料をよく読
む（30分）。授業後
は配布資料等で確
認する（60分）。

1.5時間

C-6-4）-①

第15回 12/27(火) 1時限 全員

小テスト 総論の内容について、小テスト
を行う。

授業前に教科書、
配布資料をよく読
む（30分）。授業後
は配布資料等で確
認する（60分）。

1.5時間

第9回 11/15(火) 1時限 柏俣

薬理作用を規定する要因につ
いて理解する。

1）生体側の因子について説明
できる。
2）薬物側の因子あるいは製剤
側の因子について説明できる。

授業前に教科書、
配布資料をよく読
む（30分）。授業後
は配布資料等で確
認する（60分）。

1.5時間

C-6-2）-③

1）医薬品の開発について説明
できる。
2）医薬品について説明できる。
3）医薬品の適用と処方せんに
ついて説明できる。
4）医薬品の管理について説明
できる。

授業前に教科書、
配布資料をよく読
む（30分）。授業後
は配布資料等で確
認する（60分）。

1.5時間

C-6-1）-①
C-6-1）-②

第12回 12/6(火) 1時限 柏俣

薬物と医薬品について理解す
る。



HAO-2-01 ○

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 11/10(木) 3時限
二階
堂

保存修復学の目的と変遷およ
び歯の構造について理解する。

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）エナメル質について記述でき
る。
5）象牙質について記述できる。
6）セメント質について記述でき
る。
7）象牙質・歯髄複合体について
記述できる。
8）歯の生理的変化について記
述できる。

教科書（第六版保
存修復学21）　　：
P1-28

1時間

E-3-3）-(1)-①

評 価 方 法

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法

定期試験の結果で評価する。確認テストの成績を定期試験の受験資格要件とする。

小テストと確認テスト終了後に解説を行う。

授 業 概 要

到 達 目 標

教 育 手 法

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。
○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。

歯冠修復学の総論の基本的項目（概論、う蝕、う蝕以外の硬組織疾患と加齢変化、歯髄障害・歯髄保護、診療
設備・器械・器具、窩洞、修復方法）の理解と他の基礎医学（口腔解剖学、口腔病理学、口腔微生物学、歯科
理工学など）との関連に基づく必要な知識と応用力を身につけ、共用試験と国家試験にも対応できるようにする
ことを目標とする。

①う蝕や他の硬組織疾患について特徴と要因について説明できる。
②歯髄保護の重要性について理解し、説明できる。
③歯冠修復に必要な器具・器材の種類とその用途について理解し、説明できる。
④歯冠修復に必要な窩洞の分類と名称を説明できる。

講義

18　歯冠修復学Ⅰ（Aクラス）

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

二階堂徹（◎）、高垣智博（◎）、日下部修介（◎）

履修の条件・注意事項

学生の意見等からの気
づ き

教 科 書

参 考 書

オ フ ィ ス ア ワ ー

保存修復学21（第六版、永末書店）

保存修復学第７版（医歯薬出版）、接着歯学第2版（医歯薬出版）

月曜日～金曜日　16:30～19:00、１号館3階　二階堂教授室（二階堂教授）、1号館1階 歯科保存学分野歯冠
修復学研究室（高垣准教授、日下部講師）



第2回 11/10(木) 4時限
二階
堂

検査・診断・治療方針について
理解する。

1）検査(情報収集）について記
述できる。
2）診断（問題点の分析・抽出）
について記述できる。
3）治療計画、方針について記
述できる。
4）インフォームドコンセントにつ
いて述べることができる。

教科書（第六版保
存修復学21）　　：
P1-28

1時間

E-3-3）-(1)-①

第3回 11/17(木) 3時限
二階
堂

う蝕について理解して習得す
る。

1）発症機構について述べること
ができる。
2）エナメル質・象牙質う蝕につ
いて記述できる。
3）根面・乳歯・二次う蝕につい
て記述できる。

教科書（第六版保
存修復学21）　　：
P29-56

1時間

E-3-3）-(1)-①

第4回 11/17(木) 4時限
二階
堂

う蝕のリスクファクターについて
習得する。
講義フィードバックアンケート実
施
STS実施（範囲：第1回～第4回）

1）う蝕のリスクについて記述でき
る。
2）う蝕のリスク診断について記
述できる。
3）リスクファクターの改善につい
て記述できる。

教科書（第六版保
存修復学21）　　：
P29-56

1時間

E-3-3）-(1)-①

第5回 11/24(木) 3時限
二階
堂

罹患歯質う蝕病変の識別法と処
置法について習得する。

1）MIの概念に基づくう蝕治療に
ついて述べることができる。
2）エナメル質う蝕の対応につい
て述べることができる。
3）象牙質う蝕の識別と処置につ
いて述べることができる。
4)根面う蝕と二次う蝕の処置に
ついて述べることができる。

教科書（第六版保
存修復学21）　　：
P29-56

1時間

E-3-3）-(1)-①

第6回 11/24(木) 4時限
二階
堂

う蝕以外の硬組織疾患と加齢変
化について理解する。

１）tooth wearについて述べるこ
とができる。
２）変色・着色について述べるこ
とができる。
３）形成異常について述べること
ができる。

教科書（第六版保
存修復学21）　　：
P57-74

1時間

E-3-3）-(1)-①

第7回 12/1(木) 3時限
二階
堂

う蝕以外の硬組織疾患と加齢変
化について理解する。また、歯
髄障害・歯髄保護について理解
する。

1）破折について述べることがで
きる。
2）象牙質知覚過敏症について
述べることができる。
3）歯髄刺激の原因について述
べることができる。
4）窩洞形成と歯髄刺激につい
て述べることができる。

教科書（第六版保
存修復学21）　　：
P57-74

1時間

E-3-3）-(3)-①

第8回 12/1(木) 4時限
二階
堂

歯髄障害・歯髄保護について理
解する。
STS実施（範囲：第5回～第8回）

1）修復材料の安全性の評価に
つて述べることができる。
2）修復操作中の歯髄刺激につ
いて記述できる。
3）修復後の歯髄刺激について
記述できる。
4）歯髄保護対策について記述
できる。
5）覆髄と裏層について記述でき
る。
6)仮封について記述できる。

教科書（第六版保
存修復学21）　　：
P75-88

1時間

E-3-3）-(1)-⑤



第9回 12/8(木) 3時限
二階
堂

診療設備・器具・器械を理解し
て習得できる。

1）診療設備について記述でき
る。
2）回転切削器械について記述
できる。
3）回転切削器具について記述
できる。
4）手用切削器具について記述
できる。
5）レーザーについて記述でき
る。

教科書（第六「版保
存修復学21）　　：
P89-108

1時間

D-2-②

第10回 12/8(木) 4時限
二階
堂

診療設備・器具・器械を理解し
て習得できる。

1）その他の器材によるう蝕除去
について記述できる。
2）診療姿勢・器具の持ち方につ
いて記述できる。
3）滅菌・消毒法について記述で
きる。
4）感染予防対策について記述
できる。

教科書（第六版保
存修復学21）　　：
P89-108

1時間

C-4-1）-④

第11回 12/15(木) 3時限
二階
堂

窩洞について理解する。
講義フィードバックアンケート実
施
STS実施（範囲：第9回～第11
回）

1）分類について記述できる。
2）窩洞各部の名称について記
述できる。
3）窩洞の条件について記述で
きる。

教科書（第六版保
存修復学21）　　：
P109-118

1時間

E-3-3）-(1)-⑥

第12回 12/15(木) 4時限
二階
堂

修復方法について理解する。 1）修復材料の所要条件につい
て記述できる。
2）修復法の種類とその特徴、適
応について記述できる。

教科書（第六版保
存修復学21）　　：
P119-148

1時間

E-3-3）-(1)-③

第13回 12/22(木) 3時限
二階
堂

修復方法について理解する。 1）修復物の形態と面の性質に
ついて記述できる。

教科書（第六版保
存修復学21）　　：
P119-148

1時間

E-3-3）-(3)-④

第14回 12/22(木) 4時限
二階
堂

修復方法について理解する。 4）修復の前準備（除痛法、隔壁
法、術野隔離法、歯肉排除法、
歯間分離法）について記述でき
る。

教科書（第六版保
存修復学21）　　：
P119-148

1時間

D-1-①

第15回 12/22(木) 5時限
二階
堂

確認テスト(多肢選択問題形式）
（範囲　第1回～第7回）

総論のまとめ 1時間



HAO-2-01 ○

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 9/8(木) 3時限
二階
堂

保存修復学の目的と変遷およ
び歯の構造について理解する。

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）エナメル質について記述でき
る。
5）象牙質について記述できる。
6）セメント質について記述でき
る。
7）象牙質・歯髄複合体について
記述できる。
8）歯の生理的変化について記
述できる。

教科書（第六版保
存修復学21）　　：
P1-28

1時間

E-3-3）-(1)-①

履修の条件・注意事項

学生の意見等からの気
づ き

教 科 書

参 考 書

オ フ ィ ス ア ワ ー

保存修復学21（第六版、永末書店）

保存修復学第７版（医歯薬出版）、接着歯学第2版（医歯薬出版）

月曜日～金曜日　16:30～19:00、１号館3階　二階堂教授室（二階堂教授）、1号館1階 歯科保存学分野歯冠
修復学研究室（高垣准教授、日下部講師）

18　歯冠修復学Ⅰ（Bクラス）

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

二階堂徹（◎）、高垣智博（◎）、日下部修介（◎）

授 業 概 要

到 達 目 標

教 育 手 法

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。
○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。

歯冠修復学の総論の基本的項目（概論、う蝕、う蝕以外の硬組織疾患と加齢変化、歯髄障害・歯髄保護、診療
設備・器械・器具、窩洞、修復方法）の理解と他の基礎医学（口腔解剖学、口腔病理学、口腔微生物学、歯科
理工学など）との関連に基づく必要な知識と応用力を身につけ、共用試験と国家試験にも対応できるようにする
ことを目標とする。

①う蝕や他の硬組織疾患について特徴と要因について説明できる。
②歯髄保護の重要性について理解し、説明できる。
③歯冠修復に必要な器具・器材の種類とその用途について理解し、説明できる。
④歯冠修復に必要な窩洞の分類と名称を説明できる。

講義

評 価 方 法

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法

定期試験の結果で評価する。確認テストの成績を定期試験の受験資格要件とする。

小テストと確認テスト終了後に解説を行う。



第2回 9/8(木) 4時限
二階
堂

検査・診断・治療方針について
理解する。

1）検査(情報収集）について記
述できる。
2）診断（問題点の分析・抽出）
について記述できる。
3）治療計画、方針について記
述できる。
4）インフォームドコンセントにつ
いて述べることができる。

教科書（第六版保
存修復学21）　　：
P1-28

1時間

E-3-3）-(1)-①

第3回 9/15(木) 3時限
二階
堂

う蝕について理解して習得す
る。

1）発症機構について述べること
ができる。
2）エナメル質・象牙質う蝕につ
いて記述できる。
3）根面・乳歯・二次う蝕につい
て記述できる。

教科書（第六版保
存修復学21）　　：
P29-56

1時間

E-3-3）-(1)-①

第4回 9/15(木) 4時限
二階
堂

う蝕のリスクファクターについて
習得する。
講義フィードバックアンケート実
施
STS実施（範囲：第1回～第4回）

1）う蝕のリスクについて記述でき
る。
2）う蝕のリスク診断について記
述できる。
3）リスクファクターの改善につい
て記述できる。

教科書（第六版保
存修復学21）　　：
P29-56

1時間

E-3-3）-(1)-①

第5回 9/22(木) 3時限
二階
堂

罹患歯質う蝕病変の識別法と処
置法について習得する。

1）MIの概念に基づくう蝕治療に
ついて述べることができる。
2）エナメル質う蝕の対応につい
て述べることができる。
3）象牙質う蝕の識別と処置につ
いて述べることができる。
4)根面う蝕と二次う蝕の処置に
ついて述べることができる。

教科書（第六版保
存修復学21）　　：
P29-56

1時間

E-3-3）-(1)-①

第6回 9/22(木) 4時限
二階
堂

う蝕以外の硬組織疾患と加齢変
化について理解する。

１）tooth wearについて述べるこ
とができる。
２）変色・着色について述べるこ
とができる。
３）形成異常について述べること
ができる。

教科書（第六版保
存修復学21）　　：
P57-74

1時間

E-3-3）-(1)-①

第7回 9/29(木) 3時限
二階
堂

う蝕以外の硬組織疾患と加齢変
化について理解する。また、歯
髄障害・歯髄保護について理解
する。

1）破折について述べることがで
きる。
2）象牙質知覚過敏症について
述べることができる。
3）歯髄刺激の原因について述
べることができる。
4）窩洞形成と歯髄刺激につい
て述べることができる。

教科書（第六版保
存修復学21）　　：
P57-74

1時間

E-3-3）-(3)-①

第8回 9/29(木) 4時限
二階
堂

歯髄障害・歯髄保護について理
解する。
STS実施（範囲：第5回～第8回）

1）修復材料の安全性の評価に
つて述べることができる。
2）修復操作中の歯髄刺激につ
いて記述できる。
3）修復後の歯髄刺激について
記述できる。
4）歯髄保護対策について記述
できる。
5）覆髄と裏層について記述でき
る。
6)仮封について記述できる。

教科書（第六版保
存修復学21）　　：
P75-88

1時間

E-3-3）-(1)-⑤



第9回 10/6(木) 3時限
二階
堂

診療設備・器具・器械を理解し
て習得できる。

1）診療設備について記述でき
る。
2）回転切削器械について記述
できる。
3）回転切削器具について記述
できる。
4）手用切削器具について記述
できる。
5）レーザーについて記述でき
る。

教科書（第六「版保
存修復学21）　　：
P89-108

1時間

D-2-②

第10回 10/6(木) 4時限
二階
堂

診療設備・器具・器械を理解し
て習得できる。

1）その他の器材によるう蝕除去
について記述できる。
2）診療姿勢・器具の持ち方につ
いて記述できる。
3）滅菌・消毒法について記述で
きる。
4）感染予防対策について記述
できる。

教科書（第六版保
存修復学21）　　：
P89-108

1時間

C-4-1）-④

第11回 10/13(木) 3時限
二階
堂

窩洞について理解する。
講義フィードバックアンケート実
施
STS実施（範囲：第9回～第11
回）

1）分類について記述できる。
2）窩洞各部の名称について記
述できる。
3）窩洞の条件について記述で
きる。

教科書（第六版保
存修復学21）　　：
P109-118

1時間

E-3-3）-(1)-⑥

第12回 10/13(木) 4時限
二階
堂

修復方法について理解する。 1）修復材料の所要条件につい
て記述できる。
2）修復法の種類とその特徴、適
応について記述できる。

教科書（第六版保
存修復学21）　　：
P119-148

1時間

E-3-3）-(1)-③

第13回 10/20(木) 3時限
二階
堂

修復方法について理解する。 1）修復物の形態と面の性質に
ついて記述できる。

教科書（第六版保
存修復学21）　　：
P119-148

1時間

E-3-3）-(3)-④

第14回 10/20(木) 4時限
二階
堂

修復方法について理解する。 4）修復の前準備（除痛法、隔壁
法、術野隔離法、歯肉排除法、
歯間分離法）について記述でき
る。

教科書（第六版保
存修復学21）　　：
P119-148

1時間

D-1-①

第15回 10/27(木) 3時限
二階
堂

確認テスト(多肢選択問題形式）
（範囲　第1回～第7回）

総論のまとめ 1時間



SOH-2-01 ○

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

健康の概念を理解する。 健康の概念を説明できる。

プライマリーヘルスケアの概要
を説明できる。

ヘルスプロモーションの概要を
説明できる。

ハイリスクアプローチとポピュ
レーションアプローチの違いを
説明できる。

疾病の自然史を説明できる。

疾病予防の段階を説明できる。

国際生活機能分類を理解する。 ICFを説明できる。

19　公衆衛生学

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

友藤　孝明（◎）、東　哲司（◎）

オ フ ィ ス ア ワ ー
月曜日～金曜日　16:40～18:00、1号館3階　友藤教授室（友藤教授）、　1号館4階　社会口腔保健学研究室
（東准教授）

教 科 書 『スタンダード衛生・公衆衛生』（学建書院）

参 考 書 『公衆衛生がみえる』（メディックメディア）、『口腔保健・予防歯科学』（医歯薬出版）

授 業 概 要

歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、国民の健康な
生活を確保するプロフェッショナルである。人々が健康な生活を送るためには、個別的な対応だけでなく、個々
では解決できないような問題に対する社会的対応も必要である。そこで公衆衛生学では、個人の健康の保持・
増進はもとより、社会的対応に通じた疾病の予防や、健康の保持・増進を図るための知識を学ぶ。

到 達 目 標

１．健康の概念を説明できる。
２．疫学とEBMの概念を説明できる。
３．感染症の予防と対策を説明できる。
４．環境と健康との関係、廃棄物処理を説明できる。
５．国民栄養の現状、食事摂取基準、食品保健を説明できる。
６．人口統計、保健統計の概要を説明できる。
７．地域保健、ライフステージ毎の保健政策を説明できる。

教 育 手 法 講義

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。
○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○全身医学との関連を理解し、患者にとって良質で安全な歯科医療を実践することができる。

履修の条件・注意事項
教科書を持参すること。
講義資料は、Moodleのコース上にアップロードするので、必要に応じて各自のiPad等にダウンロードすること。
なお、iPadの講義への持ち込みは可とする。

学生の意見等からの気
づ き

授業評価アンケートの内容を参考にして授業を進めます。

評 価 方 法
定期試験の成績（100%）で評価する。なお、定期試験の受験資格は、「授業の出席80％以上」および「確認テ
ストの正答率が70％以上」とする。

フ ィー ドバ ッ ク 方法 確認テストと解説によるフィードバック

友藤

健康保持増進対策を理解する。

疾病予防の概念を理解する。

B-1-①
B-3-1）-③
B-3-2）-⑥
B-3-1）-①
B-2-2）-⑤教科書：疾病予防

と健康管理（p43～
p47）の範囲を自学
自習する。

30分

教科書：健康の保
持・増進（p11～
p14）の範囲を自学
自習する。

30分

1時限第1回 4/5(火)



疫学の目的と定義を説明でき
る。

疫学の手順を説明できる。

因果関係を理解する。 因果関係を判断する基準を説
明できる。

記述疫学の概要を説明できる。

分析疫学の概要を説明できる。

介入研究の概要を説明できる。

臨床疫学の概要を説明できる。

リスク要因の影響を評価のため
の指標を理解する。

相対危険度を説明できる。 教科書：疫学の方
法と実際（p39～
p41）の範囲を自学
自習する。

30分

オッズ比を説明できる。

寄与危険度を説明できる。

基幹統計調査を説明できる。

一般統計調査を説明できる。

第4回 ４/12（火） 2時限 友藤

確認テスト（１）(範囲：第１回～
第３回）

第１回～第３回ま
での公衆衛生学の
内容を自学自習す
る。

1時間

地球環境問題を列挙できる。

地球環境問題の対策を説明で
きる。

温熱環境の生活に及ぼす影響
について説明できる。

空気の性状が生活に及ぼす影
響について説明できる。

上水道の水質基準を列挙でき
る。

下水処理法と排水基準を説明
できる。

廃棄物の分類と処理法を説明
できる。

医療現場での廃棄物処理につ
いて説明できる。

電離放射線と非電離放射線を
説明できる。

感染症の種類と動向を理解す
る。

感染症の発生・流行要因を説明
できる。

第8回 4/26(火) 2時限 東

確認テスト（２）(範囲：第５回～
第７回）

第５回～第7回まで
の公衆衛生学の内
容を自学自習す
る。

1時間

第3回 4/12(火) 1時限 友藤

第2回 4/5(火) 2時限 友藤

疫学の概念を理解する。

疫学の研究方法を理解する。

教科書：疫学の方
法と実際（p25～
p32）の範囲を自学
自習する。

30分

B-4-1）-①
B-4-2）-①

教科書：疾病予防
と健康管理（p76～
p80）の範囲を自学
自習する。

30分 B-4-2）-①
B-4-2）-②

リスク要因の影響を評価のため
の指標を理解する。

保健医療統計調査を理解する。

教科書：環境と健
康（p81～p88）の範
囲を自学自習す
る。

30分

30分教科書：環境と健
康（p88～p95）の範
囲を自学自習す
る。

B-2-4）-②
B-2-4）-①

第5回 4/19(火) 1時限 東

生活環境と健康との関わりを理
解する。

4/26(火)第7回 感染源対策、感染経路対策、
感受性対策を説明できる。

教科書：疾病予防
と健康管理（p48～
p62）の範囲を自学
自習する。

30分

感染症予防対策を理解する。東1時限 B-1-①

教科書：環境と健
康（p96～p103）の
範囲を自学自習す
る。

教科書：環境と健
康（p105～p106お
よびp111～p116）
の範囲を自学自習
する。

30分

30分
B-2-4）-①
B-2-4）-②

第6回 4/19(火) 2時限 東

生活環境と健康との関わりを理
解する。



日本と世界の人口の推移を説
明できる。

人口静態統計の指標を説明で
きる

人口動態統計の指標を説明で
きる。

生命表を説明できる。

健康日本21（第二次）策定の動
きを説明できる。

健康日本21（第二次）における
目標項目を列挙できる。

食生活の現状と問題点を説明
できる。

食生活指針を概要を説明でき
る。

食育の重要性を説明できる。

食事摂取基準の考え方を説明
できる。

食の種類と機能性を説明でき
る。

食中毒の分類と予防法を説明
できる。

ヘルスプロモーション（地域保
健、地域医療）を理解する。

地域保健、地域医療におけるヘ
ルスプロモーションの概要を説
明できる。

教科書：地域保健
と保健行政（p162
～p173）の範囲を
自学自習する。

30分

地域保健関連機関の概要を理
解する。

保健所、市町村保健センターの
業務を説明できる。

教科書：地域保健
と保健行政（p167
～p169）の範囲を
自学自習する。

15分

成人保健の動向と現状を説明
できる。

健康増進法に基づく活動を説
明できる。

特定健康診査の意義と対象を
理解する。

特定健康診査・特定保健指導
を説明できる。

高齢者の置かれた現状を説明
できる。

高齢者の特性を説明できる。

第14回 5/24(火) 2時限 友藤

確認テスト（３）(範囲：第９回～
第13回）

第９回～第13回ま
での公衆衛生学の
内容を自学自習す
る。

1時間

B-1-①
B-1-③

教科書：人口問題
（p147～p160）の範
囲を自学自習す
る。

30分

B-4-2）-③

第10回 5/10(火) 2時限 友藤

教科書：健康の保
持・増進（p15～
p23）の範囲を自学
自習する。

健康日本21（第二次）の概念を
理解する。

30分

B-1-①

第9回 5/10(火) 1時限 友藤

人口問題を理解する。

第11回 5/17(火) 1時限 友藤

食生活と健康との関わりを理解
する。

教科書：食生活と
健康（p117～
p130）の範囲を自
学自習する。

教科書：食生活と
健康（p130～
p136）の範囲を自
学自習する。

30分

30分

第13回 5/24(火) 1時限

成人保健の意義と対象を理解
する。

高齢者保健の意義と対象を理
解する。

友藤

教科書：成人・高
齢者保健（p214～
ｐ217）の範囲を自
学自習する。

教科書：成人・高
齢者保健（p207～
ｐ213）の範囲を自
学自習する。

15分

10分

B-2-2）-①
B-2-2）-④

第12回 5/17(火) 2時限 友藤
B-3-1）-③
B-2-2）-①



母子保健の歩みを説明できる。

母子保健の指標を説明できる。

母性保健活動を説明できる。

小児保健活動を説明できる。

児童虐待に対する対応を説明
できる。

学校保健の意義と対象者を説
明できる。

学校保健統計の現状を説明で
きる。

学校保健の領域と内容を説明
できる。

学校保健運営組織と役割を説
明できる。

学校保健の組織活動を説明で
きる。

学校給食と学校安全の概要を
説明できる。

産業保健の概要を理解する。 産業保健の意義と対象を説明
できる。

産業保健組織・活動を理解す
る。

産業保健管理体制を説明でき
る。

職業性疾患を理解する。 業務上疾病を列挙できる。

健康診断の種類を列挙できる。

THPを説明できる。

第18回 6/7(火) 2時限 東

確認テスト（４）(範囲：第15回～
第17回）

第15回～第17回ま
での公衆衛生学の
内容を自学自習す
る。

1時間

第19回 6/14(火) 1時限
友藤
東

特別講義

第20回 6/14(火) 2時限
友藤
東

特別講義

第16回 5/31(火) 2時限 東

学校保健活動を理解する。 教科書：学校保健
（p189～p193、
p199～p204）の範
囲を自学自習す
る。

教科書：学校保健
（p196～p199、
p204～ｐ206）の範
囲を自学自習す
る。

15分

15分
B-2-2）-①

教科書：母子保健
（p175～p181）の範
囲を自学自習す
る。

教科書：母子保健
（p181～p188）の範
囲を自学自習す
る。

15分

15分 B-2-2）-①
B-2-2）-⑥

母子保健の意義と対象を理解
する。

母子保健活動を理解する。
第15回 5/31(火) 1時限 東

教科書：産業保健
（p223～ｐ233）の
範囲を自学自習す
る。

15分

教科書：産業保健
（p227～ｐ235）の
範囲を自学自習す
る。

15分
B-2-2）-①第17回 6/7(火) 1時限 東

労働者の健康保持増進対策を
説明できる。



CMD-2-02 ○

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 11/8(火) 3時限 岩瀬

１．社会保障の仕組みを理解す
る。
２．高齢者、障害者の福祉と歯
科医療の関わりを知る。

１）社会保障の仕組み（4つの
柱）を理解し福祉と歯科医療の
関わりを知る。

・TBLによる学習
・IRAT,GRAT
・講義（A)：社会保
障

90分

B-2-2）-①

評 価 方 法
個人に対するＭＣＱテスト（多肢選択式）：50％、凝縮ポートフォリオのルーブリック評価：20％
体験シート、学習成果のサマリー、振り返りシート、成長報告書（成長エントリーシート）の評価：30％

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法 レポート評価と返却により各自でフィードバックを行う。

授 業 概 要
2年次は、社会福祉と歯科医療との連携の現状を知り、地域で包括支援連携医療を展開する際に必要な医療
職・福祉職の職内容を理解する。また、臨地実習を含めて地域における歯科医療の果たす役割を理解し、歯
科に関連する介護技能を習得する。

到 達 目 標

社会保障の仕組みを理解し、福祉と歯科医療の関わりを知る。フレイル、サルコペニア、ロコモティブシンドロー
ムを理解する。オーラルフレイルを理解する。超高齢社会と有病者に必要な歯科医療の概要を知る。将来、担
当する医療領域である歯と口の役割を、体験を通して理解できる。口腔と全身との関連について推察できる。振
り返りシート、凝集ポートフォリオ、成長報告書を作成できる。

教 育 手 法
1年次から5年次まで継続するスパイラル教科で、教育手法としてＴＢＬ、ポートフォリオ、ルーブリック評価を導入
する。地域の包括支援に関連する諸施設の内容と職種特徴をゲストティーチャーが講義する。

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。
○地域社会や国際未来社会で活躍できるコミュニケーション能力や英語能力を有しているとともに幅広い視野
とリーダーシップを有している。
○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○全身医学との関連を理解し、患者にとって良質で安全な歯科医療を実践することができる。
○多様化する地域社会の歯科医療ニーズにきめ細やかに対応し、口腔ケア、在宅歯科診療や、地域包括ケア
システムなど多職種連携チーム医療をもとに、地域社会に貢献する歯科医療を実践できる高い臨床能力を身
につけている。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のため
に生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。

20　地域社会と歯科医療Ⅱ（Aクラス）

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

コーディネータ：岩瀬教授（◎）、講義および実習担当：藤原教授（◎）、服部助教（◎）、安田順一准教授（◎）、
玄教授（◎）、朝日大学病院理学療法士３名、学外非常勤講師：６名、ファシリテータ：臨床系教員10名（◎）

履修の条件・注意事項 履修については、実習科目に該当しますので、全出席が条件になります。

学生の意見等からの気
づ き

Moodle等での対応およびフィードバック（各グループごとのファシリテーターより）

教 科 書 なし

参 考 書 配布資料（学生用ガイド、資料集、予習資料、講義資料等）

オ フ ィ ス ア ワ ー コーディネータ：岩瀬教授　後期の水曜日16：30から17：30



第2回 11/8(火) 4時限 岩瀬

１．老年症候群を理解する。
２．高齢者、障害者の口腔機能
低下が理解できる。

２）フレイル、サルコペニア、ロコ
モティブシンドロームを理解す
る。
３）オーラルフレイルを理解す
る。
４）認知症を理解する。
５）超高齢社会と有病者に必要
な歯科医療の概要を知る。

・IRAT,GRAT
・講義（B)：老年症
候群、オーラルフレ
イルおよび有病者
の歯科医療
・事前にMoodleに
学習資料を掲示
し、IRATに対する
事前学習を実施。

90分

E-5-1）-①

第3回 11/15(火) 3時限

理学
療法
士

（朝日
大学
病院）

１．疑似体験で高齢者・障害者
の身体的特徴の一部を理解で
きる。

１）高齢者・障害者疑似体験を
通して老化や障害の身体的な
負担内容が理解できる。

講義（C)：介護の基
本とリハビリテー
ション
講師：理学療法士

90分

E-5-1）-①

第４回 11/15(火) 4時限

理学
療法
士

（朝日
大学
病院）

２．車椅子、トランスファー・体位
変換等の介助ができる。

２）歯科ユニットへの移乗、体位
変換、ユニットからの下降の介
助方法を知り、特別な支援が必
要な人の介助ができる。

・附属病院の歯科
治療ユニットを使用
して実習
・事前にMoodleに
学習資料を掲示
し、事前学習を実
施。

90分

E-5-1）-⑥

第５回 11/22(火) ３時限 藤原

１．地域包括支援の連携に関連
する医療・福祉職種とその内容
を理解する。

１）訪問歯科診療などの地域歯
科医療で連携する医療職・福祉
職の職内容とチーム医療の連
携内容を理解する。

・IRAT,GRAT
講義（D）地域医
療・福祉の機関と
職種

90分

A-7-1）-⑤

第６回 11/22(火) ４時限

各職
種によ
る

ミニ講
義

１．地域包括支援の連携に関連
する医療・福祉職種とその内容
を理解する。

２）地域包括支援で求められる
歯科医療について理解すること
ができる。

・地域包括支援セ
ンター
・訪問看護ステー
ション
・訪問薬局（服薬指
導
・訪問栄養管理指
導
・事前にMoodleに
学習資料を掲示
し、IRATに対する
事前学習を実施。

90分

B-2-2）-⑧

第７回 11/29(火) ３時限 岩瀬

１．福祉との連携方法と必要性
にについてﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄを作成でき
る。

１）地域歯科医療機関（私の歯
科クリニック）と福祉施設との連
携方法と必要性についてチー
ムで話し合って纏めることができ
る。

・各チームがﾌﾟﾛﾀﾞｸ
ﾄを作成し、互いの
プロダクトを相互に
参考にして修正し
て発表する。

90分

A-5-1）-②

第８回 11/29(火) 4時限 岩瀬

２．プレゼンテーションとその評
価ができる。

１）地域歯科医療機関（私の歯
科クリニック）と福祉施設との連
携方法と必要性についてチー
ムで話し合って纏めることができ
る。

・発表内容をチー
ム相互で評価す
る。

90分

A-5-1）-③

第９回 12/6(火) ３時限 玄

１．摂食嚥下リハビリテーション
の概要を理解できる。

１）障害者・高齢者の摂食嚥下リ
ハビリテーションの概要が理解
できる。
２）摂食機能と機能障害の歯科
医療領域が理解できる。

・IRAT,GRAT
・講義（E)：摂食嚥
下リハビリテーショ
ン

90分

E-5-1）-⑨



第10回 12/6(火) 4時限 玄

１．摂食嚥下リハビリテーション
の概要を理解できる。

３）摂食機能不全に評価が必要
なことが理解できる。
４）RSST、MWST、頸部聴診法
が実施できる。

・実習：摂食嚥下に
関わる診察および
評価法
・事前にMoodleに
学習資料を掲示
し、IRATに対する
事前学習を実施。

90分

E-5-1）-⑧

第11回 12/13(火) ３時限 安田

１．高齢者・障害者の口腔管理
を理解できる。

１）専門的口腔ケアとその方法
について説明できる。

・IRAT,GRAT
・講義（F）：専門的
口腔ケア

90分

E-5-2）-④

第12回 12/13(火) 4時限 安田

２．高齢者・障害者の口腔内環
境を簡易検査で評価できる。

２）口腔内環境・機能検査として
簡易の口腔乾燥度測定、咬合
力測定、咀嚼能力測定を実施
できる。

・実習：器具と方法
を選択して口腔内
環境の評価のため
の簡易検査を実施
する。
・事前にMoodleに
学習資料を掲示
し、IRATに対する
事前学習を実施。

90分

E-5-1）-④

第13回 12/20(火) ３時限
藤原
・同窓
生

１．地域の歯科医療状況を理解
できる。

１）地域歯科クリニックの現状と
課題が理解できる。

・講義（F）地域歯
科クリニックの現状
と課題
・同窓生による報告

90分

A-7-1）-③

第14回 12/20(火) 4時限 服部

２．訪問歯科診療の患者の歯科
治療の必要性を理解する。

２）訪問歯科診療の対象となる
高齢者の歯科医療内容のチー
ムで話し合ってその概略を説明
できる。

・ペーパーペイシェ
ントの歯科医療の
必要内容を評価す
ることができる。
・事前にMoodleに
学習資料を掲示
し、事前学習を実
施。

90分

B-2-2）-⑧

第15回 12/27(火) ３時限 岩瀬

１．凝縮ポートフォリオを作成で
きる。

1）凝縮ポートフォリオを作成でき
る。各自の「私の歯科クリニック」
を作成できる。

・凝縮ポートフォリ
オを提出する。
・成長報告書を作
成して提出する。

90分

A-8-1）-③

第16回 12/27(火) 4時限 岩瀬

２．プレゼンテーションとその評
価ができる。

２）成長報告書を作成し、提出
できる。

・事前にMoodleに
学習資料を掲示
し、IRAT（まとめ試
験）に対する事前
学習を実施。

90分

A-4-1）-②



CMD-2-02 ○

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 9/6(火) 3時限 岩瀬

１．社会保障の仕組みを理解す
る。
２．高齢者、障害者の福祉と歯
科医療の関わりを知る。

１）社会保障の仕組み（4つの
柱）を理解し福祉と歯科医療の
関わりを知る。

・TBLによる学習
・IRAT,GRAT
・講義（A)：社会保
障

90分

B-2-2）-①

履修の条件・注意事項 履修については、実習科目に該当しますので、全出席が条件になります。

学生の意見等からの気
づ き

Moodle等での対応およびフィードバック（各グループごとのファシリテーターより）

教 科 書 なし

参 考 書 配布資料（学生用ガイド、資料集、予習資料、講義資料等）

オ フ ィ ス ア ワ ー コーディネータ：岩瀬教授　後期の水曜日16：30から17：30

20　地域社会と歯科医療Ⅱ（Bクラス）

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

コーディネータ：岩瀬教授（◎）、講義および実習担当：藤原教授（◎）、服部助教（◎）、安田順一准教授
（◎）、玄教授（◎）、朝日大学病院理学療法士３名、学外非常勤講師：６名、ファシリテータ：臨床系教員10名
（◎）

授 業 概 要
2年次は、社会福祉と歯科医療との連携の現状を知り、地域で包括支援連携医療を展開する際に必要な医療
職・福祉職の職内容を理解する。また、臨地実習を含めて地域における歯科医療の果たす役割を理解し、歯
科に関連する介護技能を習得する。

到 達 目 標

社会保障の仕組みを理解し、福祉と歯科医療の関わりを知る。フレイル、サルコペニア、ロコモティブシンドロー
ムを理解する。オーラルフレイルを理解する。超高齢社会と有病者に必要な歯科医療の概要を知る。将来、担
当する医療領域である歯と口の役割を、体験を通して理解できる。口腔と全身との関連について推察できる。
振り返りシート、凝集ポートフォリオ、成長報告書を作成できる。

教 育 手 法
1年次から5年次まで継続するスパイラル教科で、教育手法としてＴＢＬ、ポートフォリオ、ルーブリック評価を導入
する。地域の包括支援に関連する諸施設の内容と職種特徴をゲストティーチャーが講義する。

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。
○地域社会や国際未来社会で活躍できるコミュニケーション能力や英語能力を有しているとともに幅広い視野
とリーダーシップを有している。
○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○全身医学との関連を理解し、患者にとって良質で安全な歯科医療を実践することができる。
○多様化する地域社会の歯科医療ニーズにきめ細やかに対応し、口腔ケア、在宅歯科診療や、地域包括ケア
システムなど多職種連携チーム医療をもとに、地域社会に貢献する歯科医療を実践できる高い臨床能力を身
につけている。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のた
めに生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。

評 価 方 法
個人に対するＭＣＱテスト（多肢選択式）：50％、凝縮ポートフォリオのルーブリック評価：20％
体験シート、学習成果のサマリー、振り返りシート、成長報告書（成長エントリーシート）の評価：30％

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法 レポート評価と返却により各自でフィードバックを行う。



第2回 9/6(火) 4時限 岩瀬

１．老年症候群を理解する。
２．高齢者、障害者の口腔機能
低下が理解できる。

２）フレイル、サルコペニア、ロコ
モティブシンドロームを理解す
る。
３）オーラルフレイルを理解す
る。
４）認知症を理解する。
５）超高齢社会と有病者に必要
な歯科医療の概要を知る。

・IRAT,GRAT
・講義（B)：老年症
候群、オーラルフレ
イルおよび有病者
の歯科医療
・事前にMoodleに
学習資料を掲示
し、IRATに対する
事前学習を実施。

90分

E-5-1）-①

第3回 9/13(火) 3時限

理学
療法
士

（朝日
大学
病院）

１．疑似体験で高齢者・障害者
の身体的特徴の一部を理解で
きる。

１）高齢者・障害者疑似体験を
通して老化や障害の身体的な
負担内容が理解できる。

講義（C)：介護の基
本とリハビリテー
ション
講師：理学療法士

90分

E-5-1）-①

第４回 9/13(火) 4時限

理学
療法
士

（朝日
大学
病院）

２．車椅子、トランスファー・体位
変換等の介助ができる。

２）歯科ユニットへの移乗、体位
変換、ユニットからの下降の介
助方法を知り、特別な支援が必
要な人の介助ができる。

・附属病院の歯科
治療ユニットを使用
して実習
・事前にMoodleに
学習資料を掲示
し、事前学習を実
施。

90分

E-5-1）-⑥

第５回 9/20(火) ３時限 藤原

１．地域包括支援の連携に関連
する医療・福祉職種とその内容
を理解する。

１）訪問歯科診療などの地域歯
科医療で連携する医療職・福祉
職の職内容とチーム医療の連
携内容を理解する。

・IRAT,GRAT
講義（D）地域医
療・福祉の機関と
職種

90分

A-7-1）-⑤

第６回 9/20(火) ４時限

各職
種によ
る

ミニ講
義

１．地域包括支援の連携に関連
する医療・福祉職種とその内容
を理解する。

２）地域包括支援で求められる
歯科医療について理解すること
ができる。

・地域包括支援セ
ンター
・訪問看護ステー
ション
・訪問薬局（服薬指
導
・訪問栄養管理指
導
・事前にMoodleに
学習資料を掲示
し、IRATに対する
事前学習を実施。

90分

B-2-2）-⑧

第７回 9/27(火) ３時限 岩瀬

１．福祉との連携方法と必要性
にについてﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄを作成でき
る。

１）地域歯科医療機関（私の歯
科クリニック）と福祉施設との連
携方法と必要性についてチー
ムで話し合って纏めることができ
る。

・各チームがﾌﾟﾛﾀﾞｸ
ﾄを作成し、互いの
プロダクトを相互に
参考にして修正し
て発表する。

90分

A-5-1）-②

第８回 9/27(火) 4時限 岩瀬

２．プレゼンテーションとその評
価ができる。

１）地域歯科医療機関（私の歯
科クリニック）と福祉施設との連
携方法と必要性についてチー
ムで話し合って纏めることができ
る。

・発表内容をチー
ム相互で評価す
る。

90分

A-5-1）-③

第９回 10/4(火) ３時限 玄

１．摂食嚥下リハビリテーション
の概要を理解できる。

１）障害者・高齢者の摂食嚥下リ
ハビリテーションの概要が理解
できる。
２）摂食機能と機能障害の歯科
医療領域が理解できる。

・IRAT,GRAT
・講義（E)：摂食嚥
下リハビリテーショ
ン

90分

E-5-1）-⑨



第10回 10/4(火) 4時限 玄

１．摂食嚥下リハビリテーション
の概要を理解できる。

３）摂食機能不全に評価が必要
なことが理解できる。
４）RSST、MWST、頸部聴診法
が実施できる。

・実習：摂食嚥下に
関わる診察および
評価法
・事前にMoodleに
学習資料を掲示
し、IRATに対する
事前学習を実施。

90分

E-5-1）-⑧

第11回 10/11(火) ３時限 安田

１．高齢者・障害者の口腔管理
を理解できる。

１）専門的口腔ケアとその方法
について説明できる。

・IRAT,GRAT
・講義（F）：専門的
口腔ケア

90分

E-5-2）-④

第12回 10/11(火) 4時限 安田

２．高齢者・障害者の口腔内環
境を簡易検査で評価できる。

２）口腔内環境・機能検査として
簡易の口腔乾燥度測定、咬合
力測定、咀嚼能力測定を実施
できる。

・実習：器具と方法
を選択して口腔内
環境の評価のため
の簡易検査を実施
する。
・事前にMoodleに
学習資料を掲示
し、IRATに対する
事前学習を実施。

90分

E-5-1）-④

第13回 10/18(火) ３時限
藤原
・同窓
生

１．地域の歯科医療状況を理解
できる。

１）地域歯科クリニックの現状と
課題が理解できる。

・講義（F）地域歯
科クリニックの現状
と課題
・同窓生による報告

90分

A-7-1）-③

第14回 10/18(火) 4時限 服部

２．訪問歯科診療の患者の歯科
治療の必要性を理解する。

２）訪問歯科診療の対象となる
高齢者の歯科医療内容のチー
ムで話し合ってその概略を説明
できる。

・ペーパーペイシェ
ントの歯科医療の
必要内容を評価す
ることができる。　・
事前にMoodleに学
習資料を掲示し、
事前学習を実施。

90分

B-2-2）-⑧

第15回 10/25(火) ３時限 岩瀬

１．凝縮ポートフォリオを作成で
きる。

1）凝縮ポートフォリオを作成でき
る。各自の「私の歯科クリニック」
を作成できる。

・凝縮ポートフォリ
オを提出する。
・成長報告書を作
成して提出する。

90分

A-8-1）-③

第16回 10/25(火) 4時限 岩瀬

２．プレゼンテーションとその評
価ができる。

２）成長報告書を作成し、提出
できる。

・事前にMoodleに
学習資料を掲示
し、IRAT（まとめ試
験）に対する事前
学習を実施。

90分

A-4-1）-②



CDS-2-05 ○

回数 実施日 時限
担当
者

学習目標（ＧＩＯ） 行動目標（ＳＢＯｓ） 事前事後学修 時間
モデル・コア・
カリキュラム

第1回 4/22(金) 5時限

総合ゼミ

21　基礎・臨床歯科学Ⅰ

ナ ン バ リ ン グ 実 務 家 教 員 や 実 務 家 に よ る 授 業

担 当 教 員
◎ ： 実 務 家 教 員

薗村、佐藤、吉川、櫻屋、滝川、硲、諏訪部、玉置、岩井、引頭（◎）、片岡（◎）、川木、
柏俣、中尾（◎）、清水

授 業 概 要

基礎・臨床歯科学Ⅰでは、2 学年に開講する専門教育系科目（平成 28 年度版歯学教育モデル・コア・
カリキュラムにおいて示された内容）について、共用試験（CBT）を見据えた多肢選択問題を講義中
に提示し、解説することとする。また、各科目の学習到達度を学生に確認させるために、定期的に小
テストを行う。

到 達 目 標 ①2 学年に開講する専門教育系科目に準拠する。

教 育 手 法 講義

授 業 の 位 置 づ け
※ディプロマ・ポリシー

○歯科医師として必要な倫理観や人間性を身につけるとともに、幅広い知識と豊かな教養そして社会性を有し
ている。
○地域社会や国際未来社会で活躍できるコミュニケーション能力や英語能力を有しているとともに幅広い視野
とリーダーシップを有している。
○歯科医学の専門知識及び口腔疾患の予防・診断・治療に関する知識・技能を修得している。
○全身医学との関連を理解し、患者にとって良質で安全な歯科医療を実践することができる。
○多様化する地域社会の歯科医療ニーズにきめ細やかに対応し、口腔ケア、在宅歯科診療や、地域包括ケア
システムなど多職種連携チーム医療をもとに、地域社会に貢献する歯科医療を実践できる高い臨床能力を身
につけている。
○研究心と論理的思考能力を持って日々進歩する歯科医学・歯科医療を常に研鑽し、歯科医療の発展のため
に生涯にわたり自らの歯科医療の知識と技術の向上を図ることができる。		

教 科 書 各科目指定の教科書あるいは教

参 考 書 各科目指定の参考書

履修の条件・注意事項

学生の意見等からの気
づ き

オ フ ィ ス ア ワ ー オフィスアワーについては、各科目の教授要綱を参照すること。

評 価 方 法
試験の成績を 50%、平常の成績を 50% の割合で算出して行う。なお、平常の成績は、小テスト（80%）
及び総合ゼミ（20%）の結果から算出する。

フ ィ ー ド バ ッ ク 方 法 小テスト実施後、個別の解答、正否を確認する時間を設ける。



第2回 5/20(金) 5時限

総合ゼミ

第3回 6/17(金) 5時限

総合ゼミ

第4回 7/15(金) 5時限

総合ゼミ

第5回 9/5(月) 1時限
理工
玉置

材料の分類と特徴、性質等を理
解する。

有機、無機、金属材料の特徴を
説明でき、ならびに各種の物理
的・化学的・生物学的・機械的
性質を列挙し説明できる。、

スタンダード歯科
理工学（1～64ペー
ジ）を読んでおくこ
と。

2

D-1-②

第6回 9/5(月) 2時限
理工
玉置

成形修復材料の特徴、および
歯質との接着を理解する。

コンポジットレジン、グラスアイオ
ノマーの組成、硬化機構、特徴
を挙げ、歯質の接着を説明でき
る。

スタンダード歯科
理工学（65～104
ページ）を読んで
おくこと。

2

D-2-①

C-3-4)-(5)-①
C-3-4)-(5)-②
C-3-4)-(5)-③
C-3-4)-(5)-④
C-3-4)-(5)-⑤
C-3-4)-(5)-⑥
C-3-4)-(5)-⑦
C-3-4)-(5)-⑧
C-3-4)-(5)-⑨
C-3-4）-(3)-①
C-3-4）-(3)-②

感覚器（総論および主として体
性感覚器）およびそれに関連す
る基礎的事項を整理し、各種試
験問題に対応できる。

第8回 9/7(水) 4時限
生理
硲

生理学・口腔生理学に関わる各
種試験問題への対応能力を取
得する。

口腔軟組織の体性感覚および
それに関連する基礎的事項を
整理し、各種試験問題に対応で
きる。

歯の体性感覚およびそれに関
連する基礎的事項を整理し、各
種試験問題に対応できる。

「生理学・口腔生理
学」ですでに学習
した項目を復習し
ておくこと。

1

C-3-4)-(6)-②
C-3-4)-(6)-③
C-3-4)-(6)-④

E-2-2）-②
E-2-2）-③
E-2-2）-⑨
E-3-1）-④
E-3-1）-⑤
E-3-1）-⑥
E-3-2）-⑤

第7回 9/7(水) 3時限
生理
硲

生理学・口腔生理学に関わる各
種試験問題への対応能力を取
得する。

神経系およびそれに関連する
基礎的事項を整理し、各種試験
問題に対応できる。

運動器（筋）およびそれに関連
する基礎的事項を整理し、各種
試験問題に対応できる。

「生理学・口腔生理
学」ですでに学習
した項目を復習し
ておくこと。

1



摂食行動およびそれに関連す
る基礎的事項を整理し、各種試
験問題に対応できる。

第10回 9/12(月) 1時限 理工

鋳造に係る印象材、石膏、ワック
ス、埋没材の組成と硬化機構、
性質を理解し、鋳造工程を習得
する。

歯科鋳造に関連する各種材料
の組成と硬化機構、特徴を挙
げ、鋳造工程を説明できる。

スタンダード歯科
理工学（117～221
ページ）を読んで
おくこと。

2

D-1-①

第11回 9/12(月) 2時限 理工

歯科用合金、歯科用セラミックス
の組成と硬化機構、性質を理解
し、特徴を習得する。

歯科用合金、歯科用セラミックス
の種類と組成を列挙し、加工方
法と特徴を説明できる。

スタンダード歯科
理工学（223～252
ページ）を読んで
おくこと。

2

D-2-②

1

C-3-4）-(4)-①
C-3-4）-(4)-②
C-3-4）-(4)-③
C-3-4）-(4)-④
C-3-4）-(4)-⑤
C-3-4）-(4)-⑥
C-3-4）-(4)-⑦
C-3-4)-(10)-①
C-3-4)-(10)-②
C-3-4)-(10)-③

第14回 9/14(水) 5時限
生理
諏訪
部

生理学・口腔生理学に関わる各
種試験問題への対応能力を取
得する。

呼吸器系およびそれに関連す
る基礎的事項を整理し、各種試
験問題に対応できる。

消化器系およびそれに関連す
る基礎的事項を整理し、各種試
験問題に対応できる。

「生理学・口腔生理
学」ですでに学習
した項目を復習し
ておくこと。

1

C-3-4)-(8)-①
C-3-4)-(8)-②
C-3-4)-(7)-①
C-3-4)-(7)-②
C-3-4)-(7)-③

第13回 9/14(水) 4時限
生理
諏訪
部

生理学・口腔生理学に関わる各
種試験問題への対応能力を取
得する。

循環器系およびそれに関連す
る基礎的事項を整理し、各種試
験問題に対応できる。

体液（血液・リンパ液を含む）お
よびそれに関連する基礎的事
項を整理し、各種試験問題に対
応できる。

泌尿器系と体液・電解質調節お
よびそれに関連する基礎的事
項を整理し、各種試験問題に対
応できる。

「生理学・口腔生理
学」ですでに学習
した項目を復習し
ておくこと。

「生理学・口腔生理
学」ですでに学習
した項目を復習し
ておくこと。

1

C-3-4)-(6)-①
C-3-4)-(9)-④
C-3-4)-(5)-③
C-3-4)-(9)-③

E-2-2）-⑩

第12回 9/14(水) 3時限
生理
硲

生理学・口腔生理学に関わる各
種試験問題への対応能力を取
得する。

「生理学・口腔生理
学」ですでに学習
した項目を復習し
ておくこと。

咬合・咀嚼・顎運動・顎反射およ
びそれに関連する基礎的事項
を整理し、各種試験問題に対応
できる。

唾液と唾液線およびそれに関連
する基礎的事項を整理し、各種
試験問題に対応できる。

1

E-2-1）-③
E-2-1）-⑥
E-2-1）-⑦
E-2-1）-⑧
E-2-2）-③
E-2-2）-④
E-2-2）-⑤
E-2-2）-⑥

生理
硲

5時限9/7(水)第9回

生理学・口腔生理学に関わる各
種試験問題への対応能力を取
得する。

感覚器（主として特殊感覚器）
およびそれに関連する基礎的
事項を整理し、各種試験問題に
対応できる。

自律神経およびそれに関連す
る基礎的事項を整理し、各種試
験問題に対応できる。

体温調節およびそれに関連す
る基礎的事項を整理し、各種試
験問題に対応できる。

味覚器およびそれに関連する
基礎的事項を整理し、各種試験
問題に対応できる。



第15回 9/16(金) 5時限

総合ゼミ

嚥下およびそれに関連する基
礎的事項を整理し、各種試験問
題に対応できる。

嘔吐およびそれに関連する基
礎的事項を整理し、各種試験問
題に対応できる。

発音・構音およびそれに関連す
る基礎的事項を整理し、各種試
験問題に対応できる。

第18回 9/26(月) 1時限
理工
玉置

歯科用セメントおよび義歯床用
レジンの組成と硬化機構、性質
を理解し、特徴を習得する。

歯科用セメント、仮封材、義歯
床用レジンの組成と硬化機構、
性質を列挙し、特徴を説明でき
る。

スタンダード歯科
理工学（253～271
ページ）を読んで
おくこと。

2

D-2-③

第19回 9/26(月) 2時限
理工
玉置

各種歯科用器械の用途と特徴
ならびに切削・研削工具の種類
と特徴を理解する。

エアータービン、マイクロモー
ターの相違を列挙でき、代表的
な切削・研削工具、研磨材の構
造、用途を説明できる。

スタンダード歯科
理工学（335～374
ページ）を読んで
おくこと。

2

D-1-③

健康の概念を理解する。 健康の概念を説明できる。

プライマリーヘルスケアの概要
を説明できる。

ヘルスプロモーションの概要を
説明できる。

ハイリスクアプローチとポピュ
レーションアプローチの違いを
説明できる。

疾病の自然史を説明できる。

疾病予防の段階を説明できる。

1

E-2-1）-⑨
E-2-1）-⑩
E-2-2）-⑧

1生理学・口腔生理学に関わる各
種試験問題への対応能力を取
得する。

第16回 9/21(水) 3時限
生理
諏訪
部

C-3-4)-(9)-①
C-3-4)-(9)-②
C-3-4)-(11)-①

「生理学・口腔生理
学」ですでに学習
した項目を復習し
ておくこと。

「生理学・口腔生理
学」ですでに学習
した項目を復習し
ておくこと。

生理学・口腔生理学に関わる各
種試験問題への対応能力を取
得する。

生理
諏訪
部

4時限9/21(水)第17回

健康保持増進対策を理解する。

疾病予防の概念を理解する。

公衆
岩井

3時限9/28(水)第20回

B-1-①
B-3-1）-③
B-3-2）-⑥
B-3-1）-①

Moodleにアップ
ロードした資料を自
学自習する。

１時間

内分泌系およびそれに関連す
る基礎的事項を整理し、各種試
験問題に対応できる。

生殖器系およびそれに関連す
る基礎的事項を整理し、各種試
験問題に対応できる。



国際生活機能分類を理解する。 ICFを説明できる。

疫学の目的と定義を説明でき
る。

疫学の手順を説明できる。

因果関係を理解する。 因果関係を判断する基準を説
明できる。

記述疫学の概要を説明できる。

分析疫学の概要を説明できる。

介入研究の概要を説明できる。

臨床疫学の概要を説明できる。

相対危険度を説明できる。

オッズ比を説明できる。

寄与危険度を説明できる。

成人保健の動向と現状を説明
できる。

健康増進法に基づく活動を説
明できる。

特定健康診査の意義と対象を
理解する。

特定健康診査・特定保健指導を
説明できる。

人口動態統計の指標を説明で
きる。

生命表を説明できる。

健康日本21（第二次）策定の動
きを説明できる。

健康日本21（第二次）における
目標項目を列挙できる。

食生活の現状と問題点を説明
できる。

食生活指針を概要を説明でき
る。

食育の重要性を説明できる。

食事摂取基準の考え方を説明
できる。

食の種類と機能性を説明でき
る。

食中毒の分類と予防法を説明
できる。

感染症の種類と動向を理解す
る。

感染症の発生・流行要因を説明
できる。

B-4-2）-③
B-1-①
B-1-③

1時間

1時間

1時間

公衆
岩井

4時限

地球環境問題、温熱環境・空気
の生活に及ぼす影響、上水道・
下水道の水質基準、廃棄物の
分類と処理法を説明する。

母子保健、学校保健、産業保健
の概要を説明する。

地域保健を理解する。

成人保健の意義と対象を理解
する。

公衆
岩井

B-2-4）-①
B-2-4）-②
B-2-2）-①

第23回 10/3(月) 2時限 公衆

Moodleにアップ
ロードした資料を自
学自習する。

人口問題を理解する。

9/28(水)第21回

Moodleにアップ
ロードした資料を自
学自習する。

１時間

疫学の概念を理解する。

疫学の研究方法を理解する。

リスク要因の影響を評価のため
の指標を理解する。

B-2-2）-⑤
B-4-1）-①
B-4-2）-①

1時限10/3(月)第22回

Moodleにアップ
ロードした資料を自
学自習する。

生活環境と健康との関わりを理
解する。

Moodleにアップ
ロードした資料を自
学自習する。

健康日本21（第二次）の概念を
理解する。

食生活と健康との関わりを理解
する。

感染症予防対策を理解する。 感染源対策、感染経路対策、感
受性対策を説明できる。



第24回 10/11(火) 1時限

小テスト１①

第25回 10/14(金) 5時限

総合ゼミ

第26回 10/18(火) 1時限

小テスト１②

第27回 10/24(月) 1時限
櫻屋
透真

骨学：人体の基本的構造を理解
する。脳頭蓋、頭蓋底および顔
面頭蓋の構造を理解する。

身体の部位、方向用語、骨の連
結と関節、顎関節、脳頭蓋、頭
蓋底、顔面頭蓋を説明できる。

岡嶋解剖学を読ん
でおくこと。

1

C-3-1）-①

第28回 10/24(月) 2時限
櫻屋
透真

骨学：人体の基本的構造を理解
する。脳頭蓋、頭蓋底および顔
面頭蓋の構造を理解する。

身体の部位、方向用語、骨の連
結と関節、顎関節、脳頭蓋、頭
蓋底、顔面頭蓋を説明できる。

岡嶋解剖学を読ん
でおくこと。

1

E-2-1）-①

第29回 10/26(水) 3時限
佐藤
和彦

筋学：頭頸部の筋(咀嚼筋、舌
骨上筋群、舌骨下筋群、表情
筋、舌筋)を理解する。

頭頸部の筋(咀嚼筋、舌骨上筋
群、舌骨下筋群、表情筋、舌筋)
の付着部位、機能、および支配
神経を説明できる。

岡嶋解剖学を読ん
でおくこと。

1

C-3-4）-(3)-③

第30回 10/26(水) 4時限
吉川
英里

脈管学：体循環と肺循環、心臓
の構造および頭頸部の動脈、静
脈、リンパ管を理解する。

体循環と肺循環、心臓の構造お
よび頭頸部の動脈、静脈、リン
パ管の走行と栄養領域を説明
できる。

岡嶋解剖学を読ん
でおくこと。

1

C-3-4）-(4)-①



第31回 10/26(水) 5時限
吉川
英里

脈管学：体循環と肺循環、心臓
の構造および頭頸部の動脈、静
脈、リンパ管を理解する。

体循環と肺循環、心臓の構造お
よび頭頸部の動脈、静脈、リン
パ管の走行と栄養領域を説明
できる。

岡嶋解剖学を読ん
でおくこと。

1

E-2-1）-④

口腔解剖学および発生学_演習
試験①（多肢選択問題60問）

CBTを想定した視覚素材を用い
た多肢選択問題の正答肢およ
び誤答肢を解説できる。

（1） 歯の記号、歯式、永久歯と
乳歯の基本的形態と特徴、歯の
形態異常と好発する歯種および
部位を理解する。

（1） 歯の記号、歯式、永久歯と
乳歯の基本的形態と特徴、歯の
形態異常と好発する歯種および
部位を説明できる。

（2） 歯と歯周組織の発生、発育
と萌出順序、乳歯と代生歯との
交換時期と機序を理解する。

（2） 歯と歯周組織の発生、発育
と萌出順序、乳歯と代生歯との
交換時期と機序を説明できる。

（3） エナメル質、象牙質・歯髄
複合体の組織構造（歯の成長
線と成長線以外の構造）、加齢
変化を理解する。

（3） エナメル質、象牙質・歯髄
複合体の組織構造（歯の成長
線と成長線以外の構造）、加齢
変化を説明できる。

（4） 歯周組織の構造と加齢変
化を理解する。

（4） 歯周組織の構造と加齢変
化を説明できる。

（5） 口腔粘膜の機能的分類と
構造、および歯肉の部位別の特
徴と組織構造を理解する。

（5） 口腔粘膜の機能的分類と
構造、および歯肉の部位別の特
徴と組織構造を説明できる。

（6） 3大唾液腺の組織構造と分
泌調節を理解する。

（6） 3大唾液腺の組織構造と分
泌調節を説明できる。

（7） 顎関節の組織構造と機能を
理解する。

（7） 顎関節の組織構造と機能を
説明できる。

（8）生殖および初期発生、個体
発生における三胚葉（外胚葉、
中胚葉、内胚葉）と外胚葉性間
葉の発生、下垂体前葉と下垂体
後葉の発生、甲状腺の発生、咽
頭嚢から発生する鰓性器官、神
経堤細胞に由来する副腎髄質
を理解する。

(8）生殖および初期発生、個体
発生における三胚葉（外胚葉、
中胚葉、内胚葉）と外胚葉性間
葉の発生、下垂体前葉と下垂体
後葉の発生、甲状腺の発生、咽
頭嚢から発生する鰓性器官、神
経堤細胞に由来する副腎髄質
を説明できる。

（9）胚性幹細胞<ES細胞>、組織
幹細胞、人工多能性幹細胞
<iPS細胞>、間葉系幹細胞の由
来と特徴を理解する。

（9）胚性幹細胞<ES細胞>、組織
幹細胞、人工多能性幹細胞
<iPS細胞>、間葉系幹細胞の由
来と特徴を説明できる。

（10） 口腔・顎・顔面の形態形成
と先天異常、一次口蓋と二次口
蓋の発生、膜内骨化と軟骨内骨
化、舌の発生、唾液腺の発生を
理解する。

（10） 口腔・顎・顔面の形態形成
と先天異常、一次口蓋と二次口
蓋の発生、膜内骨化と軟骨内骨
化、舌の発生、唾液腺の発生を
説明できる。

（11）口腔・顎・顔面領域の加齢
に伴う形態的・機能的な変化を
理解する。

（11）口腔・顎・顔面領域の加齢
に伴う形態的・機能的な変化を
説明できる。

第33回 10/31(月) 2時限 口解

口腔解剖学および発生学_演習
試験①の解説講義

CBTを想定した視覚素材を用い
た多肢選択問題の正答肢およ
び誤答肢を解説できる。

教科書、配布講義
資料、Moodle掲載
資料を読んで「口
腔解剖学」、「口腔
解剖学実習」、「発
生学」で履修した
内容を事前学修す
ること

1時間

教科書、配布講義
資料、Moodle掲載
資料を読んで「口
腔解剖学」、「口腔
解剖学実習」、「発
生学」で履修した
内容を事前学修す
ること

2時間

E-3-1）-②
E-3-1）-④
E-3-1）-⑥
E-2-2）-⑥
E-2-1）-⑥
C-3-2）-①
C-3-2）-②
E-2-3）-①
C-3-3）-②

口解1時限10/31(月)第32回



第34回 11/2(水) 3時限
薗村
貴弘

神経学：中枢神経（脳、脊髄）お
よび脳神経を理解する。

中枢神経（脳、脊髄）の構造お
よび脳神経12対の走行と性質を
説明できる。

岡嶋解剖学を読ん
でおくこと。

1

C-3-4)-(5)-①

第35回 11/2(水) 4時限
薗村
貴弘

内臓学：口腔を含む消化器系、
呼吸器系などを理解する。

口腔を含む消化器系、呼吸器
系などの構造と機能を説明でき
る。

岡嶋解剖学を読ん
でおくこと。

1

C-3-4)-(7)-①

第36回 11/2(水) 5時限
薗村
貴弘

組織学：細胞小器官（ミトコンドリ
ア、粗面小胞体、ゴルジ装置、
ライソゾーム、中心小体、分泌顆
粒、ペルオキシゾーム、細胞膜）
と核、組織学の歴史、四大組織
（上皮組織、支持組織、筋組
織、神経組織）、腺の基本構造：
腺房（終末部）、導管（ 介在部、
線条部）、漿液細胞、粘液細
胞、大唾液腺（耳下腺、顎下
腺、舌下腺）の組織学的構造を
理解する。

細胞小器官（ミトコンドリア、粗面
小胞体、ゴルジ装置、ライソゾー
ム、中心小体、分泌顆粒、ペル
オキシゾーム、細胞膜）と核、組
織学の歴史、四大組織（上皮組
織、支持組織、筋組織、神経組
織）、腺の基本構造：腺房（終末
部）、導管（ 介在部、線条部）、
漿液細胞、粘液細胞、大唾液腺
（耳下腺、顎下腺、舌下腺）の組
織学的構造を説明できる。

配布講義資料、
moodle 掲載資料、
教科書を読んで事
前事後学修するこ
と。

1

C-2-3）-①

口腔解剖学および発生学_演習
試験②（多肢選択問題60問）

CBTを想定した視覚素材を用い
た多肢選択問題の正答肢およ
び誤答肢を解説できる。

（1） 歯の記号、歯式、永久歯と
乳歯の基本的形態と特徴、歯の
形態異常と好発する歯種および
部位を理解する。

（1） 歯の記号、歯式、永久歯と
乳歯の基本的形態と特徴、歯の
形態異常と好発する歯種および
部位を説明できる。

（2） 歯と歯周組織の発生、発育
と萌出順序、乳歯と代生歯との
交換時期と機序を理解する。

（2） 歯と歯周組織の発生、発育
と萌出順序、乳歯と代生歯との
交換時期と機序を説明できる。

（3） エナメル質、象牙質・歯髄
複合体の組織構造（歯の成長
線と成長線以外の構造）、加齢
変化を理解する。

（3） エナメル質、象牙質・歯髄
複合体の組織構造（歯の成長
線と成長線以外の構造）、加齢
変化を説明できる。

（4） 歯周組織の構造と加齢変
化を理解する。

（4） 歯周組織の構造と加齢変
化を説明できる。

（5） 口腔粘膜の機能的分類と
構造、および歯肉の部位別の特
徴と組織構造を理解する。

（5） 口腔粘膜の機能的分類と
構造、および歯肉の部位別の特
徴と組織構造を説明できる。

（6） 3大唾液腺の組織構造と分
泌調節を理解する。

（6） 3大唾液腺の組織構造と分
泌調節を説明できる。

（7） 顎関節の組織構造と機能を
理解する。

（7） 顎関節の組織構造と機能を
説明できる。

（8）生殖および初期発生、個体
発生における三胚葉（外胚葉、
中胚葉、内胚葉）と外胚葉性間
葉の発生、下垂体前葉と下垂体
後葉の発生、甲状腺の発生、咽
頭嚢から発生する鰓性器官、神
経堤細胞に由来する副腎髄質
を理解する。

(8）生殖および初期発生、個体
発生における三胚葉（外胚葉、
中胚葉、内胚葉）と外胚葉性間
葉の発生、下垂体前葉と下垂体
後葉の発生、甲状腺の発生、咽
頭嚢から発生する鰓性器官、神
経堤細胞に由来する副腎髄質
を説明できる。

（9）胚性幹細胞<ES細胞>、組織
幹細胞、人工多能性幹細胞
<iPS細胞>、間葉系幹細胞の由
来と特徴を理解する。

（9）胚性幹細胞<ES細胞>、組織
幹細胞、人工多能性幹細胞
<iPS細胞>、間葉系幹細胞の由
来と特徴を説明できる。

（10） 口腔・顎・顔面の形態形成
と先天異常、一次口蓋と二次口
蓋の発生、膜内骨化と軟骨内骨
化、舌の発生、唾液腺の発生を
理解する。

（10） 口腔・顎・顔面の形態形成
と先天異常、一次口蓋と二次口
蓋の発生、膜内骨化と軟骨内骨
化、舌の発生、唾液腺の発生を
説明できる。

（11）口腔・顎・顔面領域の加齢
に伴う形態的・機能的な変化を
理解する。

（11）口腔・顎・顔面領域の加齢
に伴う形態的・機能的な変化を
説明できる。

2時間

E-3-1）-②
E-3-1）-④
E-3-1）-⑥
E-2-2）-⑥
E-2-1）-⑥
C-3-2）-①
C-3-2）-②
E-2-3）-①
C-3-3）-②

口解

教科書、配布講義
資料、Moodle掲載
資料を読んで「口
腔解剖学」、「口腔
解剖学実習」、「発
生学」で履修した
内容を事前学修す
ること

第37回 11/9(水) 3時限



第38回 11/9(水) 4時限 口解

口腔解剖学および発生学_演習
試験②の解説講義

CBTを想定した視覚素材を用い
た多肢選択問題の正答肢およ
び誤答肢を解説できる。

教科書、配布講義
資料、Moodle掲載
資料を読んで「口
腔解剖学」、「口腔
解剖学実習」、「発
生学」で履修した
内容を事前学修す
ること

1時間

第39回 11/11(金) 5時限

総合ゼミ

口腔解剖学および発生学_演習
試験③（多肢選択問題60問）

CBTを想定した視覚素材を用い
た多肢選択問題の正答肢およ
び誤答肢を解説できる。

（1） 歯の記号、歯式、永久歯と
乳歯の基本的形態と特徴、歯の
形態異常と好発する歯種および
部位を理解する。

（1） 歯の記号、歯式、永久歯と
乳歯の基本的形態と特徴、歯の
形態異常と好発する歯種および
部位を説明できる。

（2） 歯と歯周組織の発生、発育
と萌出順序、乳歯と代生歯との
交換時期と機序を理解する。

（2） 歯と歯周組織の発生、発育
と萌出順序、乳歯と代生歯との
交換時期と機序を説明できる。

（3） エナメル質、象牙質・歯髄
複合体の組織構造（歯の成長
線と成長線以外の構造）、加齢
変化を理解する。

（3） エナメル質、象牙質・歯髄
複合体の組織構造（歯の成長
線と成長線以外の構造）、加齢
変化を説明できる。

（4） 歯周組織の構造と加齢変
化を理解する。

（4） 歯周組織の構造と加齢変
化を説明できる。

（5） 口腔粘膜の機能的分類と
構造、および歯肉の部位別の特
徴と組織構造を理解する。

（5） 口腔粘膜の機能的分類と
構造、および歯肉の部位別の特
徴と組織構造を説明できる。

（6） 3大唾液腺の組織構造と分
泌調節を理解する。

（6） 3大唾液腺の組織構造と分
泌調節を説明できる。

（7） 顎関節の組織構造と機能を
理解する。

（7） 顎関節の組織構造と機能を
説明できる。

（8）生殖および初期発生、個体
発生における三胚葉（外胚葉、
中胚葉、内胚葉）と外胚葉性間
葉の発生、下垂体前葉と下垂体
後葉の発生、甲状腺の発生、咽
頭嚢から発生する鰓性器官、神
経堤細胞に由来する副腎髄質
を理解する。

(8）生殖および初期発生、個体
発生における三胚葉（外胚葉、
中胚葉、内胚葉）と外胚葉性間
葉の発生、下垂体前葉と下垂体
後葉の発生、甲状腺の発生、咽
頭嚢から発生する鰓性器官、神
経堤細胞に由来する副腎髄質
を説明できる。

（9）胚性幹細胞<ES細胞>、組織
幹細胞、人工多能性幹細胞
<iPS細胞>、間葉系幹細胞の由
来と特徴を理解する。

（9）胚性幹細胞<ES細胞>、組織
幹細胞、人工多能性幹細胞
<iPS細胞>、間葉系幹細胞の由
来と特徴を説明できる。

（10） 口腔・顎・顔面の形態形成
と先天異常、一次口蓋と二次口
蓋の発生、膜内骨化と軟骨内骨
化、舌の発生、唾液腺の発生を
理解する。

（10） 口腔・顎・顔面の形態形成
と先天異常、一次口蓋と二次口
蓋の発生、膜内骨化と軟骨内骨
化、舌の発生、唾液腺の発生を
説明できる。

（11）口腔・顎・顔面領域の加齢
に伴う形態的・機能的な変化を
理解する。

（11）口腔・顎・顔面領域の加齢
に伴う形態的・機能的な変化を
説明できる。

第41回 11/16(水) 4時限 口解

口腔解剖学および発生学_演習
試験③の解説講義

CBTを想定した視覚素材を用い
た多肢選択問題の正答肢およ
び誤答肢を解説できる。

教科書、配布講義
資料、Moodle掲載
資料を読んで「口
腔解剖学」、「口腔
解剖学実習」、「発
生学」で履修した
内容を事前学修す
ること

1時間

口解3時限11/16(水)第40回

2時間教科書、配布講義
資料、Moodle掲載
資料を読んで「口
腔解剖学」、「口腔
解剖学実習」、「発
生学」で履修した
内容を事前学修す
ること

E-3-1）-②
E-3-1）-④
E-3-1）-⑥
E-2-2）-⑥
E-2-1）-⑥
C-3-2）-①
C-3-2）-②
E-2-3）-①
C-3-3）-②



口腔解剖学および発生学_演習
試験④（多肢選択問題60問）

CBTを想定した視覚素材を用い
た多肢選択問題の正答肢およ
び誤答肢を解説できる。

（1） 歯の記号、歯式、永久歯と
乳歯の基本的形態と特徴、歯の
形態異常と好発する歯種および
部位を理解する。

（1） 歯の記号、歯式、永久歯と
乳歯の基本的形態と特徴、歯の
形態異常と好発する歯種および
部位を説明できる。

（2） 歯と歯周組織の発生、発育
と萌出順序、乳歯と代生歯との
交換時期と機序を理解する。

（2） 歯と歯周組織の発生、発育
と萌出順序、乳歯と代生歯との
交換時期と機序を説明できる。

（3） エナメル質、象牙質・歯髄
複合体の組織構造（歯の成長
線と成長線以外の構造）、加齢
変化を理解する。

（3） エナメル質、象牙質・歯髄
複合体の組織構造（歯の成長
線と成長線以外の構造）、加齢
変化を説明できる。

（4） 歯周組織の構造と加齢変
化を理解する。

（4） 歯周組織の構造と加齢変
化を説明できる。

（5） 口腔粘膜の機能的分類と
構造、および歯肉の部位別の特
徴と組織構造を理解する。

（5） 口腔粘膜の機能的分類と
構造、および歯肉の部位別の特
徴と組織構造を説明できる。

（6） 3大唾液腺の組織構造と分
泌調節を理解する。

（6） 3大唾液腺の組織構造と分
泌調節を説明できる。

（7） 顎関節の組織構造と機能を
理解する。

（7） 顎関節の組織構造と機能を
説明できる。

（8）生殖および初期発生、個体
発生における三胚葉（外胚葉、
中胚葉、内胚葉）と外胚葉性間
葉の発生、下垂体前葉と下垂体
後葉の発生、甲状腺の発生、咽
頭嚢から発生する鰓性器官、神
経堤細胞に由来する副腎髄質
を理解する。

(8）生殖および初期発生、個体
発生における三胚葉（外胚葉、
中胚葉、内胚葉）と外胚葉性間
葉の発生、下垂体前葉と下垂体
後葉の発生、甲状腺の発生、咽
頭嚢から発生する鰓性器官、神
経堤細胞に由来する副腎髄質
を説明できる。

（9）胚性幹細胞<ES細胞>、組織
幹細胞、人工多能性幹細胞
<iPS細胞>、間葉系幹細胞の由
来と特徴を理解する。

（9）胚性幹細胞<ES細胞>、組織
幹細胞、人工多能性幹細胞
<iPS細胞>、間葉系幹細胞の由
来と特徴を説明できる。

（10） 口腔・顎・顔面の形態形成
と先天異常、一次口蓋と二次口
蓋の発生、膜内骨化と軟骨内骨
化、舌の発生、唾液腺の発生を
理解する。

（10） 口腔・顎・顔面の形態形成
と先天異常、一次口蓋と二次口
蓋の発生、膜内骨化と軟骨内骨
化、舌の発生、唾液腺の発生を
説明できる。

（11）口腔・顎・顔面領域の加齢
に伴う形態的・機能的な変化を
理解する。

（11）口腔・顎・顔面領域の加齢
に伴う形態的・機能的な変化を
説明できる。

第43回 11/30(水) 4時限 口解

口腔解剖学および発生学_演習
試験④の解説講義

CBTを想定した視覚素材を用い
た多肢選択問題の正答肢およ
び誤答肢を解説できる。

教科書、配布講義
資料、Moodle掲載
資料を読んで「口
腔解剖学」、「口腔
解剖学実習」、「発
生学」で履修した
内容を事前学修す
ること

1時間

第44回 12/5(月) 1時限

小テスト2①

C-5-4）-①
C-5-4）-②
C-5-4）-③
C-5-4）-④
C-5-4）-⑤
C-5-4）-⑥

第45回 12/5(月) 2時限
病理
中尾

循環障害を理解する。 1

2時間

E-3-1）-②
E-3-1）-④
E-3-1）-⑥
E-2-2）-⑥
E-2-1）-⑥
C-3-2）-①
C-3-2）-②
E-2-3）-①
C-3-3）-②

虚血、充血、うっ血の徴候と、そ
れぞれの原因と病態、出血の原
因と種類、止血の機構、血栓症
の成因と病態、転帰、塞栓の種
類、経路、病態、梗塞の種類と
病態、浮腫の原因とその病態、
ショックの原因と成因を説明でき
る。

教科書（はじめの
一歩の病理学）
（P.83〜97）（要説
病理学総論）（P.58
〜75）を読んでおく
こと。

第42回 11/30(水) 3時限 口解

教科書、配布講義
資料、Moodle掲載
資料を読んで「口
腔解剖学」、「口腔
解剖学実習」、「発
生学」で履修した
内容を事前学修す
ること



第46回 12/7(水) 1時限
微生
引頭

微生物と感染症について理解
する。

微生物の分類と特徴、微生物の
基本的な構造と性状、微生物の
基本的な病原因子、感染の概
念、主な感染症の種類を説明で
きる。

予習：Moodleの資
料に目を通してお
くこと；復習：提示
問題を自主的に学
習すること

30分；1
時間

C-4-1）-①
C-4-1）-②
C-4-1）-③

第47回 12/7(水) 2時限
微生
引頭

微生物と感染症について理解
する。

微生物の分類と特徴、微生物の
基本的な構造と性状、微生物の
基本的な病原因子、感染の概
念、主な感染症の種類を説明で
きる。

予習：Moodleの資
料に目を通してお
くこと；復習：提示
問題を自主的に学
習すること

30分；1
時間

C-4-1）-①
C-4-1）-②
C-4-1）-③

第48回 12/7(水) 3時限
修復
清水

保存修復学の目的と変遷およ
び歯の構造について理解す
る。
検査・診断・治療方針について
理解する。
う蝕について理解して習得す
る。
う蝕のリスクファクターについて
習得する。
罹患歯質う蝕病変の識別法と
処置法について習得する。

1）保存修復学、保存修復目的、
保存修復学の変遷、エナメル
質、象牙質、セメント質、象牙
質・歯髄複合体、歯の生理的変
化について記
述できる。
2）検査(情報収集）、診断（問題
点の分析・抽出）、治療計画、方
針、インフォームドコンセントに
ついて
3）発症機構、エナメル質・象牙
質う蝕、根面・乳歯・二次う蝕に
つい
て記述および述べることができ
る。
4）う蝕のリスク、う蝕のリスク診
断、リスクファクターの改善につ
いて記述できる。
5）MIの概念に基づくう蝕治療、
エナメル質う蝕の対応、象牙質
う蝕の識別と処置、根面う蝕と二
次う蝕の処置について述べるこ
とができる。

講義および問題演
習で理解していな
かった部分は、教
科書で確認してお
くこと。

１時間

E-3-3）-(1)-①



生体を構成する元素を理解す
る。

生体を構成する元素の種類と存
在形態を説明でき、ミネラルに
ついて概説できる。

生体を構成する分子を理解す
る。

生体を構成する分子のを分類
し、その結合や構造上の特徴を
概説でき、ビタミンについて概説
できる。

タンパク質の化学的性状を理解
する。

タンパク質のを構成するアミノ酸
の種類を列挙し、その構造や化
学的性状を説明でき、分類でき
る。

糖質の化学的性状を理解する。 糖質の種類を列挙し、その構造
や化学的性状を説明でき、分類
できる。

脂質の化学的性状を理解する。 脂質の種類を列挙し、その構造
や化学的性状を説明でき、構成
成分を分類できる。

核酸の化学的性状を理解する。 核酸の種類を列挙し、その構造
や化学的性状を説明でき、構成
成分を分類できる。

細胞の構造、細胞膜および細
胞小器官の構造と機能を説明
できる。

細胞の分泌と吸収機構を説明
できる。

細胞周期と細胞分裂を理解す
る。

細胞周期と細胞分裂を説明でき
る。

DNAの複製機構を理解する。 DNAの複製と修復の機序を説
明できる。

遺伝子発現の流れを理解する。 転写と翻訳の過程と調節機序を
説明できる。

遺伝性疾患の仕組みを理解す
る。

遺伝性疾患の発生機序を説明
できる。

第51回 12/9(金) 5時限

総合ゼミ

第52回 12/12(月) 1時限
微生
片岡

口腔の微生物と感染症につい
て理解する。

口腔微生物叢の特徴・主な構成
菌種、歯垢の形成過程につい
て説明できる。

予習：Moodleの資
料に目を通してお
くこと；復習：提示
問題を自主的に学
習すること

30分；1
時間

E-3-2）-④

第53回 12/12(月) 2時限
微生
片岡

口腔の微生物と感染症につい
て理解する。

齲蝕発症に関わる微生物要因、
歯周病の発症に関わる病原細
菌、歯性病巣感染、歯性菌血
症、口腔内の化膿性疾患、口腔
領域の主なウイルス感染症、口
腔カンジダ症について説明でき
る。

予習：Moodleの資
料に目を通してお
くこと；復習：提示
問題を自主的に学
習すること

30分；1
時間

C-4-1）-②
E-3-2）-④

該当範囲の練習問
題をムードルにアッ
プしておくので、ま
とめノートの内容と
照らし合わせなが
ら実施しておくこ
と。また、実施時に
はキーワードと選
択肢の復習も同時
に行っておくこと。

2

第49回 12/9(金) 1時限 生化

C-1-1）-①
C-1-1）-②
C-2-1）-①
C-2-1）-②
C-2-1）-③
C-2-2）-①

第50回 12/9(金) 2時限 生化

該当範囲の練習問
題をムードルにアッ
プしておくので、ま
とめノートの内容と
照らし合わせなが
ら実施しておくこ
と。また、実施時に
はキーワードと選
択肢の復習も同時
に行っておくこと。

2細胞の構造と機能を理解する。

C-2-3）-①
C-2-3）-②
C-2-3）-③
C-2-2）-②
C-2-2）-③
C-2-2）-④



第54回 12/14(水) 1時限
微生
引頭

微生物と感染症について理解
する。

主な病原細菌の種類と特徴、細
菌感染症、主な病原ウイルスの
種類と特徴、ウイルス感染症、
主な病原真菌の種類と特徴、真
菌感染症、主な病原原虫の種
類と特徴、原虫感染症について
説明できる。

予習：Moodleの資
料に目を通してお
くこと；復習：提示
問題を自主的に学
習すること

30分；1
時間

C-4-1）-①
C-4-1）-②
C-4-1）-③

第55回 12/14(水) 2時限
微生
引頭

滅菌・消毒，化学療法について
理解する。

滅菌法・消毒法の種類及び原
理、消毒薬の種類と適用、標準
予防策（スタンダードプレコー
ション）、化学療法薬の種類と作
用機序、薬剤感受性試験、薬剤
耐性菌の種類、薬剤耐性遺伝
子の伝達、薬剤耐性機序、菌交
代症について説明できる。

予習：Moodleの資
料に目を通してお
くこと；復習：提示
問題を自主的に学
習すること

30分；1
時間

C-4-1）-④
C-4-1）-⑤

第56回 12/14(水) 3時限
修復
清水

う蝕以外の硬組織疾患と加齢
変化について理解する。
う蝕以外の硬組織疾患と加齢
変化について理解する。また、
歯髄障害・歯髄保護について
理解する。
歯髄障害・歯髄保護について
理解する。
診療設備・器具・器械を理解し
て習得できる。

1）tooth wear、変色・着色、形成
異常について述べることができ
る。
2）破折、象牙質知覚過敏症、歯
髄刺激の原因、窩洞形成と歯髄
刺激について述べることができ
る。
3）修復材料の安全性の評価、
修復操作中の歯髄刺激、修復
後の歯髄刺激、歯髄保護対策、
覆髄と裏層、仮封について記述
できる。
4）診療設備、）回転切削器械、
回転切削器具、手用切削器具、
レーザーについて記述できる。
5）その他の器材によるう蝕除
去、診療姿勢・器具の持ち方、
滅菌・消毒法、感染予防対策に
ついて記述できる。

講義および問題演
習で理解していな
かった部分は、教
科書で確認してお
くこと。

１時間

E-3-3）-(1)-①
E-3-3)-(3)-①
E-3-3）-(1)-⑤

D-2-②
C-4-1)-④

酵素の作用を理解する。 遺伝子発現により産生されるタ
ンパク質を分類し、酵素を中心
に、タンパク質の機能を説明で
きる。

栄養素の消化吸収過程を理解
する。

栄養素の消化吸収過程と、消化
酵素を説明できる。

栄養素の消化吸収への関与を
中心に、肝臓の機能を理解す
る。

肝臓の働きを概説できる。

栄養素の消化吸収への関与を
中心に、膵臓の機能を理解す
る。

膵臓の働きを概説できる。

糖、脂質、タンパク質の代謝を
理解する。

糖、脂質、タンパク質の代謝過
程を説明できる。

甘味料を理解する。 甘味料を列挙し、その化学的性
状および機能を説明できる。

唾液の機能を理解する。 唾液の成分を列挙し、その性状
および機能を説明できる。

硬組織を中心とした結合組織の
成分とエナメル質の成分を理解
する。

硬組織を中心とした結合組織の
成分とエナメル質の成分を列挙
し、その機能を説明できる。

硬組織を構成する細胞と、マト
リックス成分を理解する。

硬組織を構成する細胞の種類と
組織の構造を説明できる。

細胞および細胞外マトリックス成
分との接着機構を理解する。

細胞間、および細胞と細胞外マ
トリックス成分との接着機構を説
明できる。

第58回 12/16(金) 2時限 生化

該当範囲の練習問
題をムードルにアッ
プしておくので、ま
とめノートの内容と
照らし合わせなが
ら実施しておくこ
と。また、実施時に
はキーワードと選
択肢の復習も同時
に行っておくこと。

2

C-1-1）-③
C-2-1）-④
E-2-2）-⑤
C-2-4）-③

C-3-4）-(2)-②
C-2-4）-①

第57回 12/16(金) 1時限 生化

該当範囲の練習問
題をムードルにアッ
プしておくので、ま
とめノートの内容と
照らし合わせなが
ら実施しておくこ
と。また、実施時に
はキーワードと選
択肢の復習も同時
に行っておくこと。

2

C-2-1）-⑤
C-3-4)-(7)-①
C-3-4)-(7)-②
C-3-4)-(7)-③



第59回 12/19(月) 1時限
薬理
（柏
俣）

薬物の作用機序を説明できる。 １）受容体を介する作用を説明
できる。
２）受容体を介さない作用を説
明できる。

授業前に教科書、
配布資料をよく読
む（30分）。授業後
は配布資料等で確
認する（60分）。

1.5時間

C-6-2）-②

第60回 12/19(月) 2時限
薬理
（柏
俣）

薬物動態を理解する。 薬物の吸収、分布、代謝および
排泄を説明できる。

授業前に教科書、
配布資料をよく読
む（30分）。授業後
は配布資料等で確
認する（60分）。

1.5時間

C-6-3）-②

第62回 12/21(水) 1時限
微生
引頭

感染防御のしくみについて理解
する。

免疫機構の基本的要素、免疫
臓器、免疫担当細胞、自然免疫
系、抗原提示細胞の種類と機
能、MHCの種類と機能、免疫寛
容、獲得免疫を担うリンパ球（B
細胞とT 細胞）、体液性免疫（抗
体）、細胞性免疫、粘膜免疫に
ついて説明できる。

予習：Moodleの資
料に目を通してお
くこと；復習：提示
問題を自主的に学
習すること

30分；1
時間

C-4-2）-①
C-4-2）-②
C-4-2）-③
C-4-2）-④
C-4-2）-⑦

第63回 12/21(水) 2時限
微生
引頭

免疫異常について理解する。ワ
クチンの意義、種類と特徴につ
いて理解する。

アレルギーの分類、アレルギー
疾患の種類、発症機序及び病
態、自己免疫、自己免疫疾患の
種類、発症機序及び病態、ワク
チンの意義、種類と特徴につい
て説明できる。

予習：Moodleの資
料に目を通してお
くこと；復習：提示
問題を自主的に学
習すること

30分；1
時間

C-4-2）-⑤
C-4-2）-⑥
C-4-2）-⑧

第64回 12/21(水) 3時限
薬理
（柏
俣）

医薬品の法的規制を理解する。 １）医薬品を分類できる。
２）毒薬と劇薬および麻薬等の
表示と保管を説明できる。
３）日本薬局方を説明できる。

授業前に教科書、
配布資料をよく読
む（30分）。授業後
は配布資料等で確
認する（60分）。

1.5時間

C-6-1）-①
C-6-1）-②
C-6-1）-③

第65回 12/23(金) 1時限 生化

病理
中尾

2時限12/20(火)第61回

炎症を理解する。

免疫異常を理解する。

炎症の定義と機序、滲出性炎と
肉芽腫性炎の種類と病理組織
学的特徴および経時的変化、
炎症細胞と機能を理解する。

教科書（はじめの
一歩の病理学）
（P.41〜59）（要説
病理学総論）（P.76
〜97）を読んでおく
こと。

教科書（はじめの
一歩の病理学）
（P.60〜82）（要説
病理学総論）
（P.101〜107）を読
んでおくこと。

アレルギー、自己免疫疾患、免
疫不全症の機序と種類を理解
する。

1

C-5-5）-①
C-5-5）-②
C-5-5）-③
C-5-5）-④
C-4-2）-⑥



硬組織の石灰化機構を理解す
る。

硬組織の成分と石灰化の機序
を説明できる。

骨と軟骨の組織構造とその構成
および骨・軟骨形成に関わる因
子を理解する。

骨と軟骨の組織構造と構成する
細胞を説明でき、骨・軟骨形成
に関わる因子の作用を説明でき
る。

骨の形成とモデリングの機序を
理解する。

骨の形成（軟骨内骨化と膜内骨
化）と、リモデリングの機序およ
び破骨細胞の関与を中心とした
調節機構を説明できる。

ホルモン、サイトカインを中心と
したシグナル伝達機構を理解す
る。

ホルモン、サイトカインの種類と
作用および、シグナル伝達機構
を説明できる。

炎症に関わる因子を理解する。 炎症のケミカルメディエーターを
列挙し、産生機序、作用、シグ
ナル伝達機構を説明できる。

血液の構成要素を理解する。 血液の構成要素を列挙し説明
できる。

止血、血液凝固及び線溶の機
序を理解する。

止血、血液凝固及び線溶の機
序を概説できる。

生化学検査の目的と意義を説
明できる。

診断に必要な生化学検査項目
を列挙できる。

各臓器における疾患に特有な
検査項目を説明できる。

生化学検査結果と疾患の関係
を説明できる。

遺伝子工学技術を理解する。 遺伝子解析や遺伝子工学技術
を説明でき、検査への応用例を
概説できる。

幹細胞を応用した再生医療を
理解する。

多能性幹細胞と基本的な発生
学的技術を概説できる。

第67回 12/26(月) 1時限

小テスト2②

第68回 12/26(月) 2時限
修復
清水

窩洞について理解する。
修復方法について理解する。

1）分類、窩洞各部の名称、窩洞
の条件について記述できる。
2）修復材料の所要条件、修復
法の種類とその特徴、適応につ
いて記述できる。
3）修復物の形態と面の性質に
ついて記述できる。
4）修復の前準備（除痛法、隔
壁法、術野隔離法、歯肉排除
法、歯間分離法）について記述
できる。

講義および問題演
習で理解していな
かった部分は、教
科書で確認してお
くこと。

１時間

E-3-3）-(1)-⑥
E-3-3)-(1)-③
E-3-3）-(3)-④

D-1-①

2

C-3-4)-(4)-④
C-3-4)-(4)-⑦

E-1-3）-①
E-1-3）-②
E-1-3）-④
E-1-3）-⑤
C-2-2）-⑤
C-3-2）-②

第65回 12/23(金) 1時限 生化

第66回 12/23(金) 2時限 生化

該当範囲の練習問
題をムードルにアッ
プしておくので、ま
とめノートの内容と
照らし合わせなが
ら実施しておくこ
と。また、実施時に
はキーワードと選
択肢の復習も同時
に行っておくこと。

生化学検査を理解する。

該当範囲の練習問
題をムードルにアッ
プしておくので、ま
とめノートの内容と
照らし合わせなが
ら実施しておくこ
と。また、実施時に
はキーワードと選
択肢の復習も同時
に行っておくこと。

2

C-3-4）-(2)-⑤
C-3-4）-(2)-③
C-3-4）-(2)-④
C-3-4)-(9)-①

C-5-5）-①



第70回 12/28(水)
3時限
4時限

小テスト3①

第71回 1/13(金)
3時限
4時限

小テスト3②

2時限12/27(火)第69回

腫瘍を理解する。 腫瘍の定義、病因、異型性、良
性腫瘍と悪性腫瘍の違い、上皮
性腫瘍と非上皮性腫瘍の違い、
浸潤性増殖、転移を理解する。

教科書（はじめの
一歩の病理学）
（P.144〜166）（要
説病理学総論）
（P.108〜147）を読
んでおくこと。

1

C-5-6）-①
C-5-6）-②
C-5-6）-③
C-5-6）-④
C-5-6）-⑤
C-5-6）-⑥

病理
中尾
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