
⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

⼝腔保健学科1年⽣

シラバス2022



⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 210101

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 101010

担当教員 神 光⼀郎,�荒井 昌海,�柿本 和俊,�和唐 雅博,�今井 弘⼀

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科, ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔⼯学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

10101 1○ 4◎ 1○ 4◎ ⻭科医師

授業概要

本授業では、学⽣が⻭科衛⽣⼠と⻭科技⼯⼠の役割を認識し、これから始まる4年間の学習の⼼構えについて理解する。また、⻭科医療従事者の⼀員として学⽣
⾃⾝が⽬指すべき⽅向性について、最新の情報や知識を習得するとともに、⾼齢社会における⻭科保健医療の役割とは何か、また⽣涯を通じた⼝腔ならびに全

⾝の健康を実践するために何が必要であるかを考える場とする。�
本授業は、5名の教員によるオムニバス形式により、⾯接授業で実施する。

到達⽬標

1 ⻭科保健医療の変遷を説明できる。

2 ⻭科保健医療の変遷を説明できる。

3 ⻭科衛⽣⼠の活動の場と業務内容を説明できる。

4 ⻭科衛⽣⼠の活動の場と業務内容を説明できる。

5 ⻭科衛⽣⼠、⻭科技⼯⼠が置かれている状況を理解し、将来の⻭科衛⽣⼠、⻭科技⼯⼠像について概説できる。

6 ⻭科保健医療に影響を与える社会環境要因について説明できる。

7 ⼝腔状況と全⾝の健康との関連について説明できる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

8

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

【⾯接授業】⻭科保健医療の変遷と現状 （今井 弘⼀ 先⽣）

1）⻭科保健医療の歴史・変遷の概説�
2）⻭科保健医療の現状についての概説�
3）⾼齢社会における⻭科保健医療の役割とは

2

【⾯接授業】⻭科専⾨職の役割とは （今井 弘⼀ 先⽣）

1）⻭科衛⽣⼠の業務内容について�
2）⻭科技⼯⼠の業務内容について�
3）その他⻭科医療スタッフの業務内容について

3

【⾯接授業】⻭科医療の⽬的と⻭科衛⽣⼠、⻭科技⼯⼠ （荒井 昌海 先⽣）

1）⻭科医療の⽬的とは（患者さんの⽴場から）�
2）診療現場における⻭科医療とは�
3）診療現場における⻭科医師、⻭科衛⽣⼠、⻭科技⼯⼠の連携（チーム医療）

4

【⾯接授業】新たな⻭科医療の展開 （荒井 昌海 先⽣）

1）デジタル・デンティストリーに基づく診療・⻭科技⼯�
2）今後の新たな⻭科医療の可能性�
3）⻭科専⾨職に求められる知識・技術

5

【⾯接授業】⻭科保健医療を取り巻く社会環境とその影響 （神 光⼀郎）�

1）今、⽇本では何が起こっているのか�
2）少⼦⾼齢社会がもたらす影響�
3）平均寿命と健康寿命�
4）少⼦⾼齢社会と社会保障

6

【⾯接授業】⻭科保健医療の動向 （神 光⼀郎）�

1）⻭科医療機関数、⻭科医療従事者数�
2）⻭科疾患罹患状況の変化�
3）⾼齢者の⼝腔内の現状�
4）国⺠の⼝腔内有訴状況と⻭科通院⾏動

7

�【⾯接授業】⻭科衛⽣⼠、⻭科技⼯⼠のあるべき姿とは （和唐 雅博 先⽣）

1）資格の種類と業務独占資格の意味�
2）医療関連職種資格の法的位置づけの⽐較�
3）⻭科衛⽣⼠資格，⻭科技⼯⼠資格の現在の枠組み

医療保健学概論
更新⽇：2021/11/10�09:15:11
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

8

【⾯接授業】⻭科保健医療のあるべき姿とは （柿本 和俊 先⽣）�

1）⻭科医療の成り⽴ち経緯ー医⻭⼀元論・⼆元論について�
2）これからの⻭科保健医療の⽅向性について�
3）⼝腔保健学・⼝腔⼯学の課題

成績評価の⽅法

学習の形成的効果を上げるため、授業中に⼝頭試問あるいはディスカッション等を随時取り⼊れる。（授業形式や授業内での態度評価は担当教員によりな

る。）�
なお、総合評価は授業範囲から出題した課題に対するレポートにより⾏うこととし、その評価はルーブリックにより⾏う。評価基準は、レポート100％とする。

教科書

テキストは特に指定せず、必要に応じて配付資料あるいは板書、動画等により授業を⾏う。

授業外学修（予習・復習）

事前学習は特に必要としないが、5名の教員から提⽰された課題や問題意識、メッセージ等について、授業時間中に⾃⾝で理解するように努め、⾃⼰の考えや意
⾒にしっかりと反映できるよう、⼗分に事後学習をしておくこと（⽬安時間：約10分）。

その他

参考資料 参考資料は特に指定せず、配付資料あるいは板書、動画等により授業を⾏う。

受講⽣への要望等

本授業は、これからの4年間の学習の⼼構えを理解し、⻭科保健医療専⾨職として必要な知識や技能を学ぶための、最初の授業
となります。�
5名の経験豊富な教員がオムニバス形式で授業しますので、各先⽣が学⽣の皆さんに伝えたい内容やメッセージを聞き逃さずし
っかりと理解し、⻭科衛⽣⼠、⻭科技⼯⼠としての第⼀歩を踏み出してください。

授業の質問対応、連絡先 質問対応は、オフィスアワーの際に医療保健学部の教員室に来るか、授業⽤SNS「melly」で随時⾏う。
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 210102

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 101020

担当教員
和唐 雅博,�藤⽥ 暁,�⼭中 武志,�前岨 亜優⼦,�中塚 美智⼦,�三宅 晃⼦,�⾸藤 崇裕,�橋本 正則,�元根 正晴,�梶 貢三⼦,�⽷⽥ 昌
隆,�寺島 雅⼦,�⽯川 由美,�尾形 祐⼰

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科, ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔⼯学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

10102 2○ H1◎  2○ E4◎  ⻭科医師・⻭科技⼯⼠・⻭科衛⽣⼠

授業概要

医療保健学部に⼊学して間もない学⽣が、早期に⻭科医療を⾏うとき使⽤されている材料や機器を⽤い体験することによって、⾃⾝が⽬標とする⻭科医療職

の職務を体験的に知る。また、⻭科医学，⻭科技⼯⼠および⻭科衛⽣⼠の仕事について学び⻭科医療に関する知識のない学⽣に⻭科医療とはを学び、この科⽬

の実施で⻭科医療に関する関⼼を⾼め、その後の学習への動機付けとする。

到達⽬標

1 早期臨床体験学習を通じて⼝腔保健に関する知識、技能及び技術に対して、科学的探求⼼と向上⼼を養うことができる。

2 印象・⽯膏模型製作⽅法を説明できる。

3 ファントム・チェアーの操作⽅法を説明できる。

4 ⻭科技⼯⼠の仕事、⻭科衛⽣⼠の仕事ならびに⼩児⻭科学について説明できる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

9 6

遠隔
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

0

授業計画

1
【講義】早期臨床体験学習の概要の説明と牧野学舎を案内する。【和唐】

早期臨床体験学習にあたってのオリエンテーションを⾏い、牧野学舎における実習室等について案内する。

2
【講義】ビデオによる附属病院を説明する。【和唐】

附属病院の各診療科について説明する。

3
【講義】医療制度について学ぶ。【神】

医療制度について説明する。

4
【講義】細菌学を学ぶ。【⼭中】

細菌学について説明する。

5
【講義】⼝腔リハビリテーショ学を学ぶ。【⽷⽥】

⼝腔リハビリテーションの内容を説明する。

6
【講義】隣接医学について学ぶ。【元根】

隣接医学について説明する。

7

【実習】グループに分かれて、体験実習を⾏う。【和唐、橋本、元根、神、中塚、⼭中、梶、前岨、寺島、藤⽥、⾸藤、三宅】

3班のグループに分かれて、3号館にて指の印象と⽯膏模型製作等、2号館チェアー実習室にてチェアー操作⽅法と接遇の仕⽅等、ファントム実習室
にてブラッシング⽅法と⼝腔内の視診⽅法についての説明等の体験実習を⾏う。

8

【実習】グループに分かれて、体験実習を⾏う。【和唐、橋本、元根、神、中塚、⼭中、梶、前岨、寺島、藤⽥、⾸藤、三宅】

3班のグループに分かれて、3号館にて指の印象と⽯膏模型製作等、2号館チェアー実習室にてチェアー操作⽅法と接遇の仕⽅等、ファントム実習室
にてブラッシング⽅法と⼝腔内の視診⽅法についての説明等の体験実習を⾏う。

9

【実習】グループに分かれて、体験実習を⾏う。【和唐、橋本、元根、神、中塚、⼭中、梶、⽯川、前岨、寺島、藤⽥、⾸藤、三宅】

3班のグループに分かれて、3号館にて指の印象と⽯膏模型製作等、2号館チェアー実習室にてチェアー操作⽅法と接遇の仕⽅等、ファントム実習室
にてブラッシング⽅法と⼝腔内の視診⽅法についての説明等の体験実習を⾏う。

10

【実習】グループに分かれて、体験実習を⾏う。【和唐、橋本、元根、神、中塚、⼭中、梶、⽯川、前岨、寺島、藤⽥、⾸藤、三宅】

3班のグループに分かれて、3号館にて指の印象と⽯膏模型製作等、2号館チェアー実習室にてチェアー操作⽅法と接遇の仕⽅等、ファントム実習室
にてブラッシング⽅法と⼝腔内の視診⽅法についての説明等の体験実習を⾏う。

11

【実習】グループに分かれて、体験実習を⾏う。【和唐、橋本、元根、神、中塚、⼭中、梶、⽯川、前岨、寺島、藤⽥、⾸藤、三宅】

3班のグループに分かれて、3号館にて指の印象と⽯膏模型製作等、2号館チェアー実習室にてチェアー操作⽅法と接遇の仕⽅等、ファントム実習室
にてブラッシング⽅法と⼝腔内の視診⽅法についての説明等の体験実習を⾏う。

12

【実習】グループに分かれて、体験実習を⾏う。【和唐、橋本、元根、神、中塚、⼭中、梶、⽯川、前岨、寺島、藤⽥、⾸藤、三宅】

3班のグループに分かれて、3号館にて指の印象と⽯膏模型製作等、2号館チェアー実習室にてチェアー操作⽅法と接遇の仕⽅等、ファントム実習室
にてブラッシング⽅法と⼝腔内の視診⽅法についての説明等の体験実習を⾏う。

13
【講義】⻭科衛⽣⼠の仕事を学ぶ。【梶】

⻭科衛⽣⼠の仕事を説明する。 

早期臨床体験学習
更新⽇：2021/11/04�13:24:29
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2022/04/08

14

【講義】⻭科技⼯⼠の仕事を学ぶ。【藤⽥】

⻭科技⼯⼠の仕事を説明する。                                                    

                 

15
【講義】⼩児⻭科について学ぶ。【橋本】

⼩児⻭科について説明する。

成績評価の⽅法

1.�学習・接遇態度�
2.�体験学習レポート（講義で⾏ったこと）�

上記1〜2についてそれぞれA〜Eの５段階で評価する。評価割合はすべての項⽬で100％とし、その総合評価を⾏う。

教科書

早期臨床体験学習の⼿引きをオリエンテーション時に配布する。

授業外学修（予習・復習）

早期臨床体験学習を⾏うにあたってオリエンテーションを実施する。オリエンテーションの内容をよく復習し学習に臨むこと。(約30分）

その他

参考資料

「⼈は⾒た⽬が9割」 佐藤綾⼦ 新潮社�
「⼼のふれあう患者接遇」 ⽯井良⼦､⽯井美奈⼦ 医学書院�
「外来でのコミュニケーション技法」 飯島克⼰ ⽇本醫事新報社

受講⽣への要望等

本年度の早期臨床体験学習は，講義室で講義形式およびグループ分けを⾏っての体験実習にて⾏います。�
・時間を厳守すること。�
その他、守るべき留意点については、オリエンテーション時に伝達します。

授業の質問対応、連絡先
学習中の質問等については、担当教員に直接聞いてください。�
その他の連絡先については、早期臨床体験学習で使⽤する⼿引きに記載します。
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 210103

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 101030

担当教員 樫 則章,�⾚川 安正

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科, ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔⼯学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

10103 2◎ 2◎

授業概要

現代医療を担う医療従事者の⼀員として⾝につけるべき倫理規範の正しい理解及び修得を授業⽬的とする。20世紀半ば以降、伝統的な医の倫理に代わる新しい
医の倫理が求められるようになった背景について概説した後、⻭科医療従事者としての職業倫理、患者の権利の尊重と感情⾯への配慮による患者本位の医療実

践、⽣と死に関わる倫理的問題、先端医療に関わる倫理的問題について講義し、医療の倫理的問題について⾃ら考えることができるようにする。

到達⽬標

1 伝統的な医の倫理から現代の医療倫理学への転換について概説できる。

2 ⻭科医療従事者としての職業倫理について説明できる。

3 患者本位の⻭科医療を実践するために患者の権利の尊重と感情⾯への配慮が重要であることを説明できる。

4 ⽣と死に関わる倫理的問題について概説できる。

5 先端医療の倫理的問題について概説できる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

10

遠隔
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

0

授業計画

1

【⾯接講義】現代社会と医療（樫�則章）

20世紀半ば以降、伝統的な医の倫理に代わる新しい医の倫理が求められるようになった背景、今⽇求められている医療のあり⽅について講義する。
授業後、各回の到達⽬標と４択問題を毎回20分〜30分かけて必ず復習すること。�

2
【⾯接講義】患者の権利（樫�則章）

患者の権利について講義する。授業後、各回の到達⽬標と４択問題を毎回20分〜30分かけて必ず復習すること。�

3
【⾯接講義】インフォームドコンセント（樫�則章）

インフォームドコンセントの歴史、定義、実際について講義する。授業後、各回の到達⽬標と４択問題を毎回20分〜30分かけて必ず復習すること。�

4
【⾯接講義】医学研究の倫理（樫�則章）

医学研究の倫理について講義する。授業後、各回の到達⽬標と４択問題を毎回20分〜30分かけて必ず復習すること。�

5

【⾯接講義】⽣命維持治療の拒否と差控え（樫�則章）

患者本⼈による⽣命維持治療の拒否と、患者以外の者による⽣命維持治療の差控えの決定について講義する。授業後、各回の到達⽬標と４択問題を

毎回20分〜30分かけて必ず復習すること。�

6
【⾯接講義】安楽死（樫�則章）

安楽死の現状について講義する。授業後、各回の到達⽬標と４択問題を毎回20分〜30分かけて必ず復習すること。�

7
【⾯接講義】⼈⼯妊娠中絶（樫�則章）

⼈⼯妊娠中絶の法律と倫理について講義する。授業後、各回の到達⽬標と４択問題を毎回20分〜30分かけて必ず復習すること。�

8
【⾯接講義】⽣命の「選別」（樫�則章）

新⽣児、胎児及び胚の選別の現状と倫理について講義する。授業後、各回の到達⽬標と４択問題を毎回20分〜30分かけて必ず復習すること。�

9
【⾯接講義】⻭科医療の医療倫理（⾚川�安正）

⻭科医療の医療倫理について講義する。

10
【⾯接講義】グループ討論（⾚川�安正）

⻭科医療現場で起こる医療倫理の問題についてケーススタディを通して講義・演習する。

成績評価の⽅法

第１〜８回は科⽬試験で評価し、第９・10回⽬は講義後の提出レポートで評価する。�
・科⽬試験�80％�
・レポート�20％

教科書

教科書は特に指定せず、各回プリントを配布し、パワーポイントを使⽤して授業を⾏う。

授業外学修（予習・復習）

各回ごとに詳細な到達⽬標と４択問題を提⽰しているので、授業後、必ずそれらについて毎回20分〜30分かけて復習すること。

医療倫理学
更新⽇：2022/01/13�14:18:31
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

その他

参考資料

「⽣命倫理と医療倫理」第４版 伏⽊信次・樫�則章・霜⽥�求編著 ⾦芳堂 2020�
ISBN-10:4765318168�
ISBN-13:978-4765318167��
「⻭科医療倫理」第２版�第８刷 最新⻭科衛⽣⼠教本 樫�則章ほか 医⻭薬出版 2022�
ISBN-10:4263428374�
ISBN-13:978-4263428375�

受講⽣への要望等 ⽇ごろから新聞やネットで医療に関わる様々な問題についてチェックしておくこと。

授業の質問対応、連絡先 オフィスアワー：各回の授業後。
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 210104

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 101040

担当教員 中塚 美智⼦,�神 光⼀郎,�濱島 淑惠,�⼭中 武志,�⽶澤 美保⼦,�芦⽥ 麗⼦,�藤⽥ 暁,�尾形 祐⼰,�⾸藤 崇裕

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科, ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔⼯学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

10104 1◎ H1○ 1◎ E1○
⻭科医師、⻭科衛⽣⼠、⻭科技⼯⼠、

社会福祉⼠、看護師

授業概要

⼤学⽣活は⾼校までとは⼤きく異なり、⾃分で考え、判断して動いていくようになります。また、本学では臨床実習があり、学⽣のうちから医療現場や福祉現場

に出ることから、早い段階から礼儀やマナーを⾝につけ、社会に出る準備をせねばなりません。�
本科⽬では1年⽣のうちから⾃分⾃⾝を⾒つめ、将来⾃分がどのような社会⼈、また医療⼈を⽬指すのかを考えていくとともに、今後の⽣活で取り組むべき⾃分
の課題を⾒つけます。�
⼤学、また社会で必要になる「知識・技能」、「思考⼒・判断⼒・表現⼒」、「主体性を持って多様な⼈々と協働して学ぶ態度」を⾝につけ、そのうえで医療

⼈、社会⼈としてのキャリアデザインが構築できることを⽬標にします。

到達⽬標

1 現在の⽇本の医療や社会について意⾒を述べたり、⽂章などで表現したりすることができる。

2 ⼤学、また社会で必要になる「知識・技能」を⾝につけることができる。

3 ⼤学、また社会で必要になる「思考⼒・判断⼒・表現⼒」を⾝につけることができる。

4 ⼤学、また社会で必要になる「主体性を持って多様な⼈々と協働して学ぶ態度」を⾝につけることができる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

8

遠隔
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

0

授業計画

1

【⾯接講義】⼤学で⾝につけることは何だろう

⼤学とはどういうところか知ったうえで、⼤学⽣活は⾼校までとは何が異なるかを考え、グループでシェアリングする。医療系、医療系⼤学とはど

のようなところかを知り、医療⼈になるために⼤学や学⽣⽣活の中で何を学び、何を⾝につけていかなければならないかを考え、⽂章で表現する。

2
【⾯接講義】コミュニケーション上⼿な医療⼈になろう①

将来社会⼈および医療⼈として必要な挨拶、正しい敬語の使⽤および礼儀、傾聴について、グループでロールプレイを通して学ぶ。

3

【⾯接講義】コミュニケーション上⼿な医療⼈になろう②

相⼿の気持ちをしっかり考えながら、⾃分の気持ちや考え、信念をその場にふさわしい⽅法で表現するアサーションについて、ロールプレイを通し

て学ぶ。

4

【⾯接講義】⾃分を相⼿に分かりやすく伝えよう①

⽂の構造、⽂章を書く上での基本⽂法と注意点について学ぶ。⾃分の価値観、やりたいこと、好きなこと、得意なことなどについて、グループで話

し合いながら探索し、⾃⼰PR⽂を作成する。

5

【⾯接講義】医療業界、⻭科医療業界とはどのような�ところ？

現役⻭科衛⽣⼠または⻭科技⼯⼠の話を聴き（卒業⽣など、臨床、企業）、医療および⻭科医療とはどういうものか、医療⼈にとって必要なものは

何かをグループでディスカッションする。また⻭科衛⽣⼠や⻭科技⼯⼠にどのような素質や適性が必要か、根拠を挙げてグループ内で説明する。

6

【⾯接講義】⾃分を相⼿に分かりやすく伝えよう②

⼈⽣設計について各⾃考え、グループでシェアリングし、そのような⾃分になるために今後どういったことを⾝につけていく必要があるかを、根拠

を⽰しつつ⽂章で表現する。

7
【⾯接講義】社会⼈はどのような仕事をしているだろう

さまざまな業界で働いている、家族や親戚以外の社会⼈にインタビューした内容をグループでシェアし、代表者が発表する。

8
【⾯接講義】世の中の気になることについて話し合おう

与えられた医療及び福祉問題について、グループ内で役割を決めて制限時間内でディスカッションし、根拠を⽰しつつ発表する。

成績評価の⽅法

レポート（作⽂）60％、発表内容30％、受講態度（積極性など）10％で総合的に評価します。

教科書

なし�
必要に応じ、適宜資料を配付します。

授業外学修（予習・復習）

毎回講義後にテーマに基づいた⽂章を書き、提出します（30分）。

医療⼈キャリア形成論
更新⽇：2021/12/05�14:41:09
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

その他

参考資料
まんがでわかる�LIFE�SHIFT� 星井博⽂他著 東洋経済新報社�
その他必要に応じて指⽰、また資料などを適宜配布します。

受講⽣への要望等

⾃分の⼈⽣を他⼈に決めてもらうことがないよう、⼤学⽣活を過ごす中で常に⾃分で考えることを意識しましょう。また、⾃

分の意⾒を、根拠を挙げて⾔葉や⽂章で的確に表現できるようになりましょう。�
第7回で、各⾃社会⼈に職業インタビューした内容を発表します。準備を進めておきましょう。

授業の質問対応、連絡先

質問対応は下記の通り⾏います。�
・授業⽤SNS（Melly）で予約し、対⾯で実施�
平⽇7:30-19:30に予約したい旨連絡、⽇時を決め担当教員の研究室に来室、対⾯で実施
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 210201

学年 1,�2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 102010

担当教員 ⼤澤 茂男

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科, ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔⼯学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

10201 1○ 5◎ H3○ 1○ 5◎ E4○ ⼤阪⻘⼭⼤学、⽶⼦⾼専

授業概要

⽇本語の⽂章を扱う⼒（表現⼒・理解⼒）を⾼めるためのトレーニングを中⼼に進めていく科⽬です。�
⽂章の表現⼒を⾼めるためには、まずは「書くこと」の実践とその振り返りが重要です。授業のなかで、実際に⽂章を書き、受講者が相互に・あるいは⾃分⾃

⾝で推敲し加筆修正するといった実践（⼀部にペアワーク・グループワークを取り⼊れる形式）を何回か重ねていきます。�
⽂章の理解⼒については、受講者の専攻分野に関連するエッセイなどを⽤いて、読解スキルの向上をはかるための簡単な演習を⾏います。�
また、⽇本語の⽂法や⽂の構造について、教員⾃作のドリル教材を⽤いて理解を深めていきます。�

到達⽬標

1 ⽂章を読んで、内容を的確に理解できるスキルを⾝につける。

2 ⾃⾝の考えや思いを適切に⽂章に表すスキルを⾝につける。

3 ⽂章の読み書きに⽇ごろから親しむ態度を養う。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

8

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

【講義】科⽬概要を理解し、「⾃⼰PR⽂」を作成する

本科⽬の到達⽬標を確認し、全8回の授業の流れを把握します。その後、⾃⾝の進路を意識した「⾃⼰PR⽂」（600字程度）を作成し、提出します。�
 

2

【講義】⽂章のパーツを理解する

⽂章とは「⽂」の連結体であり、「⽂」は「語」「語句」の集積体であることを理解します。特に分かりやすい⼀⽂⼀⽂を仕⽴てるためのポイント

について、演習問題に取り組みながら理解を深めます。�
 

3

【講義】書き⼿の意図を理解する

書かれている事柄や書き⼿の思いを的確につかむスキルを向上させるため、受講者の興味関⼼が向きやすい⽂章を読み、設問に取り組んでいきま

す。また、前時の課題を活⽤したグループワークにも取り組みます。

4

【講義】⽂章の構成を考える

いくつかのテーマから⼀つを選び、シンプルな「三段構成」の⽂章を仕⽴てる実践を⾏います。「三段構成」とは「序論ー本論ー結論」という形で

すが、よりシンプルに「はじめーなかーおわり」ととらえ、簡単な構成表を作成してから⽂章作成を⾏います。

5

【講義】⽂章を要約する

⽐較的短い解説⽂や論説⽂を素材として、⽂章の要約を実践します。「分析読み」という簡単な⼿法を⽤いて要約⽂を作成します。�
 

6

【講義】説明⽂を書く

グラフや表、図解化された資料をもとに、それらを総合しつつ分かりやすく伝えるための説明的⽂章を作成します。�
 

7

【講義】意⾒⽂を書く

医療分野に関連するエッセイを何編か読み、そのうちの⼀つを題材とした意⾒⽂（読んだ⽂章の主題に関わる⾃⾝の意⾒を明確に表明する⽂章）を

作成します。

8

【講義】ふたたび、「⾃⼰PR⽂」を書く

前回までの各回の学びをふりかえり、各⼈が⾝につけられたこと、さらに⾝につけるべきことなどをグループ内で表明し合い、代表者が発表する形

で共有します。その後、第1回の授業で作成した「⾃⼰PR⽂」のリニューアル版を作成します。

成績評価の⽅法

1)�授業内に作成する⽂章課題（25％）�
2)�授業内で作成するワークシート（25％）�
3)�本試験（設問回答および⽂章作成）（50％）�

上記の1)、2)については点検後にポイントを付して返却します（紙媒体の場合は直接返却、電⼦媒体の場合はＡポータルから添付返却）。

教科書

なし。教員から講義内で扱う⽂章のプリントや⾃作のワークシートが配付されます。

⽂章表現
更新⽇：2021/10/22�09:08:30
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

授業外学修（予習・復習）

授業に臨む前に、Aポータルから配信されるメッセージを必ず読んでください。扱う資料の⼀部が添付配信され、あらかじめ⾏っておくべき学修が指⽰される
場合があります。また、授業終了時にも次の回に向けた準備を指⽰する場合がありますので、それらに対応するための時間（各回概ね１〜２時間程度）を授業外

で確保しておいてください。�
例えば、第1回の「『⾃⼰ＰＲ⽂』を作成する」について、「⾃⼰ＰＲ⽂に盛り込む⾃分⾃⾝の⻑所やアピールポイントを３つ考え、添付したワークシートに
書いてきてください」といったものです（詳細は初回授業でのガイダンス時にお伝えします）。

その他

参考資料

〇藤吉�豊,�⼩川�真理⼦『「⽂章術のベストセラー100冊」のポイントを1冊にまとめてみた。』⽇経ＢＰ 2021 ISBN-13・9
78-4822289065�
〇中村 明『⽂章を彩る�表現技法の辞典』東京堂出版�2020 ISBN-13・978-4490109146�
〇⽯黒�圭『論⽂・レポートの基本』⽇本実業出版社�2012 ISBN-13・978-4534049278�
〇瀬⼾�賢⼀『⽇本語のレトリック:�⽂章表現の技法�(岩波ジュニア新書)』岩波書店�2002 ISBN-13・978-4005004188�
など．�
（これ以外の資料については授業時に各回のテーマに合わせて追加紹介します。）�

受講⽣への要望等

この授業では、ほぼ毎回なにかを〝書く〟ことを課していきます。「書く」スキルを⾼めるためには、「書く」しかない、と

⼼得てください。また、ペアやグループでのワークを課す場合がありますので、こちらの指⽰を踏まえながら、積極的に参加

するよう⼼がけてください。

授業の質問対応、連絡先
直接の質問や要望は、下記宛のメールを活⽤してください。�
s-oosawa@osaka-aoyama.ac.jp（本務校のメールアドレスです）
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 210202

学年 1,�2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 102020

担当教員 森 淳秀

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科, ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔⼯学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

10202 1◎ 5○ 1◎ 5○

授業概要

データを集め、要約したり、分析したりする統計学の⼿法を学ぶ。講義を通して概念について知るだけでなく、ICTを活⽤してみずから課題に取り組むことによ
り、実際に使える知識を⾝につける。課題は毎回の講義から１週間以内に完成させる。

到達⽬標

1 みずからデータを集めて要約することにより、図表を⽤いたプレゼンテーションを⾏うことができる。

2 疫学研究で⽤いられる様々な統計学的⼿法を⻭科医療の問題に適⽤することができる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

遠隔
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

8

授業計画

1

【講義】情報と根拠

⾼校までに学んだことを駆使して、様々なデータを加⼯して情報にすることができる。様々な情報について、誰が誰に何のために発信したものかを

調べることができる。根拠と意⾒の区別ができる。⼈間の集団を対象とする臨床的根拠と動物実験などの⾮臨床的根拠の区別ができる。EBMを説明
することができる。

2

【講義】因果関係

要因（曝露）と症例（罹患）の区別および時間的な順序づけができる。RRとORを⽤いてそれらの関連の強さを調べることができる。関連の特異性や
整合性を確認することができる。記述疫学・分析疫学・介⼊研究の違いについて説明することができる。コホート研究と患者対照研究の違いを説明

することができる。各種研究の根拠の⽔準を序列化できる。

3

【講義】データ収集と記述統計

DMFT指数の計算ができる。地域フッ素症指数（CFI）の計算ができる。リッカード尺度の計算ができる。系統抽出法と多段階抽出法の違いを説明で
きる。層化抽出法について説明できる。様々なデータを尺度⽔準によって分類できる。データを要約する代表値を求め、図表を⽤いたプレゼンテー

ションを⾏うことができる。

4

【講義】平均の推定

平均の区間推定ができる。エラーバーのある平均の棒グラフと、標準偏差が付記された平均の棒グラフとを区別し、適切な棒グラフによってプレゼ

ンテーションを⾏うことができる。前後⽐較における対応のある差の平均に関するペアｔ検定ができる。「降圧剤の効果」などの具体的な問題を解

くことができる。

5

【講義】差の検定

表計算ソフトを利⽤して（対応のない）2群の平均の差に関するウエルチのｔ検定ができる。２群の中央値の差に関するマン・ホイットニーのＵ検
定、対応のある差に関するウィルコクソンの符号順位検定、等分散3群の平均の⾮⼀様性に関するF検定、3群の中央値の差に関するクラスカル・ウ
ォリス検定について、それぞれ説明することができる。

6

【講義】⽐率の推定と独⽴性検定

⽐率の区間推定ができる。⽐率のZ検定と⽐率の差のZ検定について説明することができる。⾃由度１の独⽴性カイ⼆乗検定ができる。「予防接種と
罹患者数」などの具体的な問題を解くことができる。サンプルサイズが⼩さい場合のフィッシャーの正確確率検定、⾃由度の⾼い場合の独⽴性検

定、モデルがある場合の適合度検定について、それぞれ説明することができる。

7

【講義】回帰と相関

散布図を⽤いたプレゼンテーションを⾏うことができる。散布図に引かれた回帰直線について説明することができる。散布図からピアソンの相関係

数のおよその値を読み取ることができる。スピアマンの順序相関係数について説明することができる。

8

【講義】重回帰とロジスティック関数

交絡バイアスと交絡因⼦について説明することができる。層化による交絡因⼦の特定ができる。重回帰分析による交絡バイアスの評価ができる。ロ

ジスティック重回帰分析について説明することができる。スクリーニングにおけるROC曲線について説明することができる。

成績評価の⽅法

・ICTを活⽤した課題：各回5％を8回：計40%�
・科⽬試験60％�

毎回の授業中に指定された課題を１週間以内に提出する。課題に正解するには授業をきちんと受けたうえで40分程度の試⾏錯誤が必要となる。正解以外の提出
は認めない。期限を過ぎて提出しても評価されないが、科⽬試験には類似問題が出題されるので、期限を過ぎても正解する必要がある。

教科書

統計学
更新⽇：2021/11/04�15:41:47
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

保健情報統計学∕最新⻭科衛⽣⼠教本 ⻭・⼝腔の健康と予防に関わる⼈間と社会の仕組み３∕全国⻭科衛⽣⼠教育協議会監修∕2011年∕医⻭薬出版株式会社
∕ISBN�978-4-263-42817-7�

授業外学修（予習・復習）

毎回ICTを活⽤した課題に取り組むことによって予習と復習を⾏うことができる（⽬安時間：40分程度）。また数量的リテラシーを強化したい⼈が⾃主的に参考
資料を活⽤することを想定し、あわせて学修するとよい箇所を授業中に指⽰する（任意）。

その他

参考資料 医療系を志す⼈のための基礎数学―微積分から統計学へ―∕森淳秀∕2020年∕共⽴出版∕ISBN�978-4-320-06194-1

受講⽣への要望等
教科書は授業を受けるときに必要である。課題にも教科書を⽤いた予習が含まれる。参考資料は授業で使⽤しないが、学修す

べき箇所を授業中に指⽰する（⻭学部の数学の教科書なので、⾃習だけでなく交流にも役⽴つだろう）。

授業の質問対応、連絡先 mellyを利⽤して質問すること。普段は楠葉学舎１号館４階の数学研究室にいるので、直接質問することもできる。
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 210203

学年 1,�2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 102030

担当教員 梶原 佳⼦

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科, ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔⼯学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

10203 1○ 2◎  1○ 2◎  なし

授業概要

⼼理学の扱う分野は多岐にわたり，教育・発達から組織・産業など各年代・職場ごとに特有の⼼理的問題点が存在する。これら多様な分野において、共通して

⼈々の関⼼を集め問題となる事項に、⼈間関係の⼼理がある。⼼理学Ⅰでは、⼈間関係をテーマとした⼼理学の理論と知⾒について、友⼈関係や家族関係、性

格や⾃⼰概念と⼈間関係との関連、⾃⼰開⽰、⼈間関係の⽂化的特徴、リーダーシップや説得的コミュニケーション、集団⼼理などを学ぶことで、⼈間理解と⾃

⼰理解を深める。

到達⽬標

1 ⼼理学における⼈間関係に関わる分野の研究と理論について理解できる

2 友⼈や家族などの⾝近な⼈間関係の⼼理とコミュニケーションの特徴について説明できる

3 集団、リーダーシップや態度変容などの社会⼼理学の理論について説明できる

授業形態（コマ数カウント）

⾯接 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

遠隔
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

8

授業計画

1

【オンデマンド講義】⼈間関係はどのようにつくられるか

⼈間関係がつくられる際に起こりやすい初期の対⼈認知である印象形成と、きっかけとなりやすい要因としての対⼈魅⼒について理解する。学習⽬

標は以下のとおりである。�
１．印象形成について理解し説明できる。�
２．対⼈認知について理解し説明できる。�
３．対⼈魅⼒について理解し説明できる。�
【予習】授業計画のテーマに対応したテキストの章を読む（第１章、第２章）（⽬安時間：約４０分）�
【復習】課題の⼩テストに回答して、学習内容の理解度を確認する。（⽬安時間：約３０分）

2

【オンデマンド講義】⼈間関係とコミュニケーション

⼈間関係に⽋かすことのできないコミュニケーションについて理解する。⾔語的コミュニケーションと⾮⾔語的コミュニケーションの違いと特徴、

⾔語的コミュニケーションのうちでも⾃⼰開⽰と⾃⼰呈⽰について、⾮⾔語的コミュニケーションの⽂化的差異についての理解を深める。学習⽬標

は以下のとおりである�
１．⾔語的コミュニケーションと⾮⾔語的コミュニケーションの違いと特徴について理解し説明できる。�
２．⾃⼰開⽰について理解し説明できる。�
３．⾃⼰呈⽰について理解し説明できる。�
【予習】授業計画のテーマに対応したテキストの章を読む（第３章）（⽬安時間：約３０分）�
【復習】課題の⼩テストに回答して、学習内容の理解度を確認する。（⽬安時間：約３０分）

3

【オンデマンド講義】性格と⼈間関係

性格とコミュニケーションのあり⽅が⼈間関係に与える影響について学び、⾃⼰モニタリングの特徴と問題点、対⼈不安や⾃⼰愛パーソナリティと

⽇本的コミュニケーションの特異性との関連、コミュニケーションで必要な能⼒について学ぶ。学習⽬標は以下のとおりである。�
１．対⼈場⾯での⾃⼰モニタリングの特徴と問題点について理解し説明できる。�
２．⽇本的コミュニケーションが対⼈不安と⾃⼰愛パーソナリティのあり⽅に与える影響について理解し説明できる。�
３．コミュニケーションで必要な能⼒について理解し説明できる。�
【予習】授業計画のテーマに対応したテキストの章を読む（第５章、第７章）（⽬安時間：約４０分）�
【復習】課題の⼩テストに回答して、学習内容の理解度を確認する。（⽬安時間：約３０分）

4

【オンデマンド講義】向社会的⾏動と攻撃性

⼈間関係を進展させる援助的な⾏動のひとつである向社会的⾏動と、その対極的な⾏動である攻撃⾏動の形成メカニズムについて学ぶ。また、集団

をまとめ導く健全な攻撃性の発露としてのリーダーシップについて、類型と機能、集団成熟度との関連について学ぶ。学習⽬標は以下のとおりであ

る。�
１．向社会的⾏動について基礎となる共感性と抑制要因となる傍観者効果について理解し説明できる。�
２．攻撃⾏動についての理論的背景と促進要因について理解し説明できる。�
３．リーダーシップの類型とその特徴および機能について理解し説明できる。�
４．集団成熟度とリーダーシップとの関連について理解し説明できる。�
【予習】授業計画のテーマに対応したテキストの章を読む（第４章、第１１章）（⽬安時間：約４０分）�
【復習】課題の⼩テストに回答して、学習内容の理解度を確認する。（⽬安時間：約３０分）

⼼理学Ⅰ
更新⽇：2021/10/19�15:44:12
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

5

【オンデマンド講義】友⼈関係と恋愛関係

⾝近で関⼼の⾼い⼈間関係である友⼈関係と恋愛関係について⼼理学的な理論と知⾒の観点から考え理解する。学習⽬標は以下のとおりである。�
１．ハイダーのバランス理論からみた⼈間関係について理解し説明できる。�
２．友⼈選択の要因と葛藤について理解し説明できる。�
３．恋愛関係の進展と嫉妬について理解し説明できる。�
【予習】授業計画のテーマに対応したテキストの章を読む（第８章、第６章第３節）（⽬安時間：約４０分）�
【復習】課題の⼩テストに回答して、学習内容の理解度を確認する。（⽬安時間：約３０分）

6

【オンデマンド講義】家族関係

⼈間関係の基礎となる家族関係について理解する。学習⽬標は以下のとおりである。�
１．親⼦関係と⼦どもの性格について理解し説明できる。�
２．家族の機能と⼦育てストレスについて理解し説明できる。�
３．家族システム論からみた家族の⼈間関係について理解し説明できる。�
【予習】授業計画のテーマに対応したテキストの章を読む（第９章、第７章第３節、第５章第２節）（⽬安時間：約４０分）�
【復習】課題の⼩テストに回答して、学習内容の理解度を確認する。（⽬安時間：約３０分）

7

【オンデマンド講義】態度変容と説得的コミュニケーション

態度変容における受け⼿と送り⼿の要因について、説得的コミュニケーションの情報処理モデルについて、また説得的コミュニケーションの技法に

ついて学ぶ。学習⽬標は以下のとおりである。�
１．態度変容における受け⼿と送り⼿の要因について理解し説明できる。�
２．説得的コミュニケーションの情報処理モデルについて理解し説明できる。�
３．説得的コミュニケーションの技法について理解し説明できる。�
【予習】授業計画のテーマに対応したテキストの章を読む（第１０章）（⽬安時間：約３０分）�
【復習】課題の⼩テストに回答して、学習内容の理解度を確認する。（⽬安時間：約３０分）�

8

【オンデマンド講義】集団での⼈間関係

集団での⼼理について理解する。他者の存在が個⼈の⾏動に与える影響、集団のまとまりを⽰す凝集性、同調⾏動と同調圧⼒、集団での意思決定の

特徴について学ぶ。学習⽬標は以下のとおりである。�
１．社会的促進と社会的⼿抜きについて理解し説明できる。�
２．集団凝集性と⽣産性の関連について理解し説明できる。�
３．同調⾏動と同調圧⼒について理解し説明できる。�
４．集団での意思決定の特徴について理解し説明できる。�
【予習】授業計画のテーマに対応したテキストの章を読む（第１２章）（⽬安時間：約３０分）�
【復習】課題の⼩テストに回答して、学習内容の理解度を確認する。（⽬安時間：約３０分）

成績評価の⽅法

科⽬試験１００％の割合で評価を⾏なう。ただし各授業ごとの課題が⼀つでも未提出の場合は試験を受けられないので注意すること。�
授業後の課題の⼩テストについて、解答と解説は、試験前に試験受験対象者からの課題が全て提出されたことが確認されてからgoogle�class�roomで公開する。

教科書

「ライブラリ ⼼の世界を学ぶ‐6 はじめてふれる⼈間関係の⼼理学」榎本博明著 サイエンス社 2018�
ISBN-10:�4781914160�
ISBN-13:�978-4781914169

授業外学修（予習・復習）

【予習】授業計画のテーマに対応したテキストの章を読む（テキストの該当箇所は授業計画に記載）（⽬安時間：約３０〜４０分）�
【復習】課題の⼩テストに回答して、学習内容の理解度を確認する。（⽬安時間：約３０分）

その他

参考資料 授業中に指⽰する。

受講⽣への要望等
各授業ごとの課題（⼩テスト）は必ず期限内に提出すること。�
１つでも未提出の場合は科⽬試験を受験できないので留意すること。

授業の質問対応、連絡先

授業内容に関する質問については、google�class�room�で⾏うこと。ただし、パソコンの操作等技術的な質問には対応できな
い。�
mellyは⽤いないので、質問しても回答できないので注意すること。�
google�class�roomの状況や、試験の⽇時や教室については回答できないので、不明な場合の問い合わせ先は教務課で確認する
こと。
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 210204

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 102040

担当教員 清⽔ 正輝

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科, ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔⼯学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

10204 1◎ H2○  1◎ E2○ 鍼灸師 スポーツトレーナー

授業概要

運動⽣理学では⽣理学や解剖学を基礎として、活動状態（運動時）における⼈体の働きについて、⽣理学的な機能あるいは構造学的変化について体系的に講義

を⾏う。�
運動時の筋・神経・呼吸・循環系の⽣理学的な機能及び働きあるいは構造学的変化について学ぶ。�
運動にかかわるヒトの機能やスポーツ・運動による⾝体の変化について理解し、実学として、スポーツ活動や⽣活の中で役⽴てることができるようになること

を⽬標とする。

到達⽬標

1 正しい運動⽅法と⽣理学的効果を理解できる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

4 4

遠隔
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

0 0

授業計画

1

運動⽣理学各論１

運動⽣理学に関連する問題を解きながら�
主に有酸素運動の知識を深める

2
演習１

運動を実践し、⾝体の適応を理解する

3

運動⽣理学各論２

運動⽣理学に関連する問題を解きながら�
主に無酸素運動の知識を深める

4
演習２

運動を実践し、⾝体の適応を理解する

5

運動⽣理学各論３

運動⽣理学に関連する問題を解きながら�
主に実践的な知識を深める

6
演習３

運動を実践し、⾝体の適応を理解する

7

運動⽣理学各論４

運動⽣理学に関連する問題を解きながら�
主に最新に知⾒について知識を深める

8
演習４

運動を実践し、⾝体の適応を理解する

成績評価の⽅法

筆記試験及び演習活動から総合的に評価する。�
単位の⽐率は、筆記試験0.5、演習活動0.5とする。

教科書

講義時に適宜、資料を配布する。

授業外学修（予習・復習）

授業で学習した内容について毎回60分間復習すること。�

その他

参考資料 「運動⽣理学：⽣理学の基礎から疾病予防まで」 三共出版

受講⽣への要望等 演習では、運動に適した服装と体育館シューズを持参すること。適切でない服装の場合、演習への出席を認めない。

授業の質問対応、連絡先
講義前後の時間 �
sanryoushi@yahoo.co.jp

運動⽣理学
更新⽇：2021/10/04�15:59:33
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 210205

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 102050

担当教員 辻林 徹

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科, ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔⼯学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

10205 1◎  1◎ 

授業概要

物理学の中でも、将来、⻭科医療に従事する上で必要な、⼒学、波動、電磁気学の基本的な内容を、オンラインで配信する動画とプリントで学修する。オンラ

イン講義で質問があるときは、恐れずにチャット機能を利⽤して欲しい。⾼等学校での物理の履修の有無に関わらず、数学が得意であったなら、講義内容を充

分、理解することができる。

到達⽬標

1 物体に働く⼒が、物体の運動を決めることが理解できる。

2 ⾳波の性質を説明できる。

3 医療機器における電磁波の使⽤例を列挙できる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

0

遠隔
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

8

授業計画

1
⼒学（１）（オンデマンド配信）

物理学を学修するための数学的準備を⾏い、ニュートンの運動の法則について学ぶ。 

2
⼒学（２）（オンデマンド配信）

古典⼒学の基本であるニュートンの運動⽅程式を学修し、⼒と加速度の関係を理解する。また、仕事と仕事率について学修する。

3

⼒学（３）（オンデマンド配信）

物理学では時間的に⼀定である物理量に着⽬すると⾒通しがよくなる。そこで、運動量の保存則とエネルギーの保存則について学修する。�
また、エネルギーの保存に寄与しない、散逸⼒である摩擦⼒について学修する。

4

⼒学（４）（オンデマンド配信）

これまでの３回のオンライン講義では質点の直線運動について扱ってきた。ここでは、単純な運動を拡張し、放物運動、等速円運動、コリオリの⼒

について対⾯講義で解説する。�
それまでの疑問点があれば、解決する場とし、問題演習も交えて⾏う予定である。

5
波動（１）（オンデマンド配信）

周期運動として、ばねの単振動と剛体の回転運動を学修する。

6
波動（２）（オンデマンド配信）

進⾏波の代表として⾳波を学修する。屈折やドップラ−効果について学修する。⾳波の⼤きさについても学修する。

7

電磁気学（1）（オンデマンド配信）

電磁気学の基本として、電気⼒線、磁⼒線、電流と磁場、電磁誘導を学修する。ただし、学修の進み具合によっては⼒学の復習を優先することがあ

る。�

8

電磁気学（2）（オンデマンド配信）

医療関係の話題として、CT・MRI・PETのしくみについて電磁気学を応⽤しながら学修する。ただし、学修の進み具合によっては、⼒学と波動の復習
を優先することがある。�
 

成績評価の⽅法

期末試験�約40%�
レポート�約60%

教科書

指定しない。

授業外学修（予習・復習）

予習：前の回まで、どのようなことを学修したか、⾃分のノートを⾒返して下さい。⾃分の理解度を確認しながら、さらに深く、それまでの講義資料を⾒返し

て下さい（45分）。�
復習：学修した内容の要点を⾃分のノートにまとめて下さい（45分、下記「要望」参照）。

その他

物理学
更新⽇：2021/10/07�08:54:22
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

参考資料 (1)�クイズで学ぶ⼤学の物理 飽本⼀裕、講談社ブルーバックス�2016 ISBN：978-4-06-257328-3�
(2)�物理学の基礎 [1]⼒学、D.�ハリディ 他�著、培⾵館�2002�ISBN：4-563-02255-1�
(3)�医⻭系の物理学、⾚野松太郎・鮎川武⼆・藤城敏幸・村⽥浩、東京教学社�2015�ISBN：978-4-8082-2072-3

受講⽣への要望等
ノートと参考資料(1)を⽤意して下さい。ノートには、初めて接する物理学上の⽤語があれば、⾃分なりの解説を作って下さ
い。参考資料(1)は現在、電⼦書籍としてのみ刊⾏されています（以前は紙媒体で刊⾏されていました）。

授業の質問対応、連絡先 Mellyを利⽤して下さい。
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 210206

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 102060

担当教員 藤原 眞⼀

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科, ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔⼯学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

10206 1◎ 1◎ 

授業概要

近年の⻭科の治療技術あるいは材料の進歩は、化学の発達に伴っている。化学は物質の成り⽴ちと構造、性質および変化について原⼦や分⼦に着⽬して調べる

とともに、物質を暮らしに安全かつ有意義に役⽴てることを⽬指す学問である。この科⽬では、⼈間が元素、原⼦、分⼦などの存在を知り、理論・法則を確⽴

していくには、どのような観察・実験が⾏われたのか、その経緯を学ぶ。さらに、⻭科医療⼈として必要な糖質・脂質・タンパク質等の⽣体関連物質の構造や

機能などの基礎知識を学習する。

到達⽬標

1 原⼦の構造と電⼦配置を説明できる。

2 イオン結合と共有結合を説明できる。

3 固体・液体・気体の性質を説明できる。

4 防⾷法を列挙できる。

5 ⽣体構成物質の構造と機能を説明できる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

遠隔
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

8

授業計画

1

【講義】物質の構造と原⼦の電⼦配置

・原⼦の構造�
・原⼦の電⼦配置�
・物質量

2

【講義】イオン結合と共有結合を説明できる。

・イオン結合�
・共有結合�
・化学平衡�
・溶液の濃度

3

【講義】物質の三態

・気体の法則�
・合⾦�
・相律と状態図

4

【講義】腐⾷と防⾷

・腐⾷�
・防⾷法

5

【講義】有機化学の基本

・官能基に基づく分類�
・有機反応の形式�
・化学反応式の作り⽅

6

【講義】糖質

・糖質の構造と機能�
・解糖�
・⾷物繊維

7

【講義】脂質とタンパク質

・脂質の構造、機能、代謝�
・タンパク質（アミノ酸）の構造と機能

8

【講義】酵素と核酸

・アミノ酸の代謝�
・酵素�
・核酸の構造と機能

成績評価の⽅法

確認テスト�30%、科⽬試験�70％の割合で評価を⾏う。�
毎回確認テストを実施する。�

化学
更新⽇：2021/10/18�12:10:19
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

確認テストの解説は次回の講義の最初に⾏う。

教科書

テキストは使⽤せず、毎回資料を配布する。

授業外学修（予習・復習）

講義中に、次の講義までに⾏うべき予習・復習を指⽰する。�
各回予習1時間、復習1時間を⽬安とします。

その他

参考資料 「最新⻭科衛⽣⼠教本 化学」 医⻭薬出版

受講⽣への要望等 講義開始時または初期の段階で⾼校の化学の教科書を読み返しておくと講義が理解しやすくなります。

授業の質問対応、連絡先
メールアドレス：fujiwara@cc.osaka-dent.ac.jp�
また、「melly」でも質問等を受け付けます。
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 210207

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 102070

担当教員 岡村 英幸

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科, ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔⼯学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

10207 1◎ 1◎

授業概要

⽣命科学分野の専⾨性が⾼い専⾨基礎科⽬の学習がスムーズに⾏えるように、⽣物学・⽣命科学の基本知識を理解・習得することを⽬標とし、主に「細胞の構

造と機能」、「⼈体の成り⽴ち」、「遺伝⼦の働き」などを中⼼に学習する。合わせて⼆週⽬の講義以降実施される⼩テストで理解度を確認する。

到達⽬標

1 ⽣体を構成する⾼分⼦の構造と特徴を説明できる。

2 原核⽣物と真核細胞の違いを説明できる。

3 真核細胞を構成する構造の特徴と働きを説明できる。

4 細胞分裂の過程と仕組みを説明できる。

5 遺伝の規則性と遺伝⼦の働きの関係を説明できるる。

6 遺伝⼦発現の過程と遺伝性疾患の発症原理を説明できる。

7 多細胞動物の胚発⽣の過程とメカニズムを説明できる。

8 ヒトの恒常性の維持と免疫系の働きの基本を説明できる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

遠隔
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

8

授業計画

1

【講義】⽣体を構成する物質

（講義）�
1)タンパク質の基本構造と特徴�
2)核酸の基本構造と特徴�
3)リン脂質の基本構造と特徴

2

【講義】真核細胞の構造と機能１

（講義）�
1)原核細胞と真核細胞、ウイルスの共通点・相違点�
2)細胞膜の構造と機能

3

【講義】真核細胞の構造と機能２

（講義）�
1)真核細胞の主要な細胞内⼩器官の特徴と機能�
2)細胞内呼吸

4

【講義】細胞分裂と配偶⼦形成

（講義）�
1)真核細胞の体細胞分裂の過程�
2)減数分裂の過程と配偶⼦形成の特徴�
3)細胞周期

5

【講義】遺伝と遺伝⼦

（講義）�
1)遺伝⼦とはなにか�
2)遺伝の法則と遺伝⼦

6

【講義】遺伝⼦の働き

（講義）�
1)セントラルドグマ�
2)遺伝性疾患のメカニズム

7

【講義】脊椎動物の発⽣

（講義）�
1)両⽣類の胚発⽣過程�
2)三胚葉と組織・器官�
3)発⽣と再⽣医療

⽣物学
更新⽇：2021/09/09�16:05:45
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

8

【講義】環境への応答と恒常性

（講義）�
1)恒常性とはなにかを概説�
2)内分泌系�
3)神経系�
4)免疫系

成績評価の⽅法

科⽬試験、⼩テスト、授業態度等をふまえ総合的に評価する。評価の⽐率は科⽬試験80％、⼩テスト・受講態度等を合わせた平常点20％とする。なお⼩テスト
は授業最終回もしくは定期試験前の適切な時期に返却し、補講時に内容の解説を⾏います。

教科書

最新⻭科衛⽣⼠教本「⽣物学」 医⻭薬出版

授業外学修（予習・復習）

翌週実施される⼩テストへの準備も兼ねて講義毎の復習を30分〜1時間程度⾏うこと。講義内容で理解できない部分は担当教員に質問をしてください。

その他

参考資料 サイエンスビュー⽣物総合資料 実教出版 他

受講⽣への要望等
復習により講義内容の理解を万全の物とすること。内容の理解に困難を覚える場合は休憩時間、放課後等に担当教員に質問

し、定期試験までに解らない点を必ず解消すること。

授業の質問対応、連絡先
講義担当者メールアドレス：okamura@cc.osaka-dent.ac.jpへのメール、あるいは授業⽤SNS「melly」への投稿。�
樟葉学舎1号館5階、⽣物学教室まで直接訪問も可（ただし上記メール・SNSにて事前にアポイントを取って下さい）
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 210301

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 103010

担当教員 飯⽥ 慈⼦,�丸⽥ 寛之

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科, ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔⼯学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

10301 1◎ 4○ 5○  1◎ 4○ 5○ 

授業概要

⼤学での学修にコンピュータの利⽤は不可⽋である。この科⽬では、今⽇のネットワーク社会の特徴を利⽤者の⽴場から捉えた後、コンピュータを使った説得

⼒のある⽂書作成やプレゼンの技法を講義と演習を通じて修得する。�
演習には各⼈専⽤のパソコンを使⽤する。

到達⽬標

1 医療⼈として必要な情報倫理感を持つ。

2 情報機器がつながるネットワークの概要を理解できる。

3 情報機器を利⽤して説得⼒のあるレポートの作成やプレゼンができる。

4 インターネット上の情報を収集し、適切な基準による取捨選択ができる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

8

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

情報倫理とファイル操作

授業の形態：演習形式・講義形式�
1�タッチタイプ�
2�社会⼈として、医療⼈として、適切な情報倫理感を醸成する。

2

医療界の⼈⼯知能

授業の形態：演習形式・講義形式�
1�タッチタイプ�
2�⼈⼯知能(AI)は，むろん医療界にも今後深く根差すことが予想されるものである。したがってこの歴史と応⽤を知り，医療⼈ならではの⼈⼯知能(AI)
とはいかなるものかを把握することで，今後どのような対応が迫られるかなどをイメージできるようにする。

3

メールと他の情報伝達ツールによる⽂書作法

授業の形態：演習形式・講義形式�
1�タッチタイプ�
2�⼈間同⼠のコミュニケーションに通常使⽤されるのが⾃然⾔語である。それは、使われる環境によって⽂体や作法を変化させなければならないこ
とを認識する。

4

ビジネス⽂書の作法

授業の形態：演習形式・講義形式�
1�タッチタイプ�
2�罫線処理�
3�業務上の情報伝達⽤⽂書の約束事を知り、⾃ら作成できるようになる。前回の演習内容と合わせ，読む⼈を思い浮かべ、⽂体などに注意しながら
書くことができる。

5

⽂書構造の組み⽴て

授業の形態：演習形式・講義形式�
1�タッチタイプ�
2�図形描画�
3�レポートに必要な⽂書構造の組み⽴てについて学ぶ。

6

プレゼンテーション

授業の形態：演習形式・講義形式�
1�タッチタイプ�
2�プレゼンテーションツールの基本操作を習得する。

7

伝わる発表の技法

授業の形態：演習形式・講義形式�
1�タッチタイプ�
2�プレゼンテーションの対象をふまえたプレゼンテーションの作成

8

総合演習

授業の形態：演習形式・講義形式�
1�タッチタイプ�
2�タッチタイプトレーニング報告書の作成

情報科学Ⅰ
更新⽇：2021/12/14�15:40:26
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成績評価の⽅法

単位試験を受験した者に以下の割合で評価する。�
演習時の提出課題(80%)（⽋席したときの課題だけの提出は原則として認めない。）�
単位試験(20%)

教科書

「Officeスキル活⽤&情報モラル」 noa出版

授業外学修（予習・復習）

予習：予習：Merryで案内された内容を確認の上、テキストの該当箇所を確認すること（５分程度）。�
復習：演習時間中に終了しなかった課題は、その⽇のうちに必ず電⼦提出すること（各⾃の技量に応じた時間）。

その他

参考資料 「情報とネットワーク社会」 オーム社

受講⽣への要望等

パソコンは⼤学から貸与の物を持参すること。�
パソコンの充電を済ませておくこと。�
必要に応じて紙のテキストを持参すること。�

授業の質問対応、連絡先
Merryで受け付けます。担当⼤学が複数あるので、お返事が遅れることや⾒落とすことがあります。よって、できるだけ質問や
要望などは対⾯で申し出てください。
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 210302

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 103020

担当教員 飯⽥ 慈⼦,�丸⽥ 寛之

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科, ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔⼯学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

10302 1◎ 4○ 5○ 1◎ 4○ 5○

授業概要

⼤学での学修にコンピュータの利⽤は不可⽋である。この科⽬では、コンピュータを使った数値や⽂字からなるデータの処理の基本を講義と演習を通じて修得

する。�
演習には各⼈専⽤のパソコンを使⽤する。

到達⽬標

1 表計算ソフトを使って、数値データの分析ができる。

2 �⼀連の操作⼿順を図⽰化（フローチャートの利⽤）することができる。

3 医療現場ならではのDXの担い⼿，STEM⼈材としての基本的素養を⾝に着ける。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

8

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

数式の扱いと数値の可視化

授業の形態：（ハイブリット形式＝⾯接＋遠隔、演習形式・講義形式）�
1�数式の利⽤（相対参照と絶対参照）�
2�グラフの種類と作成�
3�独習課題

2

関数を利⽤したデータ処理(1)

授業の形態：演習形式・講義形式�
1�関数の利⽤�
 合計、平均、最⼤最⼩、順位

3

関数を利⽤したデータ処理(2)

授業の形態：演習形式・講義形式�
1�関数の利⽤�
 判定を⾏う、データの件数を数える�
2�独習課題

4

関数を利⽤したデータ処理(3)

授業の形態：演習形式・講義形式�
1�関数の利⽤�
 数値の加⼯、⽇付時刻の扱い、複雑な判定を⾏う�
2�アルゴリズムについて�
3�独習課題

5

基礎統計量の算出

授業の形態：演習形式・講義形式�
1�関数の利⽤�
 データベース関数、統計⽤関数�
2�グラフ機能を利⽤した分析�
 散布図と単回帰分析

6

データベースを扱う

授業の形態：演習形式・講義形式�
1�データベース機能の利⽤�
 オートフィルタ、条件の設定�
2�ピボットテーブルの操作

7

Excel上の検定

授業の形態：演習形式・講義形式�
1�検定⽤ツールを利⽤し傾向をつかむ�
1-1 朝⾷摂取状況についての⼤まかな傾向をつかむ�
1-2 年齢によって朝⾷を抜く回数に傾向があるのか�
1-3 若い⼈ほど朝⾷を抜く傾向があるのは本当か�
1-4 性別の違いによって朝⾷を抜く回数に差はあるのか

情報科学Ⅱ
更新⽇：2021/12/14�15:42:15
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8

総合演習

授業の形態：（ハイブリット形式＝対⾯＋遠隔�、演習形式・講義形式）�
1�検定⽤ツールを利⽤し傾向をつかむ（前回の残り）�
1-1 朝⾷摂取状況についての⼤まかな傾向をつかむ�
1-2 年齢によって朝⾷を抜く回数に傾向があるのか�
1-3 若い⼈ほど朝⾷を抜く傾向があるのは本当か�
1-4 性別の違いによって朝⾷を抜く回数に差はあるのか�
2�処理結果を考察し、レポートを作成する

成績評価の⽅法

単位試験を受験した者に以下の割合で評価する。�
講義・演習時の提出課題(80%)�
試験(20%)

教科書

「30時間アカデミック 情報活⽤ Excel2016/2013�」 実教出版

授業外学修（予習・復習）

予習：チャットシステム（Mellyではない）で案内された内容を確認の上、テキストの該当箇所を確認すること（各⾃の技量に応じた時間）。�
復習：独習課題の案内にしたがって、演習を⾏い提出すること（各⾃の技量に応じた時間）。

その他

参考資料
「⼿順通りに操作するだけ!�Excel基本&時短ワザ[完全版]�仕事を⼀瞬で終わらせる�基本から応⽤まで�176のワザ」 SBクリエ
イティブ

受講⽣への要望等

パソコンは⼤学から貸与の物を持参すること。�
パソコンの充電を済ませておくこと。�
主にエクセルの操作になるので、できるだけマウスを準備すること。

授業の質問対応、連絡先 チャットシステム（Mellyではない）で受け付けます。
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開講年度 2022 学期 通年 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 210401

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 104010

担当教員 藤⽥ 淳⼀,�岡 隼⼈

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科, ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔⼯学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

10401 1○ 5◎  1○ 5◎ 

授業概要

テキストを⽤いて基本的な⻭科医学⽤語を学びます。また、状況に応じてチェア実習で⽤語を⽤いた対話の練習を⾏います。

到達⽬標

1 外国⼈患者への対応に必要な英語を⾝につけることができる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

遠隔
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

16

授業計画

1

Lesson�1

遠隔講義�
Treatment�Procedures�1�
Calling,�Guiding,�and�Some�Small�Talk

2

Lesson�2

遠隔講義�
General�Terms��
Interview�1

3

Lesson�3

遠隔講義�
Parts�of�the�Mouth�
Interview�2

4

Lesson�4

遠隔講義�
Interview�1�
Basic�Procedures

5

Lesson�5

遠隔講義�
Interview�2�
Oral�Care�Interview�1

6

Lesson�6

遠隔講義�
Examination�
Oral�Care�Interview�2

7

Lesson�7

遠隔講義�
Diagnosis�
Brushing�Instructions

8

Lesson�8

遠隔講義�
Treatment�Procedures�2�
Plaque�Disclosing

9
Examination�（中間試験）

１回⽬から８回⽬の内容の試験

10

Lesson�9

遠隔講義�
Treating�Cavities�
Periodontal�Probing

11

Lesson10

遠隔講義�
Prosthetics�
Scaling

英語
更新⽇：2021/11/05�15:48:20
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12

Lesson�11

遠隔講義�
Gum�Trouble�/�Gum�Disease�
Stain�Removal

13

Lesson�12

遠隔講義�
Oral�Care�Habits�
Teeth�Whitening

14

Lesson�13

遠隔講義�
Giving�Advice�
Fluoride�Application

15

Lesson�14

遠隔講義�
Payment�and�Appointment�
X-Ray

16

Lesson�15

遠隔講義�
Impression�Taking�
After�Tooth�Extraction

17

Lesson�16

遠隔講義�
Payment�and�Appointment�
Review

18
Examination�（期末試験）

９回⽬から１６回⽬までの内容

成績評価の⽅法

考査得点７０％、出席課題など３０％

教科書

⻭科医学英語ワークブック（第２版）� 藤⽥ 淳⼀ 他著  ⾦芳堂�
ロールプレイングでわかる⻭科英語：17レッスンで鍛える表現⼒ 岡 隼⼈他著 浪速社

授業外学修（予習・復習）

テキスト中の動画を⾒て予習と復習を⾏うこと。これを毎回30分程度⾏うこと。

その他

参考資料 The�First�Step�for�Studying�Abroad�佐野仁志 他著 英宝社

受講⽣への要望等 任意動画の積極的な提出を期待する。

授業の質問対応、連絡先

出校⽇以外はメールにて対応。�
fujita-j@cc.osaka-dent.ac.jp�
oka-h@cc.osaka-dent.ac.jp
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開講年度 2022 学期 通年 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220501

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 205010

担当教員 ⼾⽥ 伊紀,�上村 守,�上村 ⻯也

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科, ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔⼯学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

20501 1◎ H1○  1◎ E1○  ⻭科医師

授業概要

⼈体解剖学は医学・⻭学の基礎となる学問で、ヒトの⾝体の構造を学ぶ。解剖学には臨床現場と同じようなヒトの⾝体を対象とする「解剖学」と、より細かな

構造を対象とする「組織学」とがある。⻭科領域で重要な⼝腔を含む顎顔⾯部は、全⾝の⼀部であり、全⾝と深く関わりをもっている。⻭科領域に現れる疾患

の多くも同様に全⾝状態と関わっている。解剖組織学においては、解剖学と組織学の両者について学修し、顎顔⾯部を主体にヒトの「からだ」の構造について

理解する。

到達⽬標

1 頭部の⾻について説明できる。

2 頭頸部の筋について説明できる。

3 ⼝腔の構造と機能が説明できる。

4 消化器および呼吸器について説明ができる。

5 内臓について説明できる。

6 頭頸部の脈管について説明できる。

7 頭部の神経について説明できる。

8 四⼤組織について説明できる。

9 頭部の発⽣について説明できる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

16 2

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

【講義】⼈体解剖学総論・組織学

１�⼈体解剖学総論�
 １）⾝体の位置⽤語と⽅向⽤語について説明する。�
２�組織学�
 １）四⼤組織について説明する。

2

【講義】⼈体発⽣学

１�⼈体発⽣学�
 １）三胚葉について説明する。�
 ２）頭部の発⽣について説明する。

3

【講義】頭部の⾻

１�⾻の総論�
 １）⾻の分類、構造、連結について説明する。�
２�頭部の⾻�
 １）頭蓋について説明する。

4

【講義】脳頭蓋

１�脳頭蓋�
 １）脳頭蓋の構成について説明する。 �
 ２）蝶形⾻について説明する。�
 ３）側頭⾻について説明する。

5

【講義】顔⾯頭蓋

１�顔⾯頭蓋�
 １）顔⾯頭蓋の構成について説明する。�
 ２）上顎⾻について説明する。�
 ３）下顎⾻について説明する。

6

【講義】頭蓋底

１�頭蓋底�
 １）内頭蓋底について説明する。�
 ２）外頭蓋底について説明する。

解剖組織学
更新⽇：2021/10/21�15:31:02

- 29 -



⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

7

【講義】頭頸部の筋（その１）

１�筋の総論�
 １）筋の⼀般性状、分類について説明する。�
２�頭部の筋�
 １）表情筋について説明する。

8

【講義】頭頸部の筋（その２）

１頭頸部の筋�
 １）咀嚼筋について説明する。�
 ２）前頸筋について説明する。

9

【講義】⼝腔（その１）

１�⼝腔�
 １）⼝腔粘膜について説明する。�
 ２）⼝唇、頬について説明する。�
 ３）⼝蓋について説明する。�
 ４）⼝底について説明する。�
 ５）⾆について説明する。

10

【講義】⼝腔（その２）・咽頭

１�唾液腺�
 １）唾液腺について説明する。�
２�⼝峡�
 １）⼝峡について説明する。�
３�咽頭�
 １）咽頭について説明する。

11

【講義】消化器、呼吸器

１��消化器�
 １）消化管について説明する。�
 ２）肝臓、膵臓について説明する。�
２�呼吸器�
 １）気道について説明する。�
 ２）肺について説明する。

12

【講義】内蔵

１�泌尿器�
 １）泌尿器について説明する。�
２�⽣殖器�
 １）⽣殖器について説明する。�
３�内分泌腺�
 １）内分泌腺について説明する。�
４�感覚器�
 １）感覚器について説明する。

13

【講義】脈管

１�脈管の総論�
 １）⼼臓について説明する。�
 ２）動脈、静脈、リンパ系について説明する。

14

【講義】頭頸部の脈管

１�頭頸部の脈管�
 １）頭頸部の動脈について説明する。�
 ２）頭頸部の静脈について説明する。�
 ３）頭頸部のリンパ系について説明する。

15

【講義】神経

１�神経の総論�
 １）神経について説明する。�
 ２）中枢神経について説明する。�
 ３）脊髄神経について説明する。�
 ４）⾃律神経について説明する。

16

【講義】頭部の神経

１�脳神経 �
 １）脳神経について説明する。

17

【実習】⾻学実習（２コマ）

１�⾻学実習（２コマ）［楠葉学舎第１実習室で⾏う］�
 １）頭蓋標本を⽤いて頭蓋各部を観察し理解する。レポートを作成する。

成績評価の⽅法

⼩テスト20％�
科⽬試験60％�
⾻学レポート20％�

授業中に⼩テストを実施します。�
⼩テストの解説は随時講義で⾏い、レポートに関しては返却時にコメントします。

教科書
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学⽣のための解剖・組織・発⽣学 第２版 諏訪⽂彦他著 医⻭薬出版 2018�ISBN978-4-263-42248-9�
ページを提⽰し、図表などを参照しながら講義を進める。

授業外学修（予習・復習）

【予習】授業計画のタイトルに関する教科書のページを読む。（⽬安時間：約20分）�
【復習】確認テストを提⽰するので、各⾃回答を作成する。（⽬安時間：約20分）

その他

参考資料

最新⻭科衛⽣⼠教本 ⼈体の構造と機能１ 解剖学・組織発⽣学・⽣理学 医⻭薬出版�
最新⻭科衛⽣⼠教本 ⻭･⼝腔の構造と機能 ⼝腔解剖学・⼝腔組織発⽣学・⼝腔⽣理学 医⻭薬出版�
最新⻭科技⼯⼠教本 ⼝腔・顎顔⾯解剖学 医⻭薬出版�
分担解剖学：１、２、３巻 ⾦原出版�
解剖学カラーアトラス 医学書院

受講⽣への要望等
講義中の私語は慎むこと。�
⾻学実習は、楠葉学舎実習室にて実施しますが、スマートフォンや携帯電話などの持込を不可とします。

授業の質問対応、連絡先 授業内容に関する質問は、「melly」でお願いします。なお、講義終了時も対応します。  
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220502

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 205020

担当教員 中塚 美智⼦

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科, ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔⼯学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

20502 1◎ H1○  1◎ E1○  ⻭科医師

授業概要

⼝腔組織・発⽣学では、正常な⻭系組織の微細構造について理解するため、ヒトの⻭や⻭周組織の構造、発⽣過程などについて学びます。また近年⻭の再⽣、イ

ンプラントを中⼼として⻭科界では様々な研究が進んでおり、治療の幅が拡⼤しつつあります。これら最新の研究および治療にも対応することができる⼈材の育

成を⽬指し、従来の基礎知識中⼼の講義のみならず、最近の⻭科分野の研究と関連した内容についても折に触れて学習します。�
対⾯講義ですが、場合によってオンデマンド講義を実施します。�
講義終了後毎回その講義内容を振り返ったもの、また質問などを⼊⼒して提出します(ICT;授業⽤SNS「Melly」活⽤)。

到達⽬標

1 ⼝腔内の正常な⻭系組織の微細構造について、組織像を⽤いて説明できる。

2 ⻭および⻭周組織の発⽣について、組織像を⽤いて説明できる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

12 2

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

【⾯接講義】⻭の組織概説、エナメル質の性質

⻭の組織について概説する。�
エナメル質の性質について説明する。

2
【⾯接講義】エナメル質の構造、機能

エナメル質の組織構造および機能について説明する。

3
【⾯接講義】象⽛質の構造および特徴、機能

象⽛質の性質、機能、組織構造について説明する。�

4
【⾯接講義】⻭髄の構造および特徴、機能

⻭髄の性質、機能、組織構造について説明する。

5
【⾯接講義】セメント質の構造および特徴、機能

セメント質の性質、機能、組織構造について説明する。

6
【⾯接講義】⻭槽⾻の構造および特徴、機能

⻭槽⾻の性質、機能、組織構造について説明する。

7
【⾯接講義】⻭根膜の構造および特徴、機能

⻭根膜の性質、機能、組織構造について説明する。

8
【⾯接講義】⼝腔粘膜の構造および特徴、機能

⼝腔粘膜の性質、機能、組織構造について説明する。

9
【⾯接講義】⻭⾁の構造および特徴、機能

⻭⾁の性質、機能、組織構造について説明する。

10
【⾯接講義】⼝腔軟組織の構造および特徴、機能

⼝腔軟組織の性質、機能、組織構造について説明する。

11
【⾯接講義】⻭の発⽣

⻭の発⽣について順序だてて説明する。

12
【⾯接講義】⼝腔内諸組織の発⽣

⻭および⼝腔内諸組織の発⽣について順序だてて説明する。

13

【演習】顎関節の構造、⻭の微細構造観察実習

顎関節の構造について説明する。�
顎関節の発⽣について説明する。�
⻭周組織、⼝腔内諸組織の構造及び名称について、標本画像を⽤いて説明する。

14
【演習】⻭系組織の微細構造観察実習

⻭周組織、⼝腔内諸組織の構造及び名称について、標本画像を⽤いて説明する。

成績評価の⽅法

対⾯講義およびオンデマンド講義のハイブリッド型の場合、科⽬試験70％、⼩テスト（複数回講義中に実施）20％、振り返り（講義の復習）および課題（スケ
ッチ）10％で評価し、100点満点で60点以上を合格とします。�
オンデマンド講義のみの場合は科⽬試験70％、振り返り（講義の復習）20％、ならびに課題（スケッチ）10％で評価し、100点満点で60点以上を合格としま

⼝腔組織・発⽣学
更新⽇：2022/03/07�09:54:27
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す。�
スケッチに関しては説明を⾏います。�
⼩テストの解説は必要時に講義で⾏い、提出物については返却時にコメントします。�
なお、受講態度、提出物等本講義に関することについて合計3回注意を受けた場合は、原則評価を⾏いません。

教科書

（⼝腔保健学科）最新⻭科衛⽣⼠教本 ⻭・⼝腔の構造と機能―⼝腔解剖学・⼝腔組織発⽣学・⼝腔⽣理学（医⻭薬出版）2011年、ISBN978-4-263-42812-2 
C3347�
（⼝腔⼯学科）最新⻭科技⼯⼠教本 ⼝腔・顎顔⾯解剖学（医⻭薬出版）2016年、ISBN978-4-263-43161-0 C3347

授業外学修（予習・復習）

【予習】シラバスで次回の講義の内容を確認し、教科書の該当箇所を読んで予習しておきましょう（⽬安時間：約20分）。�
【復習】毎講義後に、講義内容を忘れないよう各⾃定められた様式で振り返りを⾏い、授業⽤SNS「Melly」にて提出してもらいます（ICT、⽬安時間：約1時
間）。�
・組織像に関するスケッチ課題を⾏い、提出してもらいます。�
＊上記について、１回でも期限内に提出できなかったものがあるときは、いかなる理由があっても課題未提出とします。�
＊提出、またその内容に疑義等がある場合、成績評価の⽅法に記載した通りの対応を⾏います。

その他

参考資料 なし

受講⽣への要望等

対⾯講義実施時は、講義開始約10分間を⽤いてその前の講義内容に関する⼩テストを実施します。内容の振り返りに⼤いに役
⽴ちます。各⾃振り返りを通して、特に復習に⼒を⼊れてください。�
講義の撮影および録⾳は厳禁です。�
電⼦機器等の使⽤については教員の指⽰に従ってください。�
わからないことがあればその講義終了直後に質問し、疑問点を解決しておきましょう。

授業の質問対応、連絡先

質問対応は下記の通り⾏います。�
＜対⾯講義実施時＞�
・振り返り（講義の復習）に記⼊�
・授業⽤SNS（Melly）で予約後、対⾯で実施�
  平⽇7:30-19:30にMellyで連絡し、⽇時を決定したうえで医療保健学部1号館1214研究室に来室、対⾯で実施�
＜オンデマンド講義実施時（対⾯講義が実施できない時＞�
・振り返り（講義の復習）に記⼊�
・授業⽤SNS「Melly」で平⽇7:30-19:30に送信
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220503

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 205030

担当教員 中塚 美智⼦

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科, ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔⼯学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

20503 1◎ H1○  1◎ E1○  ⻭科医師

授業概要

⼝腔解剖学では、ヒトの乳⻭・永久⻭の解剖学的名称、⼀般的な形態ならびにその特徴、異常形態や咬合の基礎について学びます。また患者さんの⼿術に伴う⼊

院中の⼝腔ケアや、話したり飲み込んだりする機能を回復するために使⽤する装置の作製など、医療現場で⻭科衛⽣⼠ならびに⻭科技⼯⼠が重要な役割を果た

す機会が多くなっていることから、⻭列の発育・成⻑、加齢変化などについても学習を進めていきます。�
対⾯講義ですが、場合によりおよびオンデマンド講義を実施します。�
講義終了後毎回その講義内容を振り返ったもの、また質問などを⼊⼒して提出します(ICT;授業⽤SNS「Melly」活⽤)。

到達⽬標

1 ヒトの乳⻭・永久⻭の解剖学的名称、⼀般的な形態ならびにその特徴について説明できる。

2 ⻭の鑑別について説明できる。

3 ⻭列⼸形態について説明できる。

4 咬合の基礎について説明できる。

5 ⻭および⻭列⼸の異常形態について説明できる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

15

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

【⾯接講義】⻭の定義、⻭式

⻭の種類、数、機能などについて説明する。�
⻭の構造について説明する。�
⽅向⽤語について説明する。�
⻭の記号について説明する。

2

【⾯接講義】⻭の外形、⽅向⽤語

⻭冠ならびに⻭根、⻭髄腔各部の名称について説明する。�
各⻭種の概略について説明する。�
左右の鑑別に⽤いられる、⻭に共通する特徴について説明する。

3
【⾯接講義】上顎切⻭の形態

上顎中切⻭、側切⻭の形態的特徴について説明する。�

4
【⾯接講義】下顎切⻭の形態

下顎中切⻭、側切⻭の形態的特徴について説明する。

5
【⾯接講義】上下顎⽝⻭の形態

上下顎⽝⻭の形態的特徴について説明する。

6
【⾯接講義】上顎⼩⾅⻭の形態

上顎⼩⾅⻭の形態的特徴について説明する。�

7
【⾯接講義】下顎⼩⾅⻭の形態

下顎⼩⾅⻭の形態的特徴について説明する。

8

【⾯接講義】上顎⼤⾅⻭の形態

上顎⼤⾅⻭の形態的特徴について説明する。�
上顎⼤⾅⻭の形態推移について説明する。

9

【⾯接講義】下顎⼤⾅⻭の形態

下顎⼤⾅⻭の形態的特徴について説明する。�
下顎⼤⾅⻭の形態推移について説明する。

10
【⾯接講義】乳⻭と永久⻭の形態の違い

乳⻭と永久⻭の形態的差異について説明する。

11
【⾯接講義】乳⻭の形態的特徴

各乳⻭の形態的特徴について説明する。

12

【⾯接講義】⻭の異常、⻭の加齢変化

⻭の異常について説明する。�
⻭の加齢変化について説明する。

⼝腔解剖学
更新⽇：2021/10/17�21:33:23
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13

【⾯接講義】⻭列⼸の正常および異常形態

⻭列⼸の正常および異常形態について説明する。�
⻭列⼸の発育および成⻑について説明する。

14

【⾯接講義】咬合

咬合の種類について説明する。�
咬合、⻭の萌出について説明する。

15
【⾯接講義】総まとめ

⼝腔解剖学で学んだ知識を⽤いて、⻭の形態や機能について説明する。

成績評価の⽅法

科⽬試験70％、振り返り（講義の復習）20％、ならびに課題（スケッチ）10％で評価し、100点満点で60点以上を合格とします。�
スケッチに関しては説明を⾏います。提出物については返却時にコメントします。�
なお、受講態度、提出物等本講義に関することについて合計3回注意を受けた場合は、原則評価を⾏いません。

教科書

（⼝腔保健学科）最新⻭科衛⽣⼠教本 ⻭・⼝腔の構造と機能―⼝腔解剖学・⼝腔組織発⽣学・⼝腔⽣理学�
      （医⻭薬出版）2021年、ISBN978-4-263-42812-2 C3347�
（⼝腔⼯学科）最新⻭科技⼯⼠教本 ⼝腔・顎顔⾯解剖学�
      （医⻭薬出版）2021年、ISBN978-4-263-43161-0 C3347

授業外学修（予習・復習）

【予習】シラバスで次回の講義の内容を確認し、教科書の該当箇所を読んで予習しておきましょう（⽬安時間：約20分）。�
【復習】毎講義後に、講義内容を忘れないよう各⾃定められた様式で振り返りを⾏い、授業⽤SNS「Melly」にて提出してもらいます（ICT、⽬安時間：約1時
間）。�
・夏休みにスケッチ課題を⾏い、提出してもらいます。�
＊上記について、１回でも期限内に提出できなかったものがあるときは、いかなる理由があっても課題未提出とします。�
＊提出、またその内容に疑義等がある場合、成績評価の⽅法に記載した通りの対応を⾏います。

その他

参考資料

⻭の解剖学 第22版（⾦原出版）1997年、ISBN4-307-45007-8�
�
�

受講⽣への要望等

各⾃振り返りを通して、特に復習に⼒を⼊れてください。�
講義の撮影および録⾳は厳禁です。�
電⼦機器等の使⽤については教員の指⽰に従ってください。�
わからないことがあればその講義終了直後に質問し、疑問点を解決しておきましょう。

授業の質問対応、連絡先

質問対応は下記の通り⾏います。�
＜対⾯講義実施時＞�
・振り返り（講義の復習）に記⼊�
・授業⽤SNS（Melly）で予約し、対⾯で実施�
  平⽇7:30-19:30に予約したい旨連絡、⽇時を決め医療保健学部1号館1214研究室に研究室に来室、対⾯で実施�
＜オンデマンド講義実施時（対⾯講義が実施できない時）＞�
・振り返り（講義の復習）に記⼊�
・授業⽤SNS「Melly」で平⽇7:30-19:30に送信

- 35 -



⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220504

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 205040

担当教員 井上 博,�合⽥ 征司,�⻄川 哲成

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科, ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔⼯学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

20504 1◎ H1○  1◎ E1○  ⻭科医師

授業概要

⽣命を維持するための機能（植物性機能）として、呼吸、消化、排泄、循環や、それらを調節する内分泌や⾃⽴神経系の機能がある。また、外界の変化に素早

く反応する機能（動物性機能）には、情報を⼊⼒するための感覚機能、筋収縮による運動機能、思考や記憶を⾏なう中枢神経機能がある。これらの機能を⾏な

う諸器官の正常な構造および機能を講義・実習を通して学ぶ。�
本授業では、パワーポイントおよび板書を⽤いた教育を⾏う。�
また、タブレット端末などICT技術を活⽤した双⽅向型授業も適宜⾏う。  �
実習においては、循環および⽪膚感覚に関して相互実習を⾏う。

到達⽬標

1 ⽣体のホメオスタシス維持について説明できる。

2 体液の分類およびその産⽣と機能について説明できる。

3 呼吸器・循環器・消化器・⽣殖器の機能と制御機構について説明できる。

4 内分泌系の作⽤機序と⽣体制御機構について説明できる。

5 ⽣体の運動機能・感覚機能・⾃律神経機能について説明できる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

12 3

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

【対⾯講義】：⽣理学の意義・細胞・体液（教科書 p2〜p18）

１�⽣理学の意義�
 １)�⽣理学を学ぶ意義と⽣命現象の特徴について概説する。�
 ２）ホメオスタシス（⽣体恒常性）について説明する。�
２�細胞�
 １）細胞の基本構造と細胞内⼩器官の機能について説明する。�
 ２）細胞の基本的な機能（受動輸送、能動輸送ならびに興奮および電気現象）について説明する。�
３�体液�
 １）体液の組成について概説する。�
 ２）⾎液の組成について説明する。�
 ３）⾎球の種類と機能について説明する。�
 ４）⾎液凝固の機序について説明する。�
 ５）⾎液型（ABO式、Rh式）の分類⽅法について説明する。�
 ６）リンパ液および脳脊髄液�の機能について説明する。

2

【対⾯講義】：体液の循環（教科書 p20〜p28）

１�体液の循環�
 １)�⾎液循環について説明する。�
 ２）⼼筋の特性について説明する。�
 ３）⼼拍数、⼼拍出量、脈波、⼼⾳について説明する。�
 ４）⼼臓の電気現象（⼼室筋細胞の活動電位、⼼電図の基本波形）について説明する。�
 ５）⾎圧について説明する。�
 ６）⾎液循環の調節機構について説明する。�
 ７）リンパ系の機能および循環について概説する。

3

【対⾯講義】：呼吸（教科書 p30〜p34）

１�呼吸�
 １)�外呼吸と内呼吸について概説する。�
 ２)�肺気量の内訳について説明する。�
 ３）胸式呼吸と腹式呼吸について説明する。�
 ４）ガス交換の仕組みについて説明する。�
 ５）⾎液の酸素解離曲線について説明する。�
 ６）呼吸運動の調節機構について説明する。

⽣理学
更新⽇：2021/11/12�15:13:36
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4

【対⾯講義】：消化および吸収（教科書 p36〜p42）

１�消化および吸収�
 １)�消化の意義について概説する。�
 ２）消化管各部での消化運動および消化酵素とその働きについて説明する。�
 ３）消化運動と消化液の分泌機構について説明する。�
 ４）各栄養素の吸収過程について説明する。�
 ５）肝臓の機能について概説する。�

5

【対⾯講義】：尿の⽣成および排出・代謝（教科書 p44〜p52）

１�尿の⽣成および排出�
 １）腎ネフロンの構造と機能について説明する。�
 ２）尿の⼀般性状について説明する。�
 ３）尿の⽣成機序について説明する。�
 ４）体液平衡の機能調節について概説する。�
 ５）排尿機構について概説する。�
２�代謝�
 １）栄養素のエネルギー量について概説する。

6

【対⾯講義】：体温（教科書 p54〜p59）

１�体温�
 １)�体温の変動とその原因について説明する。�
 ２）温の産⽣機構と放散の機序について説明する。�
 ３）汗腺の種類と発汗の機序について説明する。�
 ４）体温の恒常性維持機構について説明する。

7

【対⾯講義】：内分泌�（その１）（教科書 p60〜p66）

１�内分泌（その１）�
 １）内分泌器官の構造と機能について説明する。�
 ２）各種ホルモンの調節作⽤について説明する。�
 ３）各種ホルモンの作⽤および機能異常について説明する。

8

【対⾯講義】：内分泌�（その２）・⽣殖（教科書 p66〜p75）

１�内分泌（その２）�
 １）内分泌器官の構造と機能について説明する。�
 ２）各種ホルモンの調節作⽤について説明する。�
 ３）各種ホルモンの作⽤および機能異常について説明する。�
２�⽣殖�
 １）⼥性の性周期の変化と性ホルモンの関係について説明する。�
 ２）妊娠・分娩と性ホルモンの関係について説明する。

9

【対⾯講義】：筋（教科書 p76〜p82）

１�筋�
 １)�筋の種類について概説する。�
 ２）⾻格筋収縮の種類とその過程について説明する。�
 ３）⾻格筋の収縮の機序について説明する。�
 ４）筋電図について概説する。�
 ５）神経筋単位について説明する。�
 ６）筋の種類とその特性について説明する。

10

【対⾯講義】：神経（その１）（教科書 p84〜p90）

１�神経（その１）�
 １)�神経線維の基本構造と分類について説明する。�
 ２）興奮伝導の原則について説明する。�
 ３）シナプスにおける興奮伝達について説明する。�
 ４）神経伝達物質について説明する。�
 ５）神経系の分類について概説する。�
 ６）⾃律神経機構について説明する。

11

【対⾯講義】：神経（その２）（教科書 p91〜p96）

１�神経（その２）�
 １)�脊髄反射について説明する。�
 ２）脳幹（中脳、橋、延髄）の機能について説明する。�
 ３）視床下部の機能について説明する。�
 ４）⼤脳の構造と機能について概説する。�
 ５）⼤脳⽪質の構造と機能について概説する。

12

【対⾯講義】：感覚（教科書 p98〜p111）

１感覚�
 １)�感覚の分類および内容について説明する。�
 ２）感覚の⼀般的特性について説明する。�
 ３）特殊感覚（味覚以外）について説明する。

13

【実習】：⽣理学実習（その１）（循環および⽪膚感覚に関する実習）

１�循環�
 １)�脈拍数の測定について相互実習を⾏う。�
 ２）⾎圧の測定（触診法、聴診法）について相互実習を⾏う。�
２�⽪膚感覚�
 １)�⽪膚表⾯における2点弁別閾を、⾝体各部位と顔⾯領域で相互実習にて計測する。

- 37 -



⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

14

【実習】：⽣理学実習（その２）（循環および⽪膚感覚に関する実習）

１�循環�
 １)�脈拍数の測定について相互実習を⾏う。�
 ２）⾎圧の測定（触診法、聴診法）について相互実習を⾏う。�
２�⽪膚感覚�
 １)�⽪膚表⾯における2点弁別閾を、⾝体各部位と顔⾯領域で相互実習にて計測する。

15

【実習】：⽣理学実習（その３）（循環および⽪膚感覚に関する実習）

１�循環�
 １)�脈拍数の測定について相互実習を⾏う。�
 ２）⾎圧の測定（触診法、聴診法）について相互実習を⾏う。�
２�⽪膚感覚�
 １)�⽪膚表⾯における2点弁別閾を、⾝体各部位と顔⾯領域で相互実習にて計測する。

成績評価の⽅法

単位試験および実習レポートにより総合的に評価する。�
単位試験  ：90%�
実習レポート：10%�

実習レポートについては返却時にコメントする。

教科書

（両学科共通）⻭科衛⽣⼠テキスト・⽣理学 学研書院 �
教科書に基づいて授業を⾏います。教科書を必ず持参してください。�
講義資料を適宜配布する。

授業外学修（予習・復習）

予定された講義については教科書の該当項⽬を読んで予習すること。�
受講当⽇に受講内容を教科書・参考図書と照らし合わせて復習することにより、知識の整理をすること。�
（各回の総時間⽬安は予習と復習共に1時間程度）�

その他

参考資料 （両学科共通）⻭科衛⽣⼠教本 ⼈体の構造と機能 医⻭薬出版

受講⽣への要望等
事前学習により各回の気になる項⽬を列挙し、講義中や事後学習で整理するようにして下さい。 �
定期試験、今後の臨床科⽬講義や⻭科衛⽣⼠国家試験のためにしっかりとノート作りをして下さい。

授業の質問対応、連絡先
質疑対応はメール（inoue-hi@cc.osaka-dent.ac.jp）にて⾏います。�
また実習の前後など在室時にも対応します。
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220505

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 205050

担当教員 井上 博,�合⽥ 征司,�⻄川 哲成

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科, ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔⼯学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

20505 1◎ H1○  1◎ E1○  ⻭科医師

授業概要

⾷べること（咬む、咀嚼）、しゃべること、味わうこと、顏貌を形成すること、表情をつくることなどの機能を⼝腔が担う。⼝腔は脳を含めて全⾝機能に影響を

及ぼす極めて重要な器官であり、⼝腔が正常か異常かというのは全⾝疾患との関係からも無視できない。⼝腔⽣理学は医科⽣理学の⼀分野であるとともに、⼝

腔は器官⽣理学または臓器⽣理学という分類領域における⼀部⾨でもある。⻭科医学では⼝腔諸器官のことをとくに咀嚼系器官と呼び、いわゆる消化器系から

独⽴した⽴場をとっている。この咀嚼系器官の正常な構造と機能を講義・実習を通して学ぶ。�
本授業では、パワーポイントおよび板書を⽤いた教育を⾏う。�
タブレット端末などICT技術を活⽤した双⽅向型授業を適宜⾏う。  �
実習においては、咀嚼能率、⻭の位置感覚、咬合⼒および味盲に関して⾏う。

到達⽬標

1 ⻭および⻭周組織の機能について説明できる。

2 下顎位と下顎運動の制御機構について説明できる。

3 咀嚼機能と下顎反射の神経機能について説明できる。

4 嚥下と嘔吐の特徴と機序について説明できる。

5 唾液および唾液腺の機能について説明できる。

6 味覚を含む⼝腔諸器官の感覚について説明できる。

7 発声・構⾳および⾔語の機能について説明できる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

12 3

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

【対⾯講義】：⻭および⻭の⻭周組織の⽣理（その１）（教科書 p112〜p118）

１�⻭および⻭周組織の⽣理�
 １）⻭の硬組織の構造と物理化学的な性状について説明する。�
 ２）⻭髄の構造と機能について説明する。�
 ３）⻭周組織の構造について説明する。 

2

【対⾯講義】：⻭および⻭の⻭周組織の⽣理（その２）（教科書 p112〜p118）

１�⻭および⻭周組織の⽣理�
 １）⻭の硬組織の構造と物理化学的な性状について説明する。�
 ２）⻭髄の構造と機能について説明する。�
 ３）⻭周組織の構造について説明する。 

3

【対⾯講義】：咬合および顎運動（その１）（教科書 p120〜p126）

１�咬合および顎運動�
 １）各種下顎位について説明する。�
 ２）⽮状⾯における切⻭点の運動について説明する。�
 ３）⽔平⾯における切⻭点の運動について概説する。

4

【対⾯講義】：咬合および顎運動（その２）（教科書 p120〜p126）

１�咬合および顎運動�
 １）各種下顎位について説明する。�
 ２）⽮状⾯における切⻭点の運動について説明する。�
 ３）⽔平⾯における切⻭点の運動について概説する。

⼝腔⽣理学
更新⽇：2021/11/12�15:11:14
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5

【対⾯講義】：咀嚼および吸啜（その１）（教科書 p128〜p135）

１�咀嚼�
 １）咀嚼の意義と⽬的について概説する。�
 ２）咀嚼周期について説明する。�
 ３）咀嚼能率について説明する。�
 ４）咀嚼筋の構造と機能について説明する。�
 ５）下顎反射について説明する。�
 ６）咬合⼒と咀嚼⼒について説明する。�
 ７）⼝唇，⾆の働きについて概説する。�
２�吸啜�
 １）吸啜反射について説明する。

6

【対⾯講義】：咀嚼および吸啜（その２）（教科書 p128〜p135）

１�咀嚼�
 １）咀嚼の意義と⽬的について概説する。�
 ２）咀嚼周期について説明する。�
 ３）咀嚼能率について説明する。�
 ４）咀嚼筋の構造と機能について説明する。�
 ５）下顎反射について説明する。�
 ６）咬合⼒と咀嚼⼒について説明する。�
 ７）⼝唇，⾆の働きについて概説する。�
２�吸啜�
 １）吸啜反射について説明する。

7

【対⾯講義】：嚥下および嘔吐（その１）（教科書 p136〜p139）

１�嚥下�
 １）咽頭・喉頭の構造について説明する。�
 ２）嚥下反射について説明する。�
 ３）無⻭顎者における嚥下について概説する。�
 ４）異常嚥下について概説する。�
２�嘔吐�
 １）嘔吐反射について説明する。

8

【対⾯講義】：嚥下および嘔吐（その２）（教科書 p136〜p139）

１�嚥下�
 １）咽頭・喉頭の構造について説明する。�
 ２）嚥下反射について説明する。�
 ３）無⻭顎者における嚥下について概説する。�
 ４）異常嚥下について概説する。�
２�嘔吐�
 １）嘔吐反射について説明する。

9

【対⾯講義】：唾液腺および唾液（その１）（教科書 p140〜p148）

１�唾液腺および唾液�
 １）唾液腺の構造について説明する。�
 ２）唾液の⽣成機構について説明する。�
 ３）唾液分泌の神経機構について説明する。�
 ４）唾液の性状と組成について説明する。�
 ５）唾液の働きについて説明する。�
 ６）唾液と⻭科臨床の関連性について説明する。

10

【対⾯講義】：唾液腺および唾液（その２）（教科書 p140〜p148）

１�唾液腺および唾液�
 １）唾液腺の構造について説明する。�
 ２）唾液の⽣成機構について説明する。�
 ３）唾液分泌の神経機構について説明する。�
 ４）唾液の性状と組成について説明する。�
 ５）唾液の働きについて説明する。�
 ６）唾液と⻭科臨床の関連性について説明する。

11

【対⾯講義】：⼝腔感覚（教科書 p150〜p157）

１�⼝腔感覚�
 １）⼝腔粘膜の感覚点と感覚受容について説明する。�
 ２）⻭根膜の感覚について説明する。�
 ３）咬合・⻭の部位感覚の意義について説明する。�
 ４）⼝腔の深部感覚について概説する。�
 ５）⼝腔の痛覚の意義と特徴について説明する。
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12

【対⾯講義】：味覚・発声および発⾳（教科書 p157〜p170）

１�味覚�
 １）味覚受容器の構造と機能について説明する。�
 ２）基本味の特性について説明する。�
 ３）味覚閾値について説明する。�
 ４）味盲について説明する。�
 ５）味覚の神経機構について説明する。�
２�発声および発⾳�
 １）発声器官の構造について説明する。�
 ２）発声の機構について概説する。�
 ３）⾳声の性状について説明する。�
 ４）⾳声の種類について概説する。�
 ５）⾔語⾳の形成について説明する。�
 ６）感覚性および運動性の⾔語中枢について概説する。�
 ７）⻭科臨床と発⾳障害について説明する。

13

【実習】：⼝腔⽣理学実習（その１）（咀嚼能率、⻭の位置感覚、咬合⼒および味盲に関する実習）

１�咀嚼能率�
 １)�Manly�らの⽅法にて咀嚼能率の測定を⾏う。�
２�⻭の位置感覚�
 １)�⻭の位置感覚について相互実習を⾏う。�
３�咬合⼒�
 １)�それぞれの⻭種の最⼤咬合⼒ついて、オクルーザルフォースメーター�GM10を⽤いて相互実習を⾏う。�
４�味盲�
 １)味盲試験（PTC溶液に対する感受性を測定）を⾏う。

14

【実習】：⼝腔⽣理学実習（その２）（咀嚼能率、⻭の位置感覚、咬合⼒および味盲に関する実習）

１�咀嚼能率�
 １)�Manly�らの⽅法にて咀嚼能率の測定を⾏う。�
２�⻭の位置感覚�
 １)�⻭の位置感覚について相互実習を⾏う。�
３�咬合⼒�
 １)�それぞれの⻭種の最⼤咬合⼒ついて、オクルーザルフォースメーター�GM10を⽤いて相互実習を⾏う。�
４�味盲�
 １)味盲試験（PTC溶液に対する感受性を測定）を⾏う。

15

【実習】：⼝腔⽣理学実習（その３）（咀嚼能率、⻭の位置感覚、咬合⼒および味盲に関する実習）

１�咀嚼能率�
 １)�Manly�らの⽅法にて咀嚼能率の測定を⾏う。�
２�⻭の位置感覚�
 １)�⻭の位置感覚について相互実習を⾏う。�
３�咬合⼒�
 １)�それぞれの⻭種の最⼤咬合⼒ついて、オクルーザルフォースメーター�GM10を⽤いて相互実習を⾏う。�
４�味盲�
 １)味盲試験（PTC溶液に対する感受性を測定）を⾏う。

成績評価の⽅法

単位試験および実習レポートにより総合的に評価する。�
単位試験  ：90%�
実習レポート：10%�

実習レポートについては返却時にコメントする。

教科書

（両学科共通）⻭科衛⽣⼠テキスト・⽣理学 学建書院�
教科書に基づいて授業を⾏います。教科書を必ず持参してください。�
講義資料を適宜配布する。

授業外学修（予習・復習）

予定された講義については教科書の該当項⽬を読んで予習すること。�
受講当⽇に受講内容を教科書・参考図書と照らし合わせて復習することにより、知識の整理をすること。�
（各回の総時間⽬安は予習と復習共に1時間程度）

その他

参考資料 （両学科共通）⻭科衛⽣⼠教本 ⻭と⼝腔の構造と機能 医⻭薬出版

受講⽣への要望等
事前学習により各回の気になる項⽬を列挙し、講義中や事後学習で整理するようにして下さい。 �
定期試験、今後の臨床科⽬講義や⻭科衛⽣⼠国家試験のためにしっかりとノート作りをして下さい。

授業の質問対応、連絡先
質疑対応はメール（inoue-hi@cc.osaka-dent.ac.jp）にて⾏います。�
また実習の前後など在室時にも対応します。
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220506

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 205060

担当教員 池尾 隆

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

20506 1�○ 5�○ H1�◎  ⻭科医師（教員歴38年）

授業概要

【授業内容】�
健康を⽀える三つの柱が栄養、運動および休養であることを踏まえ、⼈々のwellnessに広く貢献する⻭科衛⽣⼠としての職責を⾃覚し、⽣涯にわたり貢献す
る姿勢を⾝につけるために、栄養素の機能と代謝、ライフステージに応じた栄養および⾷⽣活のあり⽅についての基本的知識を修得し、それらの内容を提⽰、

説明する能⼒を⾝につける。�

【授業⽅法】�
ポートフォリオを活⽤したプロジェクト学習をベースとして、講義（5回）と演習（10回）で進⾏する。�
演習は反転授業（Flipped�classroom）形式のグループワーク（TBL：Team-based�learning）、プレゼンテーションとなるので、オンデマンド教材による事
前学習が必須である。�

◆対⾯授業とオンデマンド配信授業◆�
5回の講義内容のうち「知識」を伝える部分は、繰り返し聴講することが可能となるように、すべてYou�Tubeでも配信します。メリー（学内の連絡システム）
にて必要な情報を送信しますので、それに従って繰り返し聴講して下さい。�
受講後に復習問題と書き込み式学習ノートの問題を解いて下さい。これはポートフォリオ内容の1つとして点数化されます。�

◆プロジェクト学習◆�
授業内外で⾏うべき学習を⾃ら⽴案することが特徴である。すなわち、成⼈学習理論に基づく⾃⼰主導型学習を実⾏することが求められる。具体的には、ビ

ジョン・ミッション・アクションシートに⾃⾝で⽴案したプランを作成、そのプランに沿って⾃⾝で学習し、その結果を俯瞰的に振り返り⾃⼰評価する。毎回

の授業で作成する授業俯瞰シートは授業終了時に提出し、担当教員からフィードバックを受けることとなる。�
①Plan���➜�⾃⾝のビジョン達成のためのこの科⽬の位置づけを予め明確に「⾒える化」し（ミッション）、具体的なアクションプランを作成する。�
②Do ��➜�作成したアクションプランに沿って、⾃⾝の学習を進める。�
③Check➜�毎回の授業を授業俯瞰シートで振り返り、⾃⾝の学習状況を分析し⾃⼰評価を⾏う。�
④Act�����➜�⾃⼰評価結果をもとに改善点を考え、当初のアクションプランを修正し新しいアクションプランを作成する。�
以上の全過程のプロダクト（⾃⾝の学習記録や毎授業の授業俯瞰シートも含めて）をポートフォリオとして蓄積し、最終的に全体を振り返り凝縮ポートフォ

リオ（A3⽤紙1枚）にまとめる。�

◆TBL�（Team-based�learning）◆�
グループでの学習⽅略の１つで、効果が⾼いことが世界的に認められている⽅法である。�
進⾏は下記の①〜⑥に⽰すとおりで、個⼈の準備（予習）が必須である。�
 ①個⼈準備確認テスト  ➜�毎回、10問の多肢選択式問題（MCQ）を出題する。�
 ②グループ準備確認テスト➜�グループ内での対話により、上記のMCQ10問を解答する。�
 ③フィードバック    ➜�各問題の解説と質疑応答により、学習内容の理解を深める。�
 ④グループ応⽤演習   ➜�グループ単位で、より深い思考問題を解答する。�
 ⑤チームアピール    ➜�各グループ内での対話（ダイアログ）内容などを発表する。 �
 ⑥同僚（ピア）評価   ➜�①〜⑤を繰り返し実施し、最終回のみグループ内での同僚評価（ピアレビュー）を⾏う。�
応⽤問題は単純な知識を問うものではなく、各⾃が持っている知識をグループ内での対話により再構築し、解答するレベルのものとなる。�
同僚評価はポジティブ⾯のみを申告する形式で、いわゆる採点ではない。単なるグループからチームに進展していく過程で、各メンバーの良かったところ、

貢献していたところを申告し、加点する形式となる。�

到達⽬標

1 各栄養素の機能を説明できる。

2 各ライフステージに適した⾷⽣活、栄養を説明できる。

3 ⾷⽣活・⾷べ物と健康の関連を概説できる。

4 振り返り改善することの重要性を認識する。

5 ⽣化学・栄養学で得た知識を⾃⾝のことばで発信する。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

5 10

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

⽣化学・栄養学
更新⽇：2021/11/12�11:58:56
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1

Ⅲ編 １章 栄養の基礎知識（p116〜p127） ２章 ⾷事摂取基準（p128〜p139）

【講義（同時にWebでもオンデマンド形式で配信）】（90分）�
⽣化学・栄養学の⼀般⽬標を説明できる。�
⽣化学・栄養学の学習⽅略を説明できる。�
⽣化学・栄養学の評価法を説明できる。�
プロジェクト学習とポートフォリオの内容を説明できる。�
�
健康の概念を説明できる。�
栄養とはどのようなことかを説明できる。�
五⼤栄養素の⽣体内での機能を説明できる。�
国⺠健康・栄養調査の概要を説明できる。�
⽇本⼈の栄養摂取状況を説明できる。�
消化の⽅法を説明できる。�
栄養素の消化の概要を説明できる。�
栄養素の体内への吸収の概要を説明できる。�
⽇本⼈の⾷事摂取基準（2020）の策定意義を説明できる。�
⽇本⼈の⾷事摂取基準（2020）の設定指標を説明できる。�
主要なミネラルの⾷事摂取基準を説明できる。�
主要なビタミンの⾷事摂取基準を説明できる。�
エネルギーの供給と消費の概念を説明できる。�
体格指数（body�mass�index、BMI）を算出できる。�
基礎代謝の概念を説明できる。�
基礎代謝に影響を及ぼす要因を列挙できる。�
基礎代謝基準値の加齢変化を説明できる。�
⾝体活動レベルの内容を説明できる。�
推定エネルギー必要量の算出⽅法を説明できる。�
Atwaterの係数を⽤いて⾷品のエネルギー量を算出できる。�
適切な三⼤栄養素の摂取バランスを説明できる。�
�
【授業外学習】（120分）�
復習問題（60問）を解き理解を深める。�
⻭科衛⽣⼠書き込み式学習ノート①Ⅰ編4章7、8を完成させる。�
==============================================================

2

Ⅲ編 ３章 栄養素の働き（p140〜p156）

【講義（同時にWebでもオンデマンド形式で配信）】（90分）�
糖質を分類できる。�
糖質の栄養的意味（働き）を説明できる。�
アミノ酸の構造を説明できる。�
必須アミノ酸を列挙できる。�
アミノ酸スコアを算出できる。�
主なタンパク質を分類できる。�
タンパク質の栄養的意味（働き）を説明できる。�
脂質を分類できる。�
脂肪酸の構造を説明できる。�
不可⽋脂肪酸を列挙できる。�
脂質の栄養的意味（働き）を説明できる。�
コレステロールの働きを説明できる。�
�
【授業外学習】（150分）�
復習問題（60問）を解き理解を深める。�
⻭科衛⽣⼠書き込み式学習ノート①Ⅰ編4章9〜11を完成させる。�
==============================================================

3

Ⅲ編 ３章 栄養素の働き（p157〜p175） 

【講義（同時にWebでもオンデマンド形式で配信）】（90分）�
ビタミンを分類（⽔溶性、脂溶性）できる。�
酵素に対して、補酵素の働きを説明できる。�
各ビタミンの栄養的意味（働き）を説明できる。�
各ビタミンの⽋乏症を説明できる。�
各ビタミンを多く含む⾷品を列挙できる。�
主要ミネラルを列挙できる。�
主要ミネラルの働きを説明できる。�
微量ミネラルの働きを説明できる。�
各ミネラルを多く含む⾷品を列挙できる。�
⽔代謝の概要を説明できる。�
⾷物繊維の栄養的意味（働き）を説明できる。�
⾷物繊維を多く含む⾷品を列挙できる。�
�
【授業外学習】（120分）�
復習問題（60問）を解き理解を深める。�
⻭科衛⽣⼠書き込み式学習ノート①Ⅰ編4章12、13を完成させる。�
==============================================================

- 43 -



⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

4

Ⅰ編 1〜5章 糖質、脂質、タンパク質・アミノ酸の代謝 ⽣体における恒常性の維持（p6〜p47）

【講義（同時にWebでもオンデマンド形式で配信）】（90分）�
ヘモグロビンの構造と機能を説明できる。�
酵素の役割を説明できる。�
アデノシン三リン酸の働きを説明できる。�
エネルギー代謝の全体像を説明できる。�
ミトコンドリアの役割を説明できる。�
酸素の供給が不⼗分なときのエネルギー産⽣を説明できる。�
酸素の供給が⼗分なときのエネルギー産⽣を説明できる。�
タンパク質の合成過程を説明できる。�
セントラルドグマの概要を説明できる。�
⾎液の緩衝能を説明できる。�
⾷後の糖代謝の概要を説明できる。�
空腹時、飢餓時の糖代謝の概要を説明できる。�
�
【授業外学習】（150分）�
復習問題（60問）を解き理解を深める。�
⻭科衛⽣⼠書き込み式学習ノート①Ⅰ編4章1〜4を完成させる。�
==============================================================

5

Ⅳ編 １章 ⾷⽣活と健康（p178〜p202）�２章 ⾷べ物と健康（p203〜p210）

【講義（同時にWebでもオンデマンド形式で配信）】（90分）�
⽇本⼈の⾷⽣活の変遷を説明できる。�
国⺠栄養の現状を説明できる。�
国⺠栄養の課題を説明できる。�
健康⽇本21（第２次）の活動を説明できる。�
⾷事バランスガイドの概要を説明できる。�
特別⽤途⾷品の概念を説明できる。�
保健機能⾷品制度の仕組みを説明できる。�
⾷育基本法の基本理念を説明できる。�
⾷⽣活指針の内容を説明できる。�
⾷品の機能（⼀次、⼆次、三次）を説明できる。�
⽇本⾷品標準成分表2020年版（⼋訂）の概要を説明できる。�
⾷品成分表を活⽤できる。�
三⾊⾷品群の利⽤法を説明できる。�
六つの基礎⾷品群分類を説明できる。�
５つの基本味を説明できる。�
味の相互作⽤を説明できる。�
⾷品の物性・テクスチャーを説明できる。�
�
【授業外学習】（120分）�
復習問題（60問）を解き理解を深める。�
⻭科衛⽣⼠書き込み式学習ノート①Ⅰ編4章14、15を完成させる。�
==============================================================

6

Ⅲ編１章 栄養の基礎知識（p116〜p127） ２章 ⾷事摂取基準（p128〜p139）

【演習】 TBL①-1：個⼈準備確認テスト、グループ準備確認テスト�
五⼤栄養素の⽣体内での機能を説明できる。�
⽇本⼈の栄養摂取状況を説明できる。�
栄養素の消化の概要を説明できる。�
⽇本⼈の⾷事摂取基準（2020）の設定指標を説明できる。�
エネルギーの供給と消費の概念を説明できる。�
体格指数（body�mass�index、BMI）を算出できる。�
基礎代謝の概念を説明できる。�
基礎代謝に影響を及ぼす要因を列挙できる。�
⾝体活動レベルの内容を説明できる。�
推定エネルギー必要量の算出⽅法を説明できる。�
Atwaterの係数を⽤いて⾷品のエネルギー量を算出できる。�
適切な三⼤栄養素の摂取バランスを説明できる。�
グループダイナミクス効果を体感する。�
�
【授業外学習】（60分）�
予習：第1回授業内容に対応した復習問題を解き理解を深める。�
復習：TBLで実施した問題を⾒直し、授業内容を俯瞰し⾃⼰省察を⾏う。�
==============================================================
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Ⅲ編１章 栄養の基礎知識（p116〜p127） ２章 ⾷事摂取基準（p128〜p139）

【演習】 TBL①-2：グループ応⽤演習、フィードバック�
五⼤栄養素の⽣体内での機能を説明できる。�
⽇本⼈の栄養摂取状況を説明できる。�
栄養素の消化の概要を説明できる。�
⽇本⼈の⾷事摂取基準（2020）の設定指標を説明できる。�
エネルギーの供給と消費の概念を説明できる。�
体格指数（body�mass�index、BMI）を算出できる。�
基礎代謝の概念を説明できる。�
基礎代謝に影響を及ぼす要因を列挙できる。�
⾝体活動レベルの内容を説明できる。�
推定エネルギー必要量の算出⽅法を説明できる。�
Atwaterの係数を⽤いて⾷品のエネルギー量を算出できる。�
適切な三⼤栄養素の摂取バランスを説明できる。�
グループダイナミクス効果を体感する。�
�
【授業外学習】（90分）�
予習：第1回授業内容に対応した復習問題を解き理解を深める。�
復習：TBLで実施した問題を⾒直し、授業内容を俯瞰し⾃⼰省察を⾏う。�
==============================================================

8

Ⅲ編３章 栄養素の働き（p140〜p175）

【演習】 TBL②-1：個⼈準備確認テスト、グループ準備確認テスト�
糖質の栄養的意味（働き）を説明できる。�
必須アミノ酸を列挙できる。�
アミノ酸スコアを算出できる。�
タンパク質の栄養的意味（働き）を説明できる。�
不可⽋脂肪酸を列挙できる。�
脂質の栄養的意味（働き）を説明できる。�
各ビタミンの栄養的意味（働き）を説明できる。�
各ビタミンを多く含む⾷品を列挙できる。�
各ミネラルの働きを説明できる。�
各ミネラルを多く含む⾷品を列挙できる。�
⾷物繊維の栄養的意味（働き）を説明できる。�
グループダイナミクス効果を体感する。�
�
【授業外学習】（60分）�
予習：第2・3回授業内容に対応した復習問題を解き理解を深める。�
復習：TBLで実施した問題を⾒直し、授業内容を俯瞰し⾃⼰省察を⾏う。�
==============================================================

9

Ⅲ編３章 栄養素の働き（p140〜p175）

【演習】 TBL②-2：グループ応⽤演習、フィードバック�
糖質の栄養的意味（働き）を説明できる。�
必須アミノ酸を列挙できる。�
アミノ酸スコアを算出できる。�
タンパク質の栄養的意味（働き）を説明できる。�
不可⽋脂肪酸を列挙できる。�
脂質の栄養的意味（働き）を説明できる。�
各ビタミンの栄養的意味（働き）を説明できる。�
各ビタミンを多く含む⾷品を列挙できる。�
各ミネラルの働きを説明できる。�
各ミネラルを多く含む⾷品を列挙できる。�
⾷物繊維の栄養的意味（働き）を説明できる。�
グループダイナミクス効果を体感する。�
�
【授業外学習】（90分）�
予習：第2・3回授業内容に対応した復習問題を解き理解を深める。�
復習：TBLで実施した問題を⾒直し、授業内容を俯瞰し⾃⼰省察を⾏う。�
==============================================================
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Ⅳ編 ⾷⽣活と⾷品� １章 ⾷⽣活と健康（p178〜p202）�２章 ⾷べ物と健康（p203〜p210）

【演習】 3分間プレゼンテーション（1）�
⾔語的・⾮⾔語的コミュニケーションを説明できる。�
上⼿なプレゼンテーションのポイントを説明できる。�
決められた時間内でプレゼンテーションする。�
ルーブリックの重要性を体感する。�
【参考】�
ライフステージを区分できる。�
ライフステージ別栄養の重要性を説明できる。�
⺟性栄養（妊娠期）の注意点を説明できる。�
⺟性栄養（産褥期・授乳期）の注意点を説明できる。�
⼩児栄養（乳児期）の注意点を説明できる。�
⼩児栄養（幼児期）の注意点を説明できる。�
⼩児栄養（学童期）の注意点を説明できる。�
⼩児栄養（思春期）の注意点を説明できる。�
成⼈期（⻘年期）の栄養の注意点を説明できる。�
成⼈期（壮年期）の栄養の注意点を説明できる。�
成⼈期（実年期）の栄養の注意点を説明できる。�
⾼齢期の栄養の注意点を説明できる。�
�
【授業外学習】（30分）�
予習：与えられたテーマについて、3分間のプレゼンテーション原稿を作成する。�
復習：各班のプレゼンテーションとフィードバックの内容を⾒直し、授業内容を俯瞰し⾃⼰省察を⾏う。�
==============================================================

11

Ⅳ編 ⾷⽣活と⾷品� １章 ⾷⽣活と健康（p178〜p202）�２章 ⾷べ物と健康（p203〜p210）

【演習】 3分間プレゼンテーション（2）�
⾔語的・⾮⾔語的コミュニケーションを説明できる。�
上⼿なプレゼンテーションのポイントを説明できる。�
決められた時間内でプレゼンテーションする。�
ルーブリックの重要性を体感する。�
予め作成したルーブリックに基づき同僚評価（ピアレビュー）を実施する。�
【参考】�
ライフステージを区分できる。�
ライフステージ別栄養の重要性を説明できる。�
⺟性栄養（妊娠期）の注意点を説明できる。�
⺟性栄養（産褥期・授乳期）の注意点を説明できる。�
⼩児栄養（乳児期）の注意点を説明できる。�
⼩児栄養（幼児期）の注意点を説明できる。�
⼩児栄養（学童期）の注意点を説明できる。�
⼩児栄養（思春期）の注意点を説明できる。�
成⼈期（⻘年期）の栄養の注意点を説明できる。�
成⼈期（壮年期）の栄養の注意点を説明できる。�
成⼈期（実年期）の栄養の注意点を説明できる。�
⾼齢期の栄養の注意点を説明できる。�
�
【授業外学習】（30分）�
予習：与えられたテーマについて、3分間のプレゼンテーション原稿を作成する。�
復習：各班のプレゼンテーションとフィードバックの内容を⾒直し、授業内容を俯瞰し⾃⼰省察を⾏う。�
==============================================================

12

Ⅳ編１章 ⾷⽣活と健康（p178〜p202）�２章 ⾷べ物と健康（p203〜p210）

【演習】 KJ法➜⼆次元展開�
⼩集団での思考のまとめ⽅を体感する。�
⼆次元展開による問題点の整理⽅法を経験する。�
協働の重要性を認識する。�
【参考】�
⾝近な⾷品に興味を持つ。�
⾷の安全についての概要を説明できる。�
⾷品の表⽰を説明できる。�
誇⼤広告への対応法を説明できる。�
⾷⽣活の問題点を列挙できる。�
災害時の⾷品について説明できる。�
旬と⾏事⾷について説明できる。�
外⾷、中⾷の利点と⽋点を説明できる。�
�
【授業外学習】（30分）�
予習：第5回授業内容に対応した復習問題を解き理解を深める。�
復習：各班のプレゼンテーションとフィードバックの内容を⾒直し、授業内容を俯瞰し⾃⼰省察を⾏う。�
==============================================================
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Ⅳ編１章 ⾷⽣活と健康（p178〜p202）�２章 ⾷べ物と健康（p203〜p210）

【演習】 KJ法➜⼆次元展開➜問題解決➜プレゼンテーション�
⼩集団での思考のまとめ⽅を体感する。�
⼆次元展開による問題点の整理⽅法を経験する。�
協働の重要性を認識する。�
予め作成したルーブリックに基づき同僚評価（ピアレビュー）を実施する。�
【参考】�
⾝近な⾷品に興味を持つ。�
⾷の安全についての概要を説明できる。�
⾷品の表⽰を説明できる。�
誇⼤広告への対応法を説明できる。�
⾷⽣活の問題点を列挙できる。�
災害時の⾷品について説明できる。�
旬と⾏事⾷について説明できる。�
外⾷、中⾷の利点と⽋点を説明できる。�
�
【授業外学習】（30分）�
予習：第5回授業内容に対応した復習問題を解き理解を深める。�
復習：各班のプレゼンテーションとフィードバックの内容を⾒直し、授業内容を俯瞰し⾃⼰省察を⾏う。�
==============================================================

14

Ⅰ編1〜5章 糖質、脂質、タンパク質・アミノ酸の代謝 ⽣体における恒常性の維持（p6〜p47）

【演習】 TBL③-1：個⼈準備確認テスト、グループ準備確認テスト�
ヘモグロビンの構造と機能を説明できる。�
酵素の役割を説明できる。�
アデノシン三リン酸の働きを説明できる。�
エネルギー代謝の全体像を説明できる。�
ミトコンドリアの役割を説明できる。�
酸素の供給が不⼗分なときのエネルギー産⽣を説明できる。�
酸素の供給が⼗分なときのエネルギー産⽣を説明できる。�
タンパク質の合成過程を説明できる。�
セントラルドグマの概要を説明できる。�
⾎液の緩衝能を説明できる。�
⾷後の糖代謝の概要を説明できる。�
空腹時、飢餓時の糖代謝の概要を説明できる。�
グループダイナミクス効果を体感する。�
�
【授業外学習】（60分）�
予習：第4回授業内容に対応した復習問題を解き理解を深める。�
復習：TBLで実施した問題を⾒直し、授業内容を俯瞰し⾃⼰省察を⾏う。�
==============================================================

15

Ⅰ編1〜5章 糖質、脂質、タンパク質・アミノ酸の代謝 ⽣体における恒常性の維持（p6〜p47）

【演習】 TBL③-2：グループ応⽤演習、フィードバック�
ヘモグロビンの構造と機能を説明できる。�
酵素の役割を説明できる。�
アデノシン三リン酸の働きを説明できる。�
エネルギー代謝の全体像を説明できる。�
ミトコンドリアの役割を説明できる。�
酸素の供給が不⼗分なときのエネルギー産⽣を説明できる。�
酸素の供給が⼗分なときのエネルギー産⽣を説明できる。�
タンパク質の合成過程を説明できる。�
セントラルドグマの概要を説明できる。�
⾎液の緩衝能を説明できる。�
⾷後の糖代謝の概要を説明できる。�
空腹時、飢餓時の糖代謝の概要を説明できる。�
グループダイナミクス効果を体感する。�
予め作成したルーブリックに基づき同僚評価（ピアレビュー）を実施する。�
�
【授業外学習】（90分）�
予習：第4回授業内容に対応した復習問題を解き理解を深める。�
復習：TBLで実施した問題を⾒直し、授業内容を俯瞰し⾃⼰省察を⾏う。�
==============================================================
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科⽬試験

四肢択⼀問題（MCQ）70問を出題�
【試験範囲】�
Ⅰ編 ⽣命活動の概要（およそ15問：各章から3問程度）�
  1章 ⽣体の構成成分      （p06〜p22）�
  2章 ⽣体における化学反応   （p23〜p28）�
  3章 糖質と脂質の代謝     （p29〜p37）�
  4章 タンパク質とアミノ酸の代謝（p38〜p43）�
  5章 ⽣体における恒常性維持  （p44〜p47）�
Ⅲ編 栄養の基礎�（およそ45問） �
  1章 栄養の基礎知識（p116〜p127：およそ05問）��
  2章 ⾷事摂取基準 （p128〜p139：およそ10問）�
  3章 栄養素の働き （p140〜p175：およそ30問） �
Ⅳ編 ⾷⽣活と⾷品�（およそ10問） �
  1章 ⾷⽣活と健康 （p178〜p202）��
  2章 ⾷べ物と健康 （p203〜p210）�
【持ち込み許可】�
筆記⽤具のみ�
【試験終了時の提出物】�
科⽬試験終了時に、すべての提出物を綴じたポートフォリオを提出�
�
【授業外学習】（120分）�
予習：蓄積したポートフォリオ内容を整理、俯瞰し、PDCAサイクルによる凝縮ポートフォリオを作成する。�
予習：科⽬試験に備え、学習内容を復習する。�
復習：科⽬試験の内容を復習し、省察する。�
==============================================================

17

Ⅲ編３章 栄養素の働き（p140〜p175）

【対象者】�
⽣化学・栄養学 不合格者�
�
【提出物に対する指導】�
提出物が不合格であった者に対して実施する。�
�
【科⽬試験内容に対する指導】�
糖質の栄養的意味（働き）を説明できる。�
必須アミノ酸を列挙できる。�
アミノ酸スコアを算出できる。�
タンパク質の栄養的意味（働き）を説明できる。�
不可⽋脂肪酸を列挙できる。�
脂質の栄養的意味（働き）を説明できる。�
各ビタミンの栄養的意味（働き）を説明できる。�
各ビタミンを多く含む⾷品を列挙できる。�
各ミネラルの働きを説明できる。�
各ミネラルを多く含む⾷品を列挙できる。�
⾷物繊維の栄養的意味（働き）を説明できる。�
�
【授業外学習】（120分）�
予習：第1〜5回授業（オンデマンド配信講義）内容に対応した復習問題を解き理解を深める。�
復習：演習で実施した問題を⾒直すとともに、授業内容を俯瞰し⾃⼰省察を⾏う。�
==============================================================
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科⽬試験（再）

四肢択⼀問題（MCQ）70問を出題�
【試験範囲】�
Ⅰ編 ⽣命活動の概要（およそ15問：各章から3問程度）�
  1章 ⽣体の構成成分      （p06〜p22）�
  2章 ⽣体における化学反応   （p23〜p28）�
  3章 糖質と脂質の代謝     （p29〜p37）�
  4章 タンパク質とアミノ酸の代謝（p38〜p43）�
  5章 ⽣体における恒常性維持  （p44〜p47）�
Ⅲ編 栄養の基礎�（およそ45問） �
  1章 栄養の基礎知識（p116〜p127：およそ05問）��
  2章 ⾷事摂取基準 （p128〜p139：およそ10問）�
  3章 栄養素の働き （p140〜p175：およそ30問） �
Ⅳ編 ⾷⽣活と⾷品�（およそ10問） �
  1章 ⾷⽣活と健康 （p178〜p202）��
  2章 ⾷べ物と健康 （p203〜p210）�
【持ち込み許可】�
筆記⽤具のみ�
【試験終了時の提出物】�
科⽬試験終了時に、すべての提出物を綴じたポートフォリオを提出する。�
�
【授業外学習】（120分）�
予習：科⽬試験（再）に備え、学習内容を復習する。�
復習：科⽬試験（再）の内容を復習し、省察する。�
==============================================================

成績評価の⽅法

****************************************************************************************************�
下記1、2のすべての項⽬で60％以上獲得した者を合格とし、合計点を総合評価とする。�
****************************************************************************************************�
1.�科⽬試験（70点）�
60％（42点）以上正解しているものを、項⽬1の合格者とする。�
・四肢択⼀問題（MCQ）70問（1問1点）を出題する。�
・出題範囲、ブループリントについては第16回内容を参照して下さい。�
2.�ポートフォリオほか提出物、演習（教員・同僚）評価（30点）�
下記項⽬の合計で、60％（18点）以上獲得しているものを、項⽬2の合格者とする。�
・講義終了後の復習問題  ➜05点：（60問×5回）解答→採点→修正までの実施状況�
・書き込み式学習ノート① ➜05点：Ⅰ編4章1〜4、7〜15の実施状況�
・授業俯瞰シート     ➜05点：振り返り、⾃⼰評価までの実施状況�
・凝縮ポートフォリオ   ➜10点：事前に⽰したルーブリック（根拠あるPDCA）で採点�
・演習の教員評価と同僚評価➜05点：グループ単位での教員評価とグループ内での同僚評価�

【フィードバックと形成的評価】�
毎回提出する授業俯瞰シートと最終提出する凝縮ポートフォリオに、コメントをつけて返却する。�
個⼈成績⼀覧表（項⽬別得点を記載）を配布し省察を促す。�
各回のTBL結果を個別に採点、点数化することで各ステップの形成的評価とする。

教科書

1.�最新⻭科衛⽣⼠教本 ⼈体の構造と機能２栄養と代謝 全国⻭科衛⽣⼠協議会監修 医⻭薬出版 2020�
（ISBN-978-4-263-42819-1）�
2.⻭科衛⽣⼠書き込み式学習ノート①専⾨基礎科⽬編（第３版） 医⻭薬出版 2022�
（ISBN-978-4-263-42261-8）�
3.�新⾷品成分表FOODS2022 新⾷品成分表編集委員会編 東京法令出版 2022�
（ISBN-978-4-8090-7986-3）

授業外学修（予習・復習）

プロジェクト学習では、授業内外で⾏うべき学習を⾃ら⽴案（ビジョン、ミッション、アクション）することが特徴である。すなわち、成⼈学習理論に基づく

⾃⼰主導型学習を実⾏することが求められている。�

授業外で⾏うべき学習は、各回の授業計画欄に記載しているので参照して下さい。内容は以下のとおりです。�
1.�⾃ら⽴案したアクションプランの実⾏�
2.�ポートフォリオの整理整頓�
3.�TBL前には、オンデマンド教材などを活⽤した事前学習�
4.�TBL後には、出題された問題（準備確認テストや応⽤問題）の理解�
5.�その他の演習前には、プレゼン資料作成などの事前準備�
6.�ポートフォリオ提出時には、凝縮ポートフォリオの作成

その他

参考資料 1.�第４版イラストでわかる⻭科医学の基礎 村上秀明ほか監修 永末書店 2021�
 （ISBN�978-4-8160-1393-5）�
2.�スタンダード⽣化学・⼝腔⽣化学 第３版 池尾 隆ほか編集 学建書院 2016�
 （ISBN�978-4-7624-2633-9）�
3.�コンパクト栄養学 改訂第４版 脊⼭洋右ほか監修 南江堂 2017�
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 （ISBN�978-4-524-25945-8）�
4.�カラー図解 ⼈体の細胞⽣物学 坂井建雄ほか編集 ⽇本医事新報社 2018�
 （ISBN�978-4-7849-3232-0）�
5.�応⽤栄養学 改訂第２版 栢下 淳ほか編集 ⽺⼟社 2020�
 （ISBN�978-4-7581-1364-9）�
6.�臨床栄養学 基礎編 改訂第２版 本⽥佳⼦ほか編集 ⽺⼟社 2016�
 （ISBN�978-4-7581-0882-9）�
7.�臨床栄養学 疾患別編 改訂第２版 本⽥佳⼦ほか編集 ⽺⼟社 2016�
 （ISBN�978-4-7581-0883-6）

受講⽣への要望等

【学⽣の皆さんに伝えたいこと】�
知識を詰め込むことが学修ではない。「とりあえず覚えておこう」は全く意味がない。⼤切なことは、�
★取り込んだ知識を⾃⾝で解釈し、整理する能⼒（知識統合、知識構築）�����
★整理した内容を発信する能⼒（コミュニケーション）�
****************************************************************************************�
複数の知識を関連付け、⽬前に迫った問題を解決するために活⽤できる能⼒��
****************************************************************************************�
患者さんから疑問を投げかけられたときに、その患者さんの状況を把握、分析し、その患者さんに必要なことを「わかりやす

いことば」で説明することが求められる。今から⼗分な訓練が必要である。

授業の質問対応、連絡先

メール対応�➜�ikeo@cc.osaka-dent.ac.jp�
⾯   談�➜�メールにて予約�
      （原則として⾦曜午後、楠葉または牧野学舎にて⾯談）
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220507

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 205070

担当教員 池尾 隆

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

20507 1�○ 5�○ H1�◎  ⻭科医師（教員歴38年）

授業概要

【授業内容】�
分⼦レベルで進歩する⻭科医学を⽣涯にわたり⾃⼰研鑚し、⻭科衛⽣⼠業務をとおして⻭科医療に応⽤するために、⽣命現象を連続した化学反応として捉え

る習慣（⽣化学的思考）とその習慣を⽣涯にわたり持ち続ける意欲を⾝につけるとともに、⼝腔諸組織や唾液の成分を知り、⼝腔の⼆⼤疾患であるう蝕と⻭周

疾患の病因を理解する。�

【授業⽅法】�
ポートフォリオを活⽤したプロジェクト学習をベースとして、講義（5回）と演習（10回）で進⾏する。�
演習は反転授業（Flipped�classroom）形式のグループワーク（TBL：Team-based�learning）、ホールシステムアプローチの⼀⼿法であるワールドカフェと
なるので、オンデマンド教材による事前学習が必須である。�

◆対⾯授業とオンデマンド配信授業◆�
5回の講義内容のうち「知識」を伝える部分は、繰り返し聴講することが可能となるように、すべてYou�Tubeでも配信します。メリー（学内の連絡システム）
にて必要な情報を送信しますので、それに従って繰り返し聴講して下さい。�
受講後に復習問題と書き込み式学習ノートの問題を解いて下さい。これはポートフォリオ内容の1つとして点数化されます。�

◆プロジェクト学習◆�
授業内外で⾏うべき学習を⾃ら⽴案することが特徴である。すなわち、成⼈学習理論に基づく⾃⼰主導型学習を実⾏することが求められる。具体的には、ビ

ジョン・ミッション・アクションシートに⾃⾝で⽴案したプランを作成、そのプランに沿って⾃⾝で学習し、その結果を俯瞰的に振り返り⾃⼰評価する。毎回

の授業で作成する授業俯瞰シートは授業終了時に提出し、担当教員からフィードバックを受けることとなる。�
①Plan���➜�⾃⾝のビジョン達成のためのこの科⽬の位置づけを予め明確に「⾒える化」し（ミッション）、具体的なアクションプランを作成する。�
②Do ��➜�作成したアクションプランに沿って、⾃⾝の学習を進める。�
③Check➜�毎回の授業を授業俯瞰シートで振り返り、⾃⾝の学習状況を分析し⾃⼰評価を⾏う。�
④Act�����➜�⾃⼰評価結果をもとに改善点を考え、当初のアクションプランを修正し新しいアクションプランを作成する。�
以上の全過程のプロダクト（⾃⾝の学習記録や毎授業の授業俯瞰シートも含めて）をポートフォリオとして蓄積し、最終的に全体を振り返り凝縮ポートフォ

リオ（A3⽤紙1枚）にまとめる。�

◆TBL�（Team-based�learning）◆�
グループでの学習⽅略の１つで、効果が⾼いことが世界的に認められている⽅法である。�
進⾏は下記の①〜⑥に⽰すとおりで、個⼈の準備（予習）が必須である。�
 ①個⼈準備確認テスト  ➜�毎回、10問の多肢選択式問題（MCQ）を出題する。�
 ②グループ準備確認テスト➜�グループ内での対話により、上記のMCQ10問を解答する。�
 ③フィードバック    ➜�各問題の解説と質疑応答により、学習内容の理解を深める。�
 ④グループ応⽤演習   ➜�グループ単位で、より深い思考問題を解答する。�
 ⑤チームアピール    ➜�各グループ内での対話（ダイアログ）内容などを発表する。 �
 ⑥同僚（ピア）評価   ➜�①〜⑤を繰り返し実施し、最終回のみグループ内での同僚評価（ピアレビュー）を⾏う。�
応⽤問題は単純な知識を問うものではなく、各⾃が持っている知識をグループ内での対話により再構築し、解答するレベルのものとなる。�
同僚評価はポジティブ⾯のみを申告する形式で、いわゆる採点ではない。単なるグループからチームに進展していく過程で、各メンバーの良かったところ、

貢献していたところを申告し、加点する形式となる。�

◆ワールドカフェ◆�
ホールシステムアプローチの1つの⼿法である。特定のテーマや課題について、関係する全ての関係者（ステークホルダー）が分野の壁を越えて⼀堂に会し、
⼤規模な対話（ダイアログ）によって意思決定やアクションプランを⽣み出すための⽅法である。�
ワールドカフェは、4〜5名の⼩グループでダイアログを実施し、さらにメンバーを変えながらダイアログを続け、最後にその内容を全員に対して発表する。
協調的思考能⼒を向上させるために有効とされている。。�
➜ホールシステムアプローチ�
ステークホルダー全員による共通基盤を形成し、全員の合意のもとで⽬標やアクションプランを設定し、実現するための⽅法論。対極にあるのがトップダウ

ン⽅式で、インセンティブ（褒美）を与えることで、規則や命令などトップの設定したゴールを実現する。�
➜対話（ダイアログ）�
討論（ディスカッション）や雑談（チャット）とは異なり、あるテーマに集中し、相互理解・協働のなかから答えを創る（⾒つける）会話。1⼈では考えつか
ない、何か新しいもの（知恵やアイデアなど）を共に創り出すために有効と考えられている。

到達⽬標

1 ⻭と⻭周組織の組成を説明できる。

2 硬組織の代謝の概要を説明できる。

3 唾液成分とその機能を説明できる。

4 齲蝕と⻭周疾患の病因を説明できる。

5 PDCAサイクルを回し改善することの重要性を認識する。

6 ⼝腔⽣化学で得た知識を⾃⾝のことばで発信する。

⼝腔⽣化学
更新⽇：2021/11/12�11:39:41
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授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

5 10

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

Ⅱ編 ⻭と⼝の⽣化学 1章 ⻭と⻭周組織の⽣化学（p50〜p64）

【講義（同時にWebでもオンデマンド形式で配信）】（90分）�
⼝腔⽣化学の⼀般⽬標を説明できる。�
⼝腔⽣化学の学習⽅略を説明できる。�
⼝腔⽣化学の評価法を説明できる。�
プロジェクト学習とポートフォリオの内容を説明できる。�
�
結合（⽀持）組織の特徴を説明できる。�
細胞外マトリックスの概念を概説できる。�
コラーゲンの構造と機能を説明できる。�
プロテオグリカンの構造と機能を説明できる。�
グリコサミノグリカンの構造を説明できる。�
細胞外マトリックス成分の代謝の概要を説明できる。�
硬組織（⻭・⾻）の組成を⽐較できる。�
ヒドロキシアパタイトの構造を説明できる。�
硬組織に含まれる有機成分を説明できる。�
硬組織特有の有機成分の特徴を説明できる。�
エナメル質の微量成分を説明できる。�
�
【授業外学習】（120分）�
復習問題（60問）を解き理解を深める。�
⻭科衛⽣⼠書き込み式学習ノート①Ⅰ編4章5を完成させる。�
=======================================================

2

Ⅱ編 ⻭と⼝の⽣化学 2章 硬組織の⽣化学（p65〜p80） ⾻代謝、⻭の形成

【講義（同時にWebでもオンデマンド形式で配信）】（90分）�
⽯灰化の仕組みの概要を説明できる。�
基質⼩胞によるコラーゲン性⽯灰化を説明できる。�
⾻改造現象（⾻のリモデリング）を説明できる。�
⾻芽細胞の働きを説明できる。�
破⾻細胞の働きを説明できる。�
代謝性⾻疾患の成り⽴ちを説明できる。�
エナメル質の形成過程を説明できる。�
象⽛質の形成過程を説明できる。�
�
【授業外学習】（120分）�
復習問題（60問）を解き理解を深める。�
⻭科衛⽣⼠書き込み式学習ノート①Ⅰ編4章6（p100）を完成させる。�
=======================================================

3

Ⅱ編 ⻭と⼝の⽣化学 2章 硬組織の⽣化学（p65〜p80） カルシウム代謝

【講義（同時にWebでもオンデマンド形式で配信）】（90分）�
カルシウムの⽣体内での機能を説明できる。�
カルシウムの体内への吸収を説明できる。�
カルシウムの恒常性維持の仕組みを説明できる。�
副甲状腺ホルモンの働きを説明できる。�
ビタミンＤの活性化の仕組みを説明できる。�
活性型ビタミンＤの働きを説明できる。�
カルシトニンの働きを説明できる。�
�
【授業外学習】（90分）�
復習問題（60問）を解き理解を深める。�
⻭科衛⽣⼠書き込み式学習ノート①Ⅰ編4章6（p101）を完成させる。�
=======================================================
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4

Ⅱ編 ⻭と⼝の⽣化学 3章 唾液の⽣化学（p81〜p89）

【講義（同時にWebでもオンデマンド形式で配信）】（90分）�
唾液の作⽤を説明できる。�
唾液中の主なタンパク質の機能を説明できる。�
唾液中の主な無機成分の機能を説明できる。�
唾液の消化作⽤に関与する成分を列挙できる。�
唾液の抗菌作⽤に関与する成分を列挙できる。�
唾液の緩衝作⽤に関与する成分を列挙できる。�
唾液の⽯灰化促進・抗脱灰作⽤に関与する成分を列挙できる。�
唾液の潤滑作⽤に関与する成分を列挙できる。�
唾液のカルシウム結合性タンパク質の性状を説明できる。�
ペリクル（獲得被膜）の形成過程を説明できる。�
�
【授業外学習】（120分）�
復習問題（60問）を解き理解を深める。�
⻭科衛⽣⼠書き込み式学習ノート①Ⅱ編3章5（p191〜193）を完成させる。�
=======================================================

5

Ⅱ編 ⻭と⼝の⽣化学 4章 プラークの⽣化学（p90〜p113）

【講義（同時にWebでもオンデマンド形式で配信）】（90分）�
バイオフィルムの概念を説明できる。�
菌体外多糖の種類を列挙できる。�
菌体外多糖の合成過程を説明できる。�
菌体外多糖の分解酵素を列挙できる。�
プラーク細菌による酸産⽣過程を説明できる。�
酸とアパタイトの反応を説明できる。�
ステファン曲線が⽰す内容を説明できる。�
う蝕の発症機序を説明できる。�
エナメル質表⾯の再⽯灰化を説明できる。�
炎症反応の概要を説明できる。�
�
【授業外学習】（120分）�
復習問題（60問）を解き理解を深める。�
⻭科衛⽣⼠書き込み式学習ノート①Ⅲ編2章14、15（p263〜266）を完成させる。�
=======================================================

6

Ⅱ編 ⻭と⼝の⽣化学� １章 ⻭と⻭周組織の⽣化学（p50〜p64） 

【演習】TBL①-1：個⼈準備確認テスト、グループ準備確認テスト�
結合（⽀持）組織の特徴を説明できる。�
細胞外マトリックスの概念を概説できる。�
コラーゲンの構造と機能を説明できる。�
プロテオグリカンの構造と機能を説明できる。�
グリコサミノグリカンの構造を説明できる。�
細胞外マトリックス成分の代謝の概要を説明できる。�
硬組織（⻭・⾻）の組成を⽐較できる。�
ヒドロキシアパタイトの構造を説明できる。�
硬組織に含まれる有機成分を説明できる。�
硬組織特有の有機成分の特徴を説明できる。�
エナメル質の微量成分を説明できる。�
グループダイナミクス効果を体感する。�
�
【授業外学習】（60分）�
予習：第1回授業内容に対応した復習問題を解き理解を深める。�
復習：TBLで実施した問題を⾒直し、授業内容を俯瞰し⾃⼰省察を⾏う。�
==============================================================

7

Ⅱ編 ⻭と⼝の⽣化学� １章 ⻭と⻭周組織の⽣化学（p50〜p64） 

【演習】TBL①-2：グループ応⽤演習、フィードバック�
結合（⽀持）組織の特徴を説明できる。�
細胞外マトリックスの概念を概説できる。�
コラーゲンの構造と機能を説明できる。�
プロテオグリカンの構造と機能を説明できる。�
グリコサミノグリカンの構造を説明できる。�
細胞外マトリックス成分の代謝の概要を説明できる。�
硬組織（⻭・⾻）の組成を⽐較できる。�
ヒドロキシアパタイトの構造を説明できる。�
硬組織に含まれる有機成分を説明できる。�
硬組織特有の有機成分の特徴を説明できる。�
エナメル質の微量成分を説明できる。�
グループダイナミクス効果を体感する。�
�
【授業外学習】（90分）�
予習：第1回授業内容に対応した復習問題を解き理解を深める。�
復習：TBLで実施した問題を⾒直し、授業内容を俯瞰し⾃⼰省察を⾏う。�
==============================================================
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Ⅱ編 ⻭と⼝の⽣化学� ２章 硬組織の⽣化学（p65〜p80）

【演習】TBL②-1：個⼈準備確認テスト、グループ準備確認テスト�
カルシウムの⽣体内での機能を説明できる。�
カルシウムの体内への吸収を説明できる。�
カルシウムの恒常性維持の仕組みを説明できる。�
副甲状腺ホルモンの働きを説明できる。�
ビタミンＤの活性化の仕組みを説明できる。�
カルシトニンの働きを説明できる。�
⽯灰化の仕組みの概要を説明できる。�
基質⼩胞によるコラーゲン性⽯灰化を説明できる。�
⾻改造現象（⾻のリモデリング）を説明できる。�
⾻芽細胞の働きを説明できる。�
破⾻細胞の働きを説明できる。�
グループダイナミクス効果を体感する。�
�
【授業外学習】（60分）�
予習：第2・3回授業内容に対応した復習問題を解き理解を深める。�
復習：TBLで実施した問題を⾒直し、授業内容を俯瞰し⾃⼰省察を⾏う。�
==============================================================

9

Ⅱ編 ⻭と⼝の⽣化学� ２章 硬組織の⽣化学（p65〜p80）

【演習】TBL②-2：グループ応⽤演習、フィードバック�
カルシウムの⽣体内での機能を説明できる。�
カルシウムの体内への吸収を説明できる。�
カルシウムの恒常性維持の仕組みを説明できる。�
副甲状腺ホルモンの働きを説明できる。�
ビタミンＤの活性化の仕組みを説明できる。�
カルシトニンの働きを説明できる。�
⽯灰化の仕組みの概要を説明できる。�
基質⼩胞によるコラーゲン性⽯灰化を説明できる。�
⾻改造現象（⾻のリモデリング）を説明できる。�
⾻芽細胞の働きを説明できる。�
破⾻細胞の働きを説明できる。�
グループダイナミクス効果を体感する。�
�
【授業外学習】（90分）�
予習：第2・3回授業内容に対応した復習問題を解き理解を深める。�
復習：TBLで実施した問題を⾒直し、授業内容を俯瞰し⾃⼰省察を⾏う。�
==============================================================

10

Ⅱ編 ⻭と⼝の⽣化学� ３章 唾液の⽣化学（p81〜p89）

【演習】TBL③-1：個⼈準備確認テスト、グループ準備確認テスト�
唾液の作⽤を説明できる。�
唾液中の主なタンパク質の機能を説明できる。�
唾液中の主な無機成分の機能を説明できる。�
唾液の消化作⽤に関与する成分を列挙できる。�
唾液の抗菌作⽤に関与する成分を列挙できる。�
唾液の緩衝作⽤に関与する成分を列挙できる。�
唾液の⽯灰化促進・抗脱灰作⽤に関与する成分を列挙できる。�
唾液の潤滑作⽤に関与する成分を列挙できる。�
唾液のカルシウム結合性タンパク質の性状を説明できる。�
ペリクル（獲得被膜）の形成過程を説明できる。�
グループダイナミクス効果を体感する。�
�
【授業外学習】（60分）�
予習：第4回授業内容に対応した復習問題を解き理解を深める。�
復習：TBLで実施した問題を⾒直し、授業内容を俯瞰し⾃⼰省察を⾏う。�
==============================================================
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Ⅱ編 ⻭と⼝の⽣化学� ３章 唾液の⽣化学 （p81〜p89）

【演習】TBL③-2：グループ応⽤演習、フィードバック�
唾液の作⽤を説明できる。�
唾液中の主なタンパク質の機能を説明できる。�
唾液中の主な無機成分の機能を説明できる。�
唾液の消化作⽤に関与する成分を列挙できる。�
唾液の抗菌作⽤に関与する成分を列挙できる。�
唾液の緩衝作⽤に関与する成分を列挙できる。�
唾液の⽯灰化促進・抗脱灰作⽤に関与する成分を列挙できる。�
唾液の潤滑作⽤に関与する成分を列挙できる。�
唾液のカルシウム結合性タンパク質の性状を説明できる。�
ペリクル（獲得被膜）の形成過程を説明できる。�
グループダイナミクス効果を体感する。�
�
【授業外学習】（90分）�
予習：第4回授業内容に対応した復習問題を解き理解を深める。�
復習：TBLで実施した問題を⾒直し、授業内容を俯瞰し⾃⼰省察を⾏う。�
==============================================================

12

Ⅱ編 ⻭と⼝の⽣化学� ４章 プラークの⽣化学（p90〜p113）

【演習】TBL④-1：個⼈準備確認テスト、グループ準備確認テスト�
バイオフィルムの概念を説明できる。�
菌体外多糖の種類を列挙できる。�
菌体外多糖の合成過程を説明できる。�
菌体外多糖の分解酵素を列挙できる。�
プラーク細菌による酸産⽣過程を説明できる。�
酸とアパタイトの反応を説明できる。�
ステファン曲線が⽰す内容を説明できる。�
う蝕の発症機序を説明できる。�
エナメル質表⾯の再⽯灰化を説明できる。�
グループダイナミクス効果を体感する。�
�
【授業外学習】（60分）�
予習：第5回授業内容に対応した復習問題を解き理解を深める。�
復習：TBLで実施した問題を⾒直し、授業内容を俯瞰し⾃⼰省察を⾏う。�
==============================================================

13

Ⅱ編 ⻭と⼝の⽣化学� ４章 プラークの⽣化学（p90〜p113）

【演習】TBL④-2：グループ応⽤演習、フィードバック�
バイオフィルムの概念を説明できる。�
菌体外多糖の種類を列挙できる。�
菌体外多糖の合成過程を説明できる。�
菌体外多糖の分解酵素を列挙できる。�
プラーク細菌による酸産⽣過程を説明できる。�
酸とアパタイトの反応を説明できる。�
ステファン曲線が⽰す内容を説明できる。�
う蝕の発症機序を説明できる。�
エナメル質表⾯の再⽯灰化を説明できる。�
グループダイナミクス効果を体感する。�
予め作成したルーブリックに基づき同僚評価（ピアレビュー）を実施する。�
�
【授業外学習】（90分）�
予習：第5回授業内容に対応した復習問題を解き理解を深める。�
復習：TBLで実施した問題を⾒直し、授業内容を俯瞰し⾃⼰省察を⾏う。�
==============================================================

14

Ⅱ編 ⻭と⼝の⽣化学� ４章 プラークの⽣化学（p90〜p113）

【演習】ワールドカフェ（1）�
【課題】齲蝕予防と⾷事・⾷品�
ホールシステムアプローチの重要性を説明できる。�
ワールドカフェの進⾏を説明できる。�
ワールドカフェによるグループ内での対話（ダイアログ）を実践できる。�
⾔語的・⾮⾔語的コミュニケーションを説明できる。�
上⼿なプレゼンテーションのポイントを説明できる。�
決められた時間内でプレゼンテーションできる。�
ルーブリックの重要性を体感する。�
グループダイナミクス効果を体感する。�
�
【授業外学習】（30分）�
予習：提⽰された課題について、⾃⾝で調査し、課題内容の理解を深める。�
復習：各班の発表内容を⾒直し、⾃⾝のグループとの相違を整理するとともに、授業内容を俯瞰し⾃⼰省察を⾏う。�
==============================================================
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Ⅱ編 ⻭と⼝の⽣化学� ４章 プラークの⽣化学（p90〜p113）

【演習】ワールドカフェ（2）�
【課題】齲蝕予防と⾷事・⾷品�
ホールシステムアプローチの重要性を説明できる。�
ワールドカフェの進⾏を説明できる。�
ワールドカフェによるグループ内での対話（ダイアログ）を実践できる。�
⾔語的・⾮⾔語的コミュニケーションを説明できる。�
上⼿なプレゼンテーションのポイントを説明できる。�
決められた時間内でプレゼンテーションできる。�
ルーブリックの重要性を体感する。�
グループダイナミクス効果を体感する。�
予め作成したルーブリックに基づき同僚評価（ピアレビュー）を実施する。�
�
【授業外学習】（30分）�
予習：提⽰された課題について、⾃⾝で調査し、課題内容の理解を深める。�
復習：各班の発表内容を⾒直し、⾃⾝のグループとの相違を整理するとともに、授業内容を俯瞰し⾃⼰省察を⾏う。�
==============================================================
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科⽬試験

四肢択⼀問題（MCQ）70問を出題�
【試験範囲】�
Ⅱ編 ⻭と⼝の⽣化学� �
  1章 ⻭と⻭周組織の⽣化学（p50〜p64）��およそ20問�
  2章 硬組織の⽣化学   （p65〜p80）��およそ20問�
  3章 唾液の⽣化学    （p81〜p89）��およそ10問�
  4章 プラークの⽣化学  （p90〜p113）およそ20問�
【持ち込み許可】�
筆記⽤具のみ�
【試験終了時の提出物】�
科⽬試験終了時に、すべての提出物を綴じたポートフォリオを提出�
�
【授業外学習】（120分）�
予習：蓄積したポートフォリオ内容を整理、俯瞰し、PDCAサイクルによる凝縮ポートフォリオを作成する。�
予習：科⽬試験に備え、学習内容を復習する。�
復習：科⽬試験の内容を復習し、省察する。�
==============================================================

17

Ⅱ編 ⻭と⼝の⽣化学

【対象者】�
⼝腔⽣化学 不合格者�
�
【提出物に対する指導】�
提出物が不合格であった者に対して実施する。�
�
【科⽬試験内容に対する指導】�
細胞外マトリックス成分の代謝の概要を説明できる。�
硬組織（⻭・⾻）の組成を⽐較できる。�
ヒドロキシアパタイトの構造を説明できる。�
硬組織に含まれる有機成分を説明できる。�
カルシウムの⽣体内機能を説明できる。�
カルシウムの恒常性維持の仕組みを説明できる。�
⽯灰化の仕組みの概要を説明できる。�
⾻改造現象（⾻のリモデリング）を説明できる。�
唾液の作⽤とそれに関連する成分を説明できる。�
ペリクル（獲得被膜）の形成過程を説明できる。�
菌体外多糖の合成過程を説明できる。�
ステファン曲線が⽰す内容を説明できる。�
う蝕の発症機序を説明できる。�
う蝕予防に関するフッ素の働きを説明できる。�
代⽤⽢味料の種類を列挙できる。�
�
【授業外学習】（120分）�
予習：第1〜5回授業（オンデマンド配信講義）内容に対応した復習問題を解き理解を深める。�
復習：演習で実施した問題を⾒直すとともに、授業内容を俯瞰し⾃⼰省察を⾏う。�
==============================================================
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科⽬試験（再）

四肢択⼀問題（MCQ）70問を出題�
【試験範囲】�
Ⅱ編 ⻭と⼝の⽣化学� �
  1章 ⻭と⻭周組織の⽣化学（p50〜p64）��およそ20問�
  2章 硬組織の⽣化学   （p65〜p80）��およそ20問�
  3章 唾液の⽣化学    （p81〜p89）��およそ10問�
  4章 プラークの⽣化学  （p90〜p113）およそ20問�
【持ち込み許可】�
筆記⽤具のみ�
【試験終了時の提出物】�
科⽬試験終了時に、すべての提出物を綴じたポートフォリオを提出�
�
【授業外学習】（120分）�
予習：科⽬試験（再）に備え、学習内容を復習する。�
復習：科⽬試験（再）の内容を復習し、省察する。�

成績評価の⽅法

****************************************************************************************************�
下記1、2のすべての項⽬で60％以上獲得した者を合格とし、合計点を総合評価とする。�
****************************************************************************************************�
1.�科⽬試験（70点）�
60％（42点）以上正解しているものを、項⽬1の合格者とする。�
・四肢択⼀問題（MCQ）70問（1問1点）を出題する。�
・出題範囲、ブループリントについては第16回内容を参照して下さい。�
2.�ポートフォリオほか提出物、演習（教員・同僚）評価（30点）�
下記項⽬の合計で、60％（18点）以上獲得しているものを、項⽬2の合格者とする。�
・講義終了後の復習問題  ➜05点：（60問×5回）解答→採点→修正までの実施状況�
・書き込み式学習ノート① ➜05点：Ⅰ編4章5、6、Ⅱ編3章5、Ⅲ編2章14、15の実施状況�
・授業俯瞰シート     ➜05点：振り返り、⾃⼰評価までの実施状況�
・凝縮ポートフォリオ   ➜10点：事前に⽰したルーブリック（根拠あるPDCA）で採点�
・演習の教員評価と同僚評価➜05点：グループ単位での教員評価とグループ内での同僚評価�

【フィードバックと形成的評価】�
毎回提出する授業俯瞰シートと最終提出する凝縮ポートフォリオに、コメントをつけて返却する。�
個⼈成績⼀覧表（項⽬別得点を記載）を配布し省察を促す。�
各回のTBL結果を個別に採点、点数化することで各ステップの形成的評価とする。

教科書

1.�最新⻭科衛⽣⼠教本 ⼈体の構造と機能２栄養と代謝 全国⻭科衛⽣⼠協議会監修 医⻭薬出版 2020�
（ISBN-978-4-263-42819-1）�
2.�⻭科衛⽣⼠書き込み式学習ノート①専⾨基礎科⽬編（第３版） 医⻭薬出版 2022�
（ISBN-978-4-263-42261-8）

授業外学修（予習・復習）

プロジェクト学習では、授業内・授業外で⾏うべき学習を⾃ら⽴案（ビジョン、ミッション、アクション）することが特徴である。すなわち、成⼈学習理論に

基づく⾃⼰主導型学習を実⾏することが求められている。�

授業外で⾏うべき学習は、各回の授業計画欄に記載しているので参照して下さい。内容は以下のとおりです。�
1.�⾃ら⽴案したアクションプランの実⾏�
2.�ポートフォリオの整理整頓�
3.�TBL前には、オンデマンド教材などを活⽤した事前学習�
4.�TBL後には、出題された問題（準備確認テストや応⽤問題）の理解�
5.�その他の演習前には、プレゼン資料作成などの事前準備�
6.�ポートフォリオ提出時には、凝縮ポートフォリオの作成

その他

参考資料

1.�第４版イラストでわかる⻭科医学の基礎 村上秀明ほか監修 永末書店 2021�
 （ISBN�978-4-8160-1393-5）�
2.�スタンダード⽣化学・⼝腔⽣化学 第３版 荒川俊哉ほか編集 学建書院 2016�
 （ISBN�978-4-7624-2633-9）�
3.�コンパクト栄養学 改訂第４版 脊⼭洋右ほか監修 南江堂 2017�
 （ISBN�978-4-524-25945-8）�
4.�カラー図解 ⼈体の細胞⽣物学 坂井建雄ほか編集 ⽇本医事新報社 2018�
 （ISBN�978-4-7849-3232-0）�
5.�⼝腔⽣化学 第６版 早川太郎ほか監修 医⻭薬出版 2018�
 （ISBN�978-4-263-45822-8）

受講⽣への要望等 【学⽣の皆さんに伝えたいこと】�
知識を詰め込むことが学修ではない。「とりあえず覚えておこう」は全く意味がない。⼤切なことは、�
★取り込んだ知識を⾃⾝で解釈し、整理する能⼒（知識統合、知識構築）�����
★整理した内容を発信する能⼒（コミュニケーション）�
****************************************************************************************�
複数の知識を関連付け、⽬前に迫った問題を解決するために活⽤できる能⼒��
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****************************************************************************************�
患者さんから疑問を投げかけられたときに、その患者さんの状況を把握、分析し、その患者さんに必要なことを「わかりやす

いことば」で説明することが求められる。今から⼗分な訓練が必要である。

授業の質問対応、連絡先

メール対応�➜�ikeo@cc.osaka-dent.ac.jp�
⾯   談�➜�メールにて予約�
      （原則として⾦曜午後、楠葉または牧野学舎にて⾯談）
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220508

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 205080

担当教員 和唐 雅博

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

20508 1◎ H1◎ H3○  ⻭科医師

授業概要

⻭科学は、健康を維持するために⾮常に重要な学問であり、⼝腔領域のみならず全⾝とも深くかかわりあっている。病理学・⼝腔病理学は、病気の理論を明ら

かにする学問であり、病因、発症機序、転帰ならびに予後について系統的に学ぶ。まず疾病の原因と病態に関する基礎的知識を体系的に修得するため、それぞ

れの臓器組織に現れる同じ種類の病変群を⼀括して病理学総論として学ぶ。そして､顎・顔⾯・⼝腔の疾患を理解するため、⼝腔病理学で⼝腔領域に⽣ずる各種

疾患について習得する。

到達⽬標

1 病理学で何を学ぶかを説明できる。

2 循環障害を説明できる。

3 代謝障害を説明できる。

4 増殖と修復を説明できる。

5 炎症および免疫と免疫異常について説明できる。

6 腫瘍の定義、形態、原因および発⽣について説明できる。

7 腫瘍の組織学的分類を説明できる。

8 ⻭の異常を説明できる。

9 ⻭の機械的損傷､⻭の化学的損傷・⻭の沈着物を説明できる。

10 う蝕を説明できる。

11 象⽛質・セメント質の増⽣，⻭髄の病変を説明できる。

12 ⻭周組織の病変を説明できる。

13 ⼝腔の創傷治癒、⼝腔粘膜の病変､エプーリス、⼝腔領域の奇形、顎⾻の病変を説明できる。

14 ⼝腔領域の嚢胞、⻭原性腫瘍､⾮⻭原性腫瘍､唾液腺の疾患を説明できる。

15 う蝕と⻭周組織の病変を説明できる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

30

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

【講義】病因論、先天異常（⼝腔領域の奇形）について説明する（その１）。

病因論：病気の原因を病因といい、⼤きく内因と外因に分けられる内因は、⽣体の内部に存在するもので素因、遺伝、免疫、内分泌異常などがあ

る。外因は、体外に存在するもので物理的因⼦、化学的因⼦、⽣物学的因⼦、栄養障害がある。これらの項⽬について学ぶ。�
先天異常：⽣まれつきみられる⾝体的異常や機能異常で、遺伝的要因と環境要因で起こる。まず、遺伝⼦、染⾊体遺伝の基本様式を学び、遺伝⼦異

常ならびに染⾊体の異常による疾患ならびに⼝腔領域の奇形について学ぶ。�
�
（予習）教科書 第1章「病理学概論」、第2章「病因論」p14-25を読む（⽬安時間20分）�
（復習）章の最後にある復習使⽤の問題を解く（⽬安時間 訳5分）

2

【講義】病因論、先天異常（⼝腔領域の奇形）について説明する（その２）。

病因論：病気の原因を病因といい、⼤きく内因と外因に分けられる内因は、⽣体の内部に存在するもので素因、遺伝、免疫、内分泌異常などがあ

る。外因は、体外に存在するもので物理的因⼦、化学的因⼦、⽣物学的因⼦、栄養障害がある。これらの項⽬について学ぶ。�
先天異常：⽣まれつきみられる⾝体的異常や機能異常で、遺伝的要因と環境要因で起こる。まず、遺伝⼦、染⾊体遺伝の基本様式を学び、遺伝⼦異

常ならびに染⾊体の異常による疾患ならびに⼝腔領域の奇形について学ぶ。�
�
（予習）教科書 第1章「病理学概論」、第2章「病因論」p14-25を読む（⽬安時間20分）�
（復習）章の最後にある復習使⽤の問題を解く（⽬安時間 訳5分）

3

【講義】循環障害について説明する（その1）。

循環障害は、⾎管系とリンパ管系分けられ､そこには種々の病気が発⽣する。全⾝の循環障害、局所の循環障害、傍側循環、⽔腫について学ぶ。�
�
（予習）教科書 第4章「循環障害」、p26-34を読む（⽬安時間20分）�
（復習）章の最後にある復習使⽤の問題を解く（⽬安時間 訳5分）

病理学・⼝腔病理学
更新⽇：2021/11/16�11:17:00
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4

【講義】循環障害について説明する（その２）。

循環障害は、⾎管系とリンパ管系分けられ､そこには種々の病気が発⽣する。全⾝の循環障害、局所の循環障害、傍側循環、⽔腫について学ぶ。�
�
（予習）教科書 第4章「循環障害」、p26-34を読む（⽬安時間20分）�
（復習）章の最後にある復習使⽤の問題を解く（⽬安時間 訳5分）

5

【講義】代謝障害について説明する（その１）。

代謝障害は､種々の原因で代謝異常を起こした場合細胞や組織の機能は低下する。とくに形態的変化がみられる状態を退⾏性病変といい､変性・萎

縮・壊死に分類される。�
�
（予習）教科書 第4章「循環障害」、第5章「代謝障害」、p35-43を読む（⽬安時間20分）�
（復習）章の最後にある復習使⽤の問題を解く（⽬安時間 訳5分）

6

【講義】代謝障害について説明する（その１）。

代謝障害は､種々の原因で代謝異常を起こした場合細胞や組織の機能は低下する。とくに形態的変化がみられる状態を退⾏性病変といい､変性・萎

縮・壊死に分類される。�
�
（予習）教科書 第4章「循環障害」、第5章「代謝障害」、p35-43を読む（⽬安時間20分）�
（復習）章の最後にある復習使⽤の問題を解く（⽬安時間 訳5分）

7

【講義】増殖と修復について説明する（その１）。

増殖と修復は，⽣体に加わって種々の刺激に対する⽣体の反応の修復過程であり⽣体が適応する現象である。これらの肥⼤と増⽣、再⽣、化⽣、⾁

芽組織、創傷の治癒、基質化、異物の処理について学ぶ。�
�
（予習）教科書6章「増殖と修復」ｐ44-51を読む（⽬安時間20分）�
（復習）章の最後にある復習使⽤の問題を解く（⽬安時間 訳5分）

8

【講義】増殖と修復について説明する（その２）。

増殖と修復は，⽣体に加わって種々の刺激に対する⽣体の反応の修復過程であり⽣体が適応する現象である。これらの肥⼤と増⽣、再⽣、化⽣、⾁

芽組織、創傷の治癒、基質化、異物の処理について学ぶ。�
�
（予習）教科書6章「増殖と修復」ｐ44-51を読む（⽬安時間20分）�
（復習）章の最後にある復習使⽤の問題を解く（⽬安時間 訳5分）

9

【講義】炎症について説明する（その１）。

⽣体が傷害性の刺激を受けた場合、局所ならびに全⾝的に⽣じる防御反応である。炎症の原因、炎症細胞、急性・慢性炎症、組織学的変化、炎症の

分類について学ぶ。�
�
（予習）教科書 第7章「炎症」p52-65を読む（⽬安時間20分）�
（復習）章の最後にある復習使⽤の問題を解く（⽬安時間 訳5分）

10

【講義】炎症について説明する（その2）。

⽣体が傷害性の刺激を受けた場合、局所ならびに全⾝的に⽣じる防御反応である。炎症の原因、炎症細胞、急性・慢性炎症、組織学的変化、炎症の

分類について学ぶ。�
�
（予習）教科書 第7章「炎症」、p52-65を読む（⽬安時間20分）�
（復習）章の最後にある復習使⽤の問題を解く（⽬安時間 訳5分）

11

【講義】免疫と免疫異常について説明する（その１）。

免疫とは⾃⼰か⾮⾃⼰かを認識して、⾮⾃⼰の場合、特異的に排除する働きである。アレルギーは免疫反応が⽣体を傷害し、病的状態を引き起こす

ことである。⾃⼰免疫異常は⾃分⾃⾝の細胞に対して免疫反応が働き障害を起こす事である。移植と免疫では、移植の種類など、これらについて学

ぶ。�
�
（予習）第8章「免疫と免疫異常」、p66-73を読む（⽬安時間20分）�
（復習）章の最後にある復習使⽤の問題を解く（⽬安時間 訳5分）�

12

【講義】免疫と免疫異常について説明する（その２）。

免疫とは⾃⼰か⾮⾃⼰かを認識して、⾮⾃⼰の場合、特異的に排除する働きである。アレルギーは免疫反応が⽣体を傷害し、病的状態を引き起こす

ことである。⾃⼰免疫異常は⾃分⾃⾝の細胞に対して免疫反応が働き障害を起こす事である。移植と免疫では、移植の種類など、これらについて学

ぶ。�
�
（予習）第8章「免疫と免疫異常」、p66-73を読む（⽬安時間20分）�
（復習）章の最後にある復習使⽤の問題を解く（⽬安時間 訳5分）

13

【講義】腫瘍の定義、形態、原因および発⽣（講義）について説明する。

⾝体を構成する細胞が⾮合⽬的、不可逆的、⾃律性、過剰ないし無制限に増殖するものである。腫瘍の形態、原因、発⽣などを学ぶ。�
�
（予習）教科書 第9章「腫瘍」、p74-83を読む（⽬安時間20分）�
（復習）章の最後にある復習使⽤の問題を解く（⽬安時間 訳5分）�
 

14

【講義】腫瘍の組織学的分類を説明する。

腫瘍の組織学的分類を学ぶ。�
�
（予習）教科書 第9章「腫瘍」、p74-83を読む（⽬安時間20分）�
（復習）章の最後にある復習使⽤の問題を解く（⽬安時間 訳5分）
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15

【講義】⻭の異常を説明する（その1）。

⻭の異常は、⻭の形成・萌出過程に種々の刺激が加わると⻭に異常がみられ、⻭の⼤きさの異常、数の異常、構造の異常、⾊の異常位置の異常、萌

出の異常、咬合の異常について学ぶ。�
�
（予習）教科書 第1章「⻭の異常」、p86-93を読む（⽬安時間20分）�
（復習）章の最後にある復習使⽤の問題を解く（⽬安時間 訳5分）

16

【講義】⻭の異常を説明する（その２）。

⻭の異常は、⻭の形成・萌出過程に種々の刺激が加わると⻭に異常がみられ、⻭の⼤きさの異常、数の異常、構造の異常、⾊の異常位置の異常、萌

出の異常、咬合の異常について学ぶ。�
�
（予習）教科書 第1章「⻭の異常」、p86-93を読む（⽬安時間20分）�
（復習）章の最後にある復習使⽤の問題を解く（⽬安時間 訳5分）

17

【講義】⻭の機械的損傷､⻭の化学的損傷・⻭の沈着物を説明する（その１）。

⻭の機械的損傷は、⻭に外部からの物理的な⼒によって⻭が，⽋損や損傷を起こすことであり、、咬耗、摩耗、アブフラクション、破折などがあ

る。�
⻭の化学的損傷は、化学的物質が⻭に作⽤して⻭質の⽩濁や⽋損を⽣じることであり、酸蝕症がある。�
⻭の沈着物には、プラークや⻭⽯があり、着⾊には内因性と外来性のものとがある。これらのことについて学ぶ。�
�
（予習）教科書 第2章「⻭の機械的損傷」、第3章「⻭の化学的損傷」、第4章「⻭の沈着物と着⾊」、p93-103を読む（⽬安時間20分）�
（復習）章の最後にある習使⽤の問題を解く（⽬安時間 訳10分）

18

【講義】⻭の機械的損傷､⻭の化学的損傷・⻭の沈着物を説明する（その２）。

⻭の機械的損傷は、⻭に外部からの物理的な⼒によって⻭が，⽋損や損傷を起こすことであり、、咬耗、摩耗、アブフラクション、破折などがあ

る。�
⻭の化学的損傷は、化学的物質が⻭に作⽤して⻭質の⽩濁や⽋損を⽣じることであり、酸蝕症がある。�
⻭の沈着物には、プラークや⻭⽯があり、着⾊には内因性と外来性のものとがある。これらのことについて学ぶ。�
�
（予習）教科書 第2章「⻭の機械的損傷」、第3章「⻭の化学的損傷」、第4章「⻭の沈着物と着⾊」、p93-103を読む（⽬安時間20分）�
（復習）章の最後にある習使⽤の問題を解く（⽬安時間 訳10分）

19

【講義】う蝕を説明する（その１）。

う蝕は、⼝腔内細菌の作⽤により⻭質が崩壊する疾患を齲蝕という。う蝕の病因、進⾏による特徴、病理組織学的特徴などについて学ぶ。�
�
（予習）教科書 第5章「う蝕」、p104-111を読む（⽬安時間20分）�
（復習）章の最後にある習使⽤の問題を解く（⽬安時間 訳5分）

20

【講義】う蝕を説明する（その２）。

う蝕は、⼝腔内細菌の作⽤により⻭質が崩壊する疾患を齲蝕という。う蝕の病因、進⾏による特徴、病理組織学的特徴などについて学ぶ。�
�
（予習）教科書 第5章「う蝕」、p104-111を読む（⽬安時間20分）�
（復習）章の最後にある習使⽤の問題を解く（⽬安時間 訳5分）

21

【講義】象⽛質・セメント質の増を説明する。

⻭が完成した後に､象⽛質やセメント質が増⽣や肥⼤を起こし、第⼆、第三象⽛質の形成、象⽛粒、セメント質粒について学ぶ。�
�
（予習）教科書 第6章「象⽛質・セメント質の増⽣」、第7章「⻭髄の病変」、p112-114を読む（⽬安時間20分）�
（復習）章の最後にある習使⽤の問題を解く（⽬安時間 訳10分）

22

【講義】⻭髄の病変を説明する。

⻭髄には､退⾏性病変や炎症が発⽣し変性や萎縮が⽣じる。�
⻭髄炎は、⻭髄に⽣じる炎症性病変で、その分類と臨床・病理組織学的特徴について学ぶ。�
�
（予習）第7章「⻭髄の病変」、p115-120を読む（⽬安時間20分）�
（復習）章の最後にある習使⽤の問題を解く（⽬安時間 訳10分）�

23

【講義】⻭周組織の病変（根尖部⻭周組織・辺縁部⻭周組織の病変）を説明する（その１）。

⻭周組織の病変には、根尖部⻭周組織の病変と辺縁部⻭周組織の病変がある。根尖部に⽣じる病変は根尖性⻭周炎といわれ、⻭根膜に⽣じる急性漿

液根尖性⻭⾁炎から⻭根嚢胞まで種々に分類される。辺縁性⻭周炎は、⻭周病ともいわれ辺縁部⻭⾁から発症する。�
咬合性外傷は、⻭根膜や⻭槽⾻に⽣じる外傷性変化である。これらの病変について学ぶ。�
�
（予習）教科書 第8根尖部⻭周組織の病変」第9章「⻭周組織の病変」、p121-139を読む（⽬安時間20分）�
（復習）章の最後にある習使⽤の問題を解く（⽬安時間 訳10分）

24

【講義】⻭周組織の病変（根尖部⻭周組織・辺縁部⻭周組織の病変）を説明する（その２）。

⻭周組織の病変には、根尖部⻭周組織の病変と辺縁部⻭周組織の病変がある。根尖部に⽣じる病変は根尖性⻭周炎といわれ、⻭根膜に⽣じる急性漿

液根尖性⻭⾁炎から⻭根嚢胞まで種々に分類される。辺縁性⻭周炎は、⻭周病ともいわれ辺縁部⻭⾁から発症する。�
咬合性外傷は、⻭根膜や⻭槽⾻に⽣じる外傷性変化である。これらの病変について学ぶ。�
�
（予習）教科書 第8根尖部⻭周組織の病変」第9章「⻭周組織の病変」、p121-139を読む（⽬安時間20分）�
（復習）章の最後にある習使⽤の問題を解く（⽬安時間 訳10分）

25

【講義】⼝腔の創傷治癒、⼝腔粘膜の病変を説明する。

⼝腔の創傷治癒：抜⻭創の治癒と抜⻭後の偶発症を学ぶ。�
⼝腔粘膜には､種々の原因により粘膜に多くの病変が発⽣する。�
�
（予習）教科書 第10章「⼝腔の創傷治癒」、第11章「⼝腔粘膜疾患」、p140-147を読む（⽬安時間20分）�
（復習）章の最後にある習使⽤の問題を解く（⽬安時間 訳10分）
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26

【講義】エプーリス、⼝腔領域の奇形、顎⾻の病変を説明する。

⻭⾁に⽣じる反応性の腫瘤のエプーリスおよび⼝腔領域の奇形および顎⾻の病変を学ぶ。�
�
（予習）第12章「エプーリス」、第13章「⼝腔領域の奇形」、第14章「顎⾻の病変」、p148-156を読む（⽬安時間20分）�
（復習）章の最後にある習使⽤の問題を解く（⽬安時間 訳10分）

27

【講義】⼝腔領域の嚢胞、⻭原性腫瘍の疾患を説明する。

⼝腔領域には、病的空洞を有する嚢胞が多数発⽣する。�
⻭原性腫瘍は、⻭を形成する組織に由来する腫瘍のことをいう。これらのことについて学ぶ。�
�
（予習）教科書 第15章「⼝腔領域の嚢胞」、第16章「⻭原性腫瘍」p157-181を読む（⽬安時間10分）�
（復習）章の最後にある習使⽤の問題を解く（⽬安時間 訳5分）

28

【講義】⾮⻭原性腫瘍､唾液腺の疾患を説明する。

また、⻭の形成に関連しない組織から発⽣する⾮⻭原性腫瘍がある。唾液腺には､炎症性疾患や腫瘍発⽣する。これらのことについて学ぶ。�
�
（予習）第17章「⾮⻭原性腫瘍」、第18章「唾液腺の疾患」、p171-181を読む（⽬安時間10分）�
（復習）章の最後にある習使⽤の問題を解く（⽬安時間 訳5分）

29
【講義】う蝕・辺縁性⻭周炎の組織像を説明する（その１）。

⻭科２⼤疾患であるう蝕と⻭周炎の病理組織像を理解するためにそれぞれの病理組織像（画像）の特徴を理解する。

30
【講義】う蝕・辺縁性⻭周炎の組織像を説明する（その２）。

⻭科２⼤疾患であるう蝕と⻭周炎の病理組織像を理解するためにそれぞれの病理組織像（画像）の特徴を理解する。

成績評価の⽅法

科⽬試験100％

教科書

書籍タイトル：新・⻭科衛⽣⼠教育マニュアル． �
編集：⽥中昭男、⾕⼝邦久、⻑⾕川博雅、前⽥初彦�
出版社：クインテッセンス出版株式会社�
出版年：2017年�
ISBN978−7812−0182−5 C3047�

教科書に沿って講義を⾏う。

授業外学修（予習・復習）

予習は、授業計画の各章について教科書を読む。�
復習は、各章の最後の「復習しよう」の問題を解く。

その他

参考資料

書籍タイトル：病理学総論にもとづく⼝腔病理学�
編集：井上 孝、⽥中昭男、⻑⾕川博雅�
出版社：永末書店�
出版年：2018年�
ISBN 9784816013362

受講⽣への要望等
病理学・⼝腔病理学では、基礎と臨床に関連した科⽬で実際の患者さんの病変を学ぶ学問である。�
全回出席すること。講義終了後の確認の問題は、必ず復習すること。

授業の質問対応、連絡先 オフィスアワーは、前期開始後に提⽰します。授業⽤SNS「melly」で対応します。
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220509

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 205090

担当教員 ⼭中 武志,�真下 千穂,�南部 隆之,�円⼭ 由郷

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

20509 1○ H1◎ ⻭科医師

授業概要

ヒトに病気を起こす微⽣物に焦点をあて、その種類や特性をはじめ、引き起こされる感染症の発症メカニズムと予防、治療についての基本事項を講義により修

得する。また微⽣物感染に対する⽣体防御機構である免疫系の働きについても理解する。さらに、⼝腔に常在する細菌の種類と特徴を知り、う蝕や⻭周疾患な

どの⼝腔感染症の発⽣機序についても詳しく学習する。実習では、実際に微⽣物を取り扱うことで、臨床の場に⽋かすことのできない滅菌・消毒法、無菌操作

ならびに清潔・不潔の区別について体得する。⼝腔の⼆⼤感染症であるう蝕と⻭周病についても、実習を通して病原細菌と疾病の成り⽴ちについて理解を深め

る。授業は講義と実習の形式で⾏い、授業内容についての⼩テストを毎時間⾏うことで知識の確認をする。授業内容の重要項⽬や実習で⾏った実験結果のディ

スカッションをグループワークで進め、必要に応じてグループごとにプレゼンテーションし、各⾃レポートにまとめる。

到達⽬標

1 ⻭科衛⽣⼠に必要な免疫・微⽣物学の基礎知識を習得できる。

2 ⼝腔の２⼤疾患である、う蝕と⻭周病の原因微⽣物について説明できる。

3 ⼝腔常在微⽣物叢の構成とその管理の重要性について説明できる。

4 感染症の原因を理解し、感染防⽌対策について説明できる。

5 ヒトに備わった感染防御機構である免疫について説明できる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

24 6

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

微⽣物学・免疫学概論（講義）

1）私たちを取り巻く環境や私たち⾃⾝の体に定着して⽣息する微⽣物についての概説�
2）私たちの体に備わっている免疫システムについての概説�
3）微⽣物学、免疫学の発展に関わる歴史�

2

微⽣物の分類とそれぞれの特徴（講義）

1）真核⽣物ドメイン、細菌ドメイン、古細菌ドメインについての概説�
2）微⽣物の分類・命名についての概説�
3）それぞれの微⽣物の特徴�

3

病原性原⾍（講義）

1）⻭科において重要な原⾍感染症�
2）⼝腔に⽣息する原⾍�

4

病原性真菌（講義）

1）⻭科において重要な真菌感染症�
2）⼝腔の真菌症とその治療薬�

5

細菌の基本構造と増殖（講義）

1）細菌の基本構造と代謝、増殖�
2）細菌のグラム染⾊性と分類�
3）細菌の培養と観察法�

6
病原性細菌(1)（講義）

グラム陽性菌�

7

病原性細菌(2)（講義）

1）グラム陰性菌�
2）特殊な細菌�

8

ウイルスとタンパク性病原体（講義）

1）ウイルスの基本構造と増殖についての概説�
2）タンパク性病原体（プリオン）についての概説�

9

ウイルス感染症（講義）

1）DNAウイルス�
2）RNAウイルス�
3）レトロウイルス�

免疫・微⽣物学
更新⽇：2021/10/06�09:57:56
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10

免疫学総論（講義）

1）免疫システムの成り⽴ちと働き�
2）免疫学的⾃⼰についての概説�

11

免疫学各論(1)（講義）

1）⾃然免疫系の成り⽴ちについての概説�
2）⾃然免疫系の役割�

12

免疫学各論(2)（講義）

1）獲得免疫系の成り⽴ちについての概説�
2）体液性免疫の成り⽴ちと働き�

13

免疫学各論(3)（講義）

1）細胞性免疫の成り⽴ちについての概説�
2）細胞性免疫の役割�

14

免疫学各論(4)（講義）

1）免疫寛容と破綻についての概説�
2）アレルギーとアレルギー性疾患�

15
免疫学各論(5)（講義）

1）⾃⼰免疫と⾃⼰免疫性疾患�

16

免疫学各論(6)（講義）

1）粘膜免疫の成り⽴ちについての概説�
2）⼝腔の免疫系についての概説�
3）唾液抗菌因⼦の重要性�

17

⼝腔微⽣物学(1)（講義）

1）⼝腔常在微⽣物についての概説�
2）⼝腔細菌の多様性と病原性�

18

⼝腔微⽣物学(2)（講義）

1）⼝腔微⽣物のバイオフィルム形成能についての概説�
2）⻭垢（プラーク）形成メカニズム�

19
⼝腔微⽣物学(3)（講義）

1）う蝕発症メカニズム�

20

⼝腔微⽣物学(4)（講義）

1）⼝腔の偏性嫌気性菌の病原性�
2）⻭周疾患発症メカニズム�

21

⼝腔微⽣物学(5)（講義）

1）⻭科領域におけるウイルス感染症�
2）⼝腔の真菌症�

22

⼝腔微⽣物学(6)（講義）

1）⻭科診療上注意を要する感染症�
2）⻭科における感染予防対策�

23

滅菌・消毒（講義）

1）⻭科臨床における滅菌・消毒の重要性についての概説�
2）主な滅菌法�
3）主な消毒法�
4）消毒薬�

24

化学療法（講義）

1）化学療法による原因微⽣物排除についての概説�
2）抗菌薬�
3）抗真菌薬�
4）抗ウイルス薬�

25

微⽣物学実習(1)（実習）

1）滅菌・消毒の基本�
2)�微⽣物培養のための準備�

26

微⽣物学実習(2)（実習）

1）培地の作成と滅菌�
��

27

微⽣物学実習(3)（実習）

1）細菌のグラム染⾊�
2）細菌の顕微鏡観察�

28

微⽣物学実習(4)（実習）

1）⼈⼯⻭垢形成試験�
2）⼝腔微⽣物の化学療法薬感受性�
3)�唾液細菌数の測定�
4）う蝕活動性テスト�
5）⻭垢の位相差顕微鏡観察�

29

微⽣物学実習(5)（実習）

1）⼈⼯⻭垢形成試験（結果判定）�
2）⼝腔微⽣物の化学療法薬感受性（結果判定）�
3）う蝕活動性テスト（結果判定）�
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30

微⽣物学実習(6)（実習）

1）実験結果のまとめと考察�
2）レポート作成と提出�

成績評価の⽅法

科⽬試験70％、⼩テスト20％、提出物・レポート10％で評価する。⼩テストの解説は随時講義で⾏う。�
レポートならびに提出物については返却時にコメントする。

教科書

「微⽣物学（新・⻭科衛⽣⼠教育マニュアル）」上⻄秀則,�井上博雅,�⼭中武志�クインテッセンス出版 2019 ISBN978-4-7812-0241-9�
「改訂版 これからは免疫学」 ⼭中武志 永末書店 2013�ISBN978-4-8160-1260-0�
講義に沿ってテキストを使⽤する。⼩テスト、レポート課題を教科書から出題する。�

授業外学修（予習・復習）

講義内容の中から興味深い項⽬を選び、レポートにまとめる（ノート提出前に2時間程度）。�
週ごとの講義内容について次週に⼩テストがあるので、必ず教科書、ノートを含め、講義内容を復習し⾃分なりに要約しておく（1時間程度）

その他

参考資料 必要な場合は資料を適宜配布する。

受講⽣への要望等 復習を必ず⾏うこと。

授業の質問対応、連絡先 在室時に随時対応します。時間を決めて質問に来たい場合は授業⽤�SNS�「melly」にて連絡をしてください。
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220510

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 205100

担当教員 福⽥ 伊津⼦

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科, ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔⼯学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

20510 1◎ H1○  1◎ E1○ 

授業概要

薬理学は、薬物を⽣体に与えた場合に⽣体が現す反応を研究する科学である。薬理学の背景には解剖学、⽣理学、⽣化学、微⽣物学、病理学などがあり、これ

らの科⽬を包括した総合的な専⾨基礎科⽬であり、その習得は重要である。本授業では、薬物の作⽤、薬物動態、薬物の取り扱い等の薬理学の基本的知識を修

得する。また、各論として、末梢神経系、中枢神経系、循環器系、腎臓、呼吸器系、消化器系、⾎液に作⽤する薬物を理解する。

到達⽬標

1 薬物の作⽤、薬物動態、薬物の適⽤⽅法について説明できる。

2 薬物の作⽤に影響を与える要因、薬物の副作⽤、薬物の取り扱い、薬物と法律・薬物と医薬品について説明できる。

3 末梢神経系、中枢神経系に作⽤する薬物を説明できる。

4 循環器系に作⽤する薬物を説明できる。

5 消化器系に作⽤する薬物を説明できる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

遠隔
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

8

授業計画

1

【講義】薬物の作⽤

薬物とは、薬理学とは�
薬物療法の種類�
薬理作⽤の様式、基本形式、分類�
⽤量反応関係と薬⽤量�
薬理作⽤の機序�
（予習）教科書I編1章を読む。（⽬安時間：約20分）�
（復習）薬物の作⽤についてまとめる。（⽬安時間：約30分）

2

【講義】薬物動態、薬物の適⽤⽅法の種類と特徴

薬物動態�
適⽤⽅法の種類�
⽣物学的利⽤能�
（予習）教科書I編2、3章を読む。（⽬安時間：約20分）�
（復習）薬物動態、薬物の適⽤⽅法の種類と特徴についてまとめる。（⽬安時間：約30分）

3

【講義】薬物の作⽤に影響を与える要因、薬物の副作⽤、有害作⽤、医薬品を適⽤する際の注意

薬効に影響する因⼦・⽣体の感受性�
薬物の連⽤、併⽤、相互作⽤�
薬物の副作⽤、有害作⽤�
医薬品を適⽤する際の注意�
（予習）教科書I編4、5、6章を読む。（⽬安時間：約20分）�
（復習）薬物の作⽤に影響を与える要因、薬物の副作⽤、有害作⽤、医薬品を適⽤する際の注意についてまとめる。（⽬安時間：約30分）

4

【講義】薬物の取り扱い、薬物と法律・薬物と医薬品

薬物の取り扱い�
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律�
⽇本薬局⽅�
薬物の表⽰と保存、取締法�
（予習）教科書I編7、8章を読む。（⽬安時間：約20分）�
（復習）薬物の取り扱い、薬物と法律・薬物と医薬品についてまとめる。（⽬安時間：約30分）

5

【講義】末梢神経系に作⽤する薬物

⾃律神経作動薬、遮断薬�
（予習）教科書II編1章を読む。（⽬安時間：約20分）�
（復習）末梢神経系に作⽤する薬物についてまとめる。（⽬安時間：約30分）

薬理学
更新⽇：2021/10/24�23:22:02
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6

【講義】中枢神経系に作⽤する薬物

中枢神経に作⽤する薬物�
全⾝⿇酔薬�
GABA受容体作動薬、遮断薬�
中枢神経興奮薬�
（予習）教科書II編3章を読む。（⽬安時間：約20分）�
（復習）中枢神経系に作⽤する薬物についてまとめる。（⽬安時間：約30分）

7

【講義】循環器系に作⽤する薬物、腎臓に作⽤する薬物

循環器系に作⽤する薬物�
腎臓の機能と⽣理�
利尿薬�
（予習）教科書II編4、5章を読む。（⽬安時間：約20分）�
（復習）循環器系に作⽤する薬物、腎臓に作⽤する薬物についてまとめる。（⽬安時間：約30分）�

8

【講義】消化器系に作⽤する薬物、⾎液に作⽤する薬物

消化器系に作⽤する薬物�
⽌⾎機構、⾎液に関連する薬物�
（予習）教科書II編7、8章を読む。（⽬安時間：約20分）�
（復習）消化器系に作⽤する薬物、⾎液に作⽤する薬物についてまとめる。（⽬安時間：約30分）�

成績評価の⽅法

科⽬試験(70%)および授業中に実施する⼩テスト(30%)を総合的に評価する。やむを得ない理由で授業中に実施する⼩テストを提出できない者については、レポ
ートを課す。�
⼩テストの解説は、適宜講義で⾏う。

教科書

最新⻭科衛⽣⼠教本 疾病の成り⽴ち及び回復過程の促進３ 薬理学第2版�
鈴⽊邦明ほか 医⻭薬出版株式会社 2019年�
ISBN�978-4-263-42860-3

授業外学修（予習・復習）

授業計画に記載の予習・復習を⾏う。

その他

参考資料 なし

受講⽣への要望等 なし

授業の質問対応、連絡先
神⼾⼤学⼤学院農学研究科�
メールアドレス itsuko@silver.kobe-u.ac.jp
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220512

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 205120

担当教員 橋本 正則

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

20512 1○ H1◎  ⻭科医師

授業概要

⻭科診療補助は、⻭科衛⽣⼠の重要な業務の⼀つであり、その業務の際には、様々な⻭科材料を取り扱うことになる。この授業では、⻭科衛⽣⼠が取り扱う主

な⻭科材料についての基本的な知識の習得を⽬的とする。授業は、板書やPower�Pointを使⽤した対⾯形式で⾏う。「⻭科材料」（医⻭薬出版）を教科書とし
て、教科書の内容を中⼼に授業を進める。

到達⽬標

1 臨床で使⽤する様々な⻭科材料の取り扱いを説明できる。

2 ⻭科材料の組成・成分とその役割について説明できる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

８

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

【⾯接授業】⻭科材料学概論

1)�⼝腔診療に⽤いられる⻭科材料とその基礎知識について述べる。�
2)�臨床で使⽤される⻭科材料を有機、無機、⾦属および複合材料に分類して説明する。

2

【⾯接授業】⻭科衛⽣⼠にかかわる材料

1)�臨床で⻭科衛⽣⼠が多くかかわる⻭科材料について説明する。�
2)�⻭⾯研磨剤および⼩窩裂溝填塞材（シーラント）について説明する。

3

【⾯接授業】印象材 

1)�⼝腔治療における印象採得の重要性と印象材の所要性質について述べる。�
2)�寒天、アルジネートおよびゴム質印象材を中⼼に説明する。

4
【⾯接授業】模型⽤材料（⽯膏）

1)�⽯膏の模型材料としての所要性質と特性について説明する。

5

【⾯接授業】合着・接着材

1)�合着材・接着材の種類，組成および特性について説明する。�
2)�グラスアイオノマーセメントおよび接着性レジン系セメントを中⼼に説明する。

6
【⾯接授業】成形⻭冠修復材 

1)�修復材料としてのコンポジットレジンやグラスアイオノマーセメントについて説明する。

7
【⾯接授業】仮封材、暫間修復材

1)�仮封材および暫間修復材について説明する。

8

【⾯接授業】⾦属、セラミックス、その他の⻭科材料

1)�⾦属およびセラミックス材料について概説する。�
2)�その他の⻭科材料としてホワイトニング材およびインプラントについて説明する。

成績評価の⽅法

授業中に⼩テストを⾏う場合があります。その時は、事前に連絡します。�
学期末テスト、⼩テストおよび受講態度から総合的に成績評価する。�評価⽐率は、期末テスト80％、⼩テスト・受講態度20％。

教科書

最新⻭科衛⽣⼠教本 「⻭科材料」全国⻭科衛⽣⼠教育協議会 監修 （医⻭薬出版）�
（2019�ISBN978-4-263-42851-1）�
教科書の内容に沿って授業を進めますので、予習・復習に役⽴ててください。

授業外学修（予習・復習）

講義の前には、教科書の該当箇所に⽬を通しておき（約３０分）、講義後は毎回よく復習しておくこと（約１時間）。

その他

参考資料
イラストと写真でわかる 「⻭科材料の基礎」著：⽵澤保政（末永書店）�
（ISBN978-4-8160-1211-2）

受講⽣への要望等 ⻭科診療補助は⻭科衛⽣⼠の重要な業務の⼀つです。その際には、様々な⻭科材料を取り扱いますが、その取扱いが、⻭科治

⻭科材料学
更新⽇：2021/11/10�15:37:39
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療の成否を分けることもあるということを認識して、この授業に取り組んでください。

授業の質問対応、連絡先 質問等をしたい場合は在室時にはいつでも可能ですが、「melly」で事前に連絡してくれれば便利かと思います。
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220601

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 206010

担当教員 神 光⼀郎

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

20601 1○ 2◎ H1○ H3○ ⻭科医師

授業概要

わが国の衛⽣・公衆衛⽣は，社会環境の変化や国⺠の⽣活習慣の多様化などを背景とし，国⺠の疾病予防，健康の保持増進に対する意識の変化も伴って，従来⾏

われてきた感染症の予防対策および第⼆次予防（疾病の早期発⾒・治療）から，⽣活習慣の改善および第⼀次予防（健康増進）へとシフトしてきている。�
本授業では，学⽣が、将来の医療従事者として必要となる健康の保持増進に関する知識を習得・理解するだけに⽌まらず，⽣活環境対策や⼈⼝問題，さらに

は国⺠の⽣活の場である地域における取組みや貢献等について幅広く理解を深めることを⽬的とする。�
本授業では、媒体として可能な限り視覚素材を頻⽤し、⼀⽅向性ではなく双⽅向性・参加型⽅式で⾏う。具体的には、あらかじめ予習課題を与え、授業中に予

習課題の解説を⾏い、学⽣個々⼈が理解度を深めることができるようにする。

到達⽬標

1 衛⽣・公衆衛⽣の概念を説明できる。

2 健康の概念および健康の保持増進について概説できる。

3 わが国における⼈⼝の動態・静態等の保健医療情報について概説できる。

4 疫学の概念および疫学の研究⽅法について説明できる。

5 わが国における環境を取り巻く状況について把握し、環境基準、環境保全対策について説明できる。

6 感染症の予防・流⾏防⽌の基本的考え⽅および対策について説明できる。

7 ライフステージに応じた⻭科保健対策について概説できる。

8 地域における健康づくりの取組みについて説明できる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

15

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

【参加型⾯接授業】衛⽣学・公衆衛⽣学とは

1）衛⽣学・公衆衛⽣学序論についての概説�
2）公衆衛⽣と地域保健�
3）社会環境と疾病構造の変化

2

【参加型⾯接授業】健康の概念、プライマリヘルスケアとヘルスプロモーション

1）健康の概念についての概説�
2）⽣活習慣病と健康との関連�
3）健康⽇本21についての概説

3

【参加型⾯接授業】予防医学の概念、疫学の定義と疫学研究の⽅法

1）疾病の要因�
2）Leavell＆Clarkの予防概念�
3）疫学とは�
4）疫学の概念�
5）疫学研究の⽅法�
6）記述疫学と分析疫学�
7）介⼊研究

4

【参加型⾯接授業】わが国と世界の⼈⼝の動向、⼈⼝構造の変化と⾼齢化

1）世界の⼈⼝�
2）わが国の⼈⼝�
3）⼈⼝統計の種類�
4）⼈⼝動態統計の現況�
5）平均余命と平均寿命

5

【参加型⾯接授業】健康と環境との関連（1）

1）環境の概念�
2）空気と健康�
3）空気の異常成分�
4）温熱環境と影響因⼦

衛⽣学・公衆衛⽣学
更新⽇：2022/03/08�14:56:31
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6

【参加型⾯接授業】健康と環境との関連（2）

1）⽔と健康�
2）上⽔と下⽔�
3）放射線と健康�
4）住居・⾐服と健康

7

【参加型⾯接授業】地球環境の変化と健康への影響、公害問題とその原因物質

1）地球温暖化�
2）酸性⾬�
3）オゾン層の破壊、その他�
4）公害問題とその原因物質

8

【参加型⾯接授業】廃棄物処理

1）⼀般廃棄物�
2）産業廃棄物�
3）感染性廃棄物

9

【参加型⾯接授業】感染症の概念と感染症の予防対策�

1）感染症の成り⽴ち�
2）感染症の予防 

10

【参加型⾯接授業】感染症の分類、主な感染症の動向

1）⼀類感染症�
2）⼆類感染症�
3）三類感染症�
4）四類感染症�
5）五類感染症

11

【参加型⾯接授業】⾷中毒と⾷品保健

1）⾷中毒とその分類�
2）⾷中毒の動向と対策�
3）健康⾷品の安全確保（⼀般⾷品、保健機能⾷品、特別⽤途⾷品）�
4）⾷品の安全性確保

12

【参加型⾯接授業】⾷⽣活・栄養と健康

1）国⺠栄養の現状�
2）⾷⽣活指針と⾷育�
3）⽇本⼈の⾷事摂取基準

13

【参加型⾯接授業】地域保健の新たな概念

1）ソーシャルキャピタル�
2）ノーマライゼーションと⽣活機能�
3）地域包括ケアシステム

14

【参加型⾯接授業】⺟⼦保健、学校保健�

1）⺟⼦保健の意義と概要�
2）⺟⼦保健の取組み・事業�
3）⺟⼦保健における⼝腔保健�
4）⻭科健康診査（妊産婦・1歳6か⽉・3歳児）�
5）学校保健の領域�
6）⻭科健康診断と事後処置�
7）⻭科衛⽣⼠の役割

15

【参加型⾯接授業】産業保健、成⼈・⾼齢者保健、まとめ

1）産業保健の概念�
2）職業性⻭科疾患（⻭の酸蝕症）�
3）産業保健活動�
4）成⼈・⾼齢者の健康管理・保健事業�
5）課題に対するアプローチ、考え⽅の概説�
6)��授業のまとめ

成績評価の⽅法

事前に与えた予習課題に対する理解度および授業終了時に課すレポートを授業の理解度として評価する。�
形成的評価は定期試験により⾏う。�
評価基準は、授業の理解度10％、指定課題に対するレポート10％、科⽬試験80％とする。�
課題に対するフィードバックとして、授業中に課題解決の視点について解説するとともに、公衆衛⽣学的意義・論点についてコメントする。�
また、指定課題に対するレポート評価は、ルーブリックにより⾏う。

教科書

最新⻭科衛⽣⼠教本「⻭・⼝腔の健康と予防に関わる⼈間と社会の仕組み１ 保健⽣態学�第３版」  医⻭薬出版株式会社（ISBN978-4-263-42862-7）�
関連資料（授業で使⽤した資料）は適宜配付する。

授業外学修（予習・復習）

当該科⽬では、事前に予習しておく課題を与える（⽬安時間：約10分）ので、事前に必ず教科書等により指⽰された内容について理解した上で授業に臨むこ
と。

その他

参考資料 「スタンダード衛⽣・公衆衛⽣�第17版」 学建書院（ISBN978-4-7624-8625-8）

受講⽣への要望等 本学問は、基本的に丸覚えする教科ではありません。現在の衛⽣・公衆衛⽣を取り巻く環境や状況をしっかりと理解し、医療
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従事者として国⺠の健康の保持増進をどのように推進していくべきなのかを考えることが重要であり、本授業の求める最終到

達⽬標です。所掌範囲が広く内容も捉えにくい科⽬ですが、しっかりと準備学習して授業に臨んでください。

授業の質問対応、連絡先 質問対応は、オフィスアワー指定時に医療保健学部の教員室に直接来るか、授業⽤SNS「Melly」で随時対応する。
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220604

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 206040

担当教員 濱島 淑惠

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科, ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔⼯学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

20604 3◎ H2○  3◎ E2○  社会福祉⼠

授業概要

⼈々のニーズ、健康・⽣活問題とは、社会福祉とは何か、私たちの⽣命・⽣活・⼈⽣と社会福祉はどのように関わっているかを学ぶ。その上で、社会福祉制度

の歴史的展開、社会福祉の理念、現在の社会福祉制度の体系を概説する。特にゲストスピーカーの講話、DVDを通して、福祉現場の実際と社会福祉制度の現状
と課題を学び、今後のあり⽅について考える。

到達⽬標

1 ⼈々のニーズ、健康・⽣活問題とは何か、社会福祉の必然性について理解できる。�

2 社会福祉制度の歴史と現代的到達点を理解できる。

3 社会福祉の理念、社会福祉の制度・政策の全体的な体系を理解できる。

4 社会福祉の各制度の仕組み、現在の課題を理解し、⾃分の考えを持つことができる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

15

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

私たちのLife（⽣命・⽣活・⼈⽣）と社会福祉

Life（⽣命・⽣活・⼈⽣）とは何か、どのようにすれば成り⽴つのかを考える。それをもとに、⾃分たちの⽣命・⽣活・⼈⽣と社会福祉がどのように
関わっているのかを概説する。【講義】

2

社会福祉をとりまく状況１

社会福祉に深く関わる現代社会の動向について学ぶ。特に家族形態の変化と家族問題、⼈⼝動態と少⼦⾼齢化、労働条件の動向とこれらによって⽣

じる社会問題、⽣活問題についてデータ、事例等を⽰しながら概説する。【講義】

3

社会福祉を取りまく状況２

社会福祉に深く関わる現代社会の動向について学ぶ。特に家族形態の変化と家族問題、⼈⼝動態と少⼦⾼齢化、労働条件の動向とこれらによって⽣

じる社会問題、⽣活問題についてデータ、事例等を⽰しながら概説する。【講義】

4

社会福祉を取りまく状況３

社会福祉に深く関わる現代社会の動向について学ぶ。特に家族形態の変化と家族問題、⼈⼝動態と少⼦⾼齢化、労働条件の動向とこれらによって⽣

じる社会問題、⽣活問題についてデータ、事例等を⽰しながら概説する。【講義】

5

社会福祉の理念

社会福祉の諸制度、ソーシャルワークは何を⽬指しているのか、⽣存権保障、ノーマライゼーション、ソーシャルインクルージョン等の理念につい

て概説する。【講義】

6
社会福祉制度の歴史的展開１〜欧⽶１〜

欧⽶における近代化による社会問題と発⽣と社会保障・社会福祉の萌芽を概説する。【講義】

7
社会福祉制度の歴史的展開２〜欧⽶２〜

欧⽶における社会保障制度の誕⽣、展開とイギリスにおけるベヴァリッジ報告までを概説する。【講義】

8
社会福祉制度の歴史的展開３〜⽇本１〜

⽇本における社会福祉の歴史的展開を学ぶ。明治期の恤救規則から戦後の福祉６法体制まで概説する。【講義】

9
社会福祉制度の歴史的展開４〜⽇本２〜

⽇本における社会福祉の歴史的展開を学ぶ。戦後の福祉⾒直し論の展開から社会福祉基礎構造改⾰を経て、近年の動向まで概説する。【講義】

10

社会福祉制度の体系−⽣活保護・児童福祉・⾼齢者福祉・障がい者福祉

現代の社会福祉制度の全体像を⽰し、⽣活保護、児童福祉、⾼齢者福祉、障がい者福祉の基本的な枠踏みとサービス、現状と課題を、データ、事例

等を⽤いて概説する。また、ゲストスピーカーを招いて、福祉の実際を学ぶ。【講義】

11
⽣活保護制度

⽣活保護制度の仕組みと課題を概説する。【講義】

12
児童福祉制度

児童福祉制度の仕組みと内容、課題について概説する。【講義】

13
⾼齢者福祉制度

⾼齢者福祉制度の仕組みと内容、課題について概説する。【講義】

14
障害者福祉制度

障害者福祉制度の仕組みと内容、課題について概説する。【講義】

社会福祉論Ⅰ
更新⽇：2021/11/01�11:40:15
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15
総括

これまでの授業を総括し、社会福祉制度の近年の動向と課題について概説する。【講義】

成績評価の⽅法

レポートで評価する（90％）。また、授業で課す感想⽂、⼩レポートも評価に加える（10％）。

教科書

⼭縣⽂治�・岡⽥�忠克編『よくわかる社会福祉』ミネルヴァ書房

授業外学修（予習・復習）

普段から、⼈々の健康・⽣活に関わる問題に関する新聞記事、ニュースに関⼼を持つこと（15分）。また、それらと授業で学んだ知識を結びつけるとともに、
そのような問題が⽣じる背景、制度的課題を検討すること（15分）。授業後には、教科書の該当部分を読み返し、復習を⾏うこと（45分）。

その他

参考資料 平岡公⼀・杉野昭博・所道彦・鎮⽬真⼈『社会福祉学』有斐閣

受講⽣への要望等 私語は厳禁である。知的好奇⼼、⾃主性、主体性を持ってに授業に臨んでほしい。�

授業の質問対応、連絡先 授業終了後に教室で、オフィスアワー時に研究室で受け付けます。
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220609

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 206090

担当教員 岸本 貴⼠

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科, ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔⼯学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

20609 1○ 3◎ H2○  1○ 3◎ E2○  社会福祉⼠

授業概要

社会保障とは、⼀⼈ひとりの⼈間が、健康で⽂化的な⽣活を送ることができるように、疾病、失業、死亡、⽼齢、障害、出産、多⼦など、⼈間が出くわすであ

ろう問題について、社会の責任で解決するための制度である。社会保障（制度）の本質・概要・課題について具体的に理解するために、本授業では、社会保障

の基本原理（⽣活問題の理解、社会保障の理念の変遷、⼈権と社会保障ほか）を整理したうえで、各種制度（公的医療保険、⾼齢者福祉と介護保険、労働、年

⾦、⽣活保護、⼦ども家庭福祉、障がい者福祉など）を概観する。諸外国の社会保障や社会福祉専⾨職に資する個別課題（性的マイノリティ⽀援ほか）も紹介

する。

到達⽬標

1 社会保障（制度）の本質・概要・課題について把握できる。

2 社会保障の諸課題を⾃らの⽇常⽣活の中に⾒出して理解できる。

3 社会保障の諸解題の解決に向けた⽅法等について具体的に考えることができる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

15

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

【講義】オリエンテーション、社会保障とは何か（概念、源流と役割）

社会保障の概念、源流と役割について整理する。特に「⼈権と社会保障」への視座を検討し、諸外国での社会保障制度や昨今の社会保障をめぐる諸

問題について認識を深める。�
�
1）⽣活問題について�
2）諸外国の社会保障の源流�
3）社会保障の役割と機能�
4）基本的⼈権と社会保障�
5）社会保障理念の変遷�
�
（到達⽬標）�
◎社会保障の概念、源流と役割を理解する�
・⽣活問題について説明ができる�
・社会保障の基本原理について説明できる�
・「⼈権と社会保障」について理解できる・社会保障と⽣活問題の関係が理解できる

2

【講義】社会保障のあゆみ

前回に引き続き、社会保障の概念、源流と役割について整理する。特に「⼈権と社会保障」への視座を検討し、諸外国での社会保障制度や昨今の社

会保障をめぐる諸問題について認識を深める。�
�
1）前回のおさらい�
2）社会保障・社会福祉の歴史の概観�
3）イギリス・ドイツの社会保障の歴史的特質�
4）第2次世界⼤戦後の社会保障の発展�
5）「⼈権」と「思いやり」について�
�
（到達⽬標）�
◎社会保障の概念、源流と役割を理解する�
・社会保障・社会福祉の歴史について理解できる�
・「⼈権」と「思いやり」の違いを区別できる�
・「⼈権と社会保障」について理解できる・社会保障と⽣活問題の関係が理解できる

社会保障論Ⅰ
更新⽇：2021/10/25�10:56:32
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3

【講義】社会保障の制度体系

前回に引き続き、社会保障の概念、源流と役割について整理する。特に「⼈権と社会保障」への視座を検討し、諸外国での社会保障制度や昨今の社

会保障をめぐる諸問題について認識を深める。�
�
1）社会保障の体系�
2）社会保険・社会扶助�
3）⽇本における社会保障体系�
4）社会保障に関する課題�
5）昨今の社会保障をめぐる情勢�
�
（到達⽬標）�
◎社会保障の概念、源流と役割を理解する�
・社会保険と社会扶助について説明できる�
・昨今の社会保障をめぐる情勢について理解できる�
・「⼈権と社会保障」について理解できる・社会保障と⽣活問題の関係が理解できる

4

【講義】公的医療保険制度①

公的医療保険制度の概略を整理し、被⽤者保険や国⺠健康保険によって今⽇の国⺠皆保険体制に⾄る変遷について概観する。毎年膨⼤な医療費が必

要となっている昨今の公的医療保険制度をめぐる諸問題についても検討する。�
�
1）公的医療保険制度とは�
2）被⽤者保険と国⺠健康保険�
�
（到達⽬標）�
◎公的医療保険制度の種類を理解する�
・公的医療保険制度の概略を説明できる�
・被⽤者保険と国⺠健康保険について説明できる�
・後期⾼齢者医療制度について説明できる�
・公的医療保険制度をめぐる諸問題（財政問題等）について理解できる

5

【講義】公的医療保険制度②

前回講義に引き続き、公的医療保険制度の概略を整理し、被⽤者保険や国⺠健康保険によって今⽇の国⺠皆保険体制に⾄る変遷について概観する。

毎年膨⼤な医療費が必要となっている昨今の公的医療保険制度をめぐる諸問題についても検討する。�
�
1）前回のおさらい�
2）後期⾼齢者保健制度�
3）公的医療保険制度をめぐる諸問題について�
�
（到達⽬標）�
◎公的医療保険制度の種類を理解する�
・公的医療保険制度の概略を説明できる�
・被⽤者保険と国⺠健康保険について説明できる�
・後期⾼齢者医療制度について説明できる�
・公的医療保険制度をめぐる諸問題（財政問題等）について理解できる

6

【講義】⾼齢者福祉と介護保険制度①

⾼齢者福祉の変遷等について考察する。「措置から契約へ」「介護の社会化」をめざした介護保険制度導⼊の背景やその後を概観しながら、社会福

祉制度全体へのインパクトや⾼齢者福祉をめぐる諸問題について整理する。�
�
1）介護保険制度の概略について�
2）介護保険制度導⼊の変遷について�
3）介護保険制度と他の制度との関連�
4）⾼齢者福祉と介護保険の諸解題について�
�
（到達⽬標）�
◎⾼齢者をめぐる法制度を理解する�
・介護保険制度の概略を説明できる�
・介護保険制度導⼊の変遷について理解できる�
・⾼齢者福祉と介護保険の諸問題について理解できる

7

【講義】⾼齢者福祉と介護保険制度②

前回講義に引き続き、介護保険制度導⼊からの変遷等について考察する。「措置から契約へ」「介護の社会化」をめざした介護保険制度導⼊の背景

やその後を概観しながら、社会福祉制度全体へのインパクトや⾼齢者福祉をめぐる諸問題について整理する。�
�
1）前回のおさらい�
2）介護保険制度と他の制度との関連�
3）⾼齢者福祉と介護保険の諸解題について�
�
（到達⽬標）�
◎⾼齢者をめぐる法制度を理解する�
・介護保険制度の概略を説明できる�
・介護保険制度導⼊の変遷について理解できる�
・⾼齢者福祉と介護保険の諸問題について理解できる
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8

【講義】⽣活困窮者⽀援制度と⽣活保護①

⽣活保護制度の概略について考察する。公的扶助の発展過程を考えながら、「健康で⽂化的な最低限度の⽣活」と「⾃⽴」をめぐる諸問題について

も検討する。�
�
1）⽣活保護制度とは�
2）公的扶助の発展過程�
3）⽣活保護の基本原理と基本原則�
4）⽣活保護をめぐる諸問題について�
�
（到達⽬標）�
・⽣活保護制度について説明できる�
・公的扶助の発展過程について理解できる�
・⽣活保護の基本原理と基本原則を理解できる

9

【講義】⽣活困窮者⽀援制度と⽣活保護②

⽣活保護制度の概要を踏まえた上で、⽣活困窮者⾃⽴⽀援制度について考察する。⽣活困窮者⾃⽴⽀援制度の概要をおさえながら「健康で⽂化的な

最低限度の⽣活」と「⾃⽴」をめぐる諸問題についても検討する。�
�
1）前回のおさらい�
2）⽣活困窮者⾃⽴⽀援制度について�
3）「⾃⽴」をめぐる論点について�
4）⽣活保護をめぐる諸問題について�
�
（到達⽬標）�
・⽣活保護制度について説明できる�
・⽣活保護の基本原理と基本原則を理解できる�
・⽣活困窮者⾃⽴⽀援制度について理解できる

10

【講義】労働問題と労災保険・雇⽤保険①

社会に出て「働く」と、さまざまな法制度で労働者は守られる。ここでは労働者を守る法制度とともに、労災保険、雇⽤保険の概略について考察す

る。昨今のワークライフバランスについても考えていく。�
�
1）労働者を守る法制度について�
2）労災保険とは�
3）労働をめぐる諸問題について�
�
（到達⽬標）�
◎労働問題と関連する法制度を理解する�
・労災保険について説明できる�
・労働者を守る法制度や労働・雇⽤をめぐる諸問題を理解できる

11

【講義】労働問題と労災保険・雇⽤保険②

社会に出て「働く」と、さまざまな法制度で労働者は守られる。ここでは労働者を守る法制度とともに、労災保険、雇⽤保険の概略について考察す

る。昨今のワークライフバランスについても考えていく。�
�
1）前回のおさらい�
2）雇⽤保険とは�
3）労働や雇⽤をめぐる諸問題について�
�
（到達⽬標）�
◎労働問題と関連する法制度を理解する�
・雇⽤保険について説明できる�
・労働者を守る法制度や労働・雇⽤をめぐる諸問題を理解できる

12

【講義】年⾦制度

年⾦制度の概略・変遷を考察する。昨今の⽼後破産や下流⽼⼈に代表される「⽼後⽣活と年⾦」めぐる諸問題を概観し⾼齢者の⽣活問題についての

認識も深める。�
�
1）「⽼後⽣活と年⾦」に関する諸問題について�
2）年⾦制度について�
3）⾼齢者の⽣活保障について�
�
（到達⽬標）�
◎年⾦制度の体系を理解する�
・年⾦制度の概略を説明できる�
・⾼齢者の⽣活保障に向けた問題等について理解できる
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13

【講義】障がい者福祉

障がい者福祉制度について考察する。障がい者福祉思想と法体系への理解とともに、障がい者の⽣活保障の視座から今⽇の障がい者福祉の諸問題に

ついて整理する。�
�
1）障がい者福祉とは�
2）障がい者福祉の思想と法体系�
3）⾼齢者・障がい者の⽣活保障について�
�
（到達⽬標）�
◎障がい者福祉の体系を理解する�
・障がい者福祉の概略を説明できる�
・⾼齢者・障がい者の⽣活保障に向けた問題等について理解できる

14

【講義】⼦ども・家庭福祉①

⼦どもや家庭をめぐる諸制度について考察する。保育、社会的養護、⼦育て⽀援、就学援助等の諸制度の理解とともに、⼦どもの貧困問題は、「⼤

⼈の貧困が根底にある」との視座について検討する。�
�
1）⼦ども・家庭をめぐる状況について�
2）保育、児童相談所、社会的養護について�
3）⼦育て⽀援・就学援助について�
4）⼦どもの貧困と「⼤⼈の貧困」�
�
（到達⽬標）�
◎⼦ども福祉をめぐる法制度を理解する�
・⼦ども家庭をめぐる状況について理解できる�
・⼦ども家庭福祉をめぐる諸制度について説明できる�
・⼦どもの貧困について理解できる

15

【講義】社会保障と医療・社会福祉専⾨職

これまでの社会保障諸制度についての振り返りを⾏いながら、医療・社会福祉専⾨職として⽣活問題をどうとらえどう問題解決に向けた動きができ

るのか検討する。また個別課題（性的マイノリティ⽀援等）を例にしながらソーシャルアクションについての認識を深めていく。�
�
1）社会保障諸制度の振り返り�
2）⽣活問題の解決に向けた視座について�
3）「制度のはざま」問題について�
4）⼈権とソーシャルアクションと社会保障について�
�
◎医療・社会福祉専⾨職として社会保障への視座を理解する�
・⽣活問題の解決への視座について理解できる�
・⼈権への視座とソーシャルアクションの必要性について理解できる

成績評価の⽅法

科⽬試験70％�
授業態度10％�
課題レポート20％

教科書

芝⽥英昭編著『基礎から学ぶ社会保障�［新版］』⾃治体研究社、2019年

授業外学修（予習・復習）

・レポートの書き⽅やノートの取り⽅について事前に理解しておくこと（解説書があるので読むなどで対応）�
・該当する教科書の章をあらかじめ読み、授業後はノートを⾒直すこと（授業⽇に1時間）�
・新聞やニュース等にある社会保障・社会福祉にかかわる記事等をまとめておくこと（毎⽇20分程度）�
・授業中に、全授業にかかわるレポートのテーマを指定するので、指定された期⽇までに1200字程度でまとめること（⽬安：約60分）

その他

参考資料

伊藤周平『社会保障⼊⾨ シリーズケアを考える』ちくま新書、2018年�
社会保障⼊⾨編集委員会『社会保障⼊⾨2021』中央法規出版、2021年�
松沢�裕作�『⽣きづらい明治社会―不安と競争の時代』岩波ジュニア新書、2018年�
⼭崎史郎�『⼈⼝減少と社会保障�ー孤⽴と縮⼩を乗り越える�』中公新書、2017年 ほか

受講⽣への要望等
社会保障は社会に⽣きるすべての⼈に関係するもの。また医療専⾨職に不可⽋な知識です。⾃分のこととしてどう捉えられる

か、ぜひ知的好奇⼼を持って授業にのぞんでほしい。

授業の質問対応、連絡先
・授業前後およびオフィスアワーで対応�
・授業⽤SNS「melly」で随時対応
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220801

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 208010

担当教員 濱島 淑惠

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科, ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔⼯学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

20801 3◎ H2○  3◎ E2○  社会福祉⼠

授業概要

まず社会福祉論Ⅰの振り返りを⾏う。次に海外の社会福祉の歴史、⼈権と福祉思想、社会福祉政策の構成要素、政策策定過程、供給主体と供給過程、関連諸施策

について学ぶ。これらの基礎知識をもとに、⽇本の社会福祉政策の課題と今後のあり⽅について、講義を⾏う。

到達⽬標

1 社会福祉制度の成⽴過程を理解し、社会福祉の意義と近年の動向を理解できる。

2 社会福祉政策の構成要素、仕組み、論点を理解することができる。

3 政策策定に必要な知識を修得し、政策策定⽅法を理解できる。

4 現代的な課題について政策学的な視点から分析し、今後の在り⽅について検討する⼒を修得できる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

15

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

社会福祉の⼈権と福祉思想

「⼈権」の誕⽣と福祉思想との関連について概説する。それを踏まえて、現代社会において⼈権が守られているか、ディスカッションを⾏う。最後

に社会福祉政策の必要性、ソーシャルワークと社会福祉政策の関係性について講義を⾏う。【講義】

2

社会福祉政策におけるニーズ

社会福祉においてニーズとは何かを概説する。その上で、社会福祉に関する課題の事例、DVDを通して、ニーズの問題として分析、考察し、理解を
深める。グループディスカッション、発表を⾏う。【講義】

3

社会福祉の資源

社会福祉の資源とは何かを概説する。その上で、社会福祉に関する課題の事例、DVDを通して、資源の問題として分析、考察し、理解を深める。グ
ループディスカッション、発表を⾏う。【講義】

4

福祉政策の論点１

社会福祉政策は「価値」の選択であり、様々な論点、選択肢が存在する。その重要なものとして、①選別主義と普遍主義について概説する。またこ

れらに関わる事例、DVD、新聞記事を⽰し、その分析、考察を通して理解を深める。グループディスカッション、発表を⾏う。【講義】

5

社会福祉政策の論点２

社会福祉政策は「価値」の選択であり、様々な論点、選択肢が存在する。その重要なものとして、②公私分離と公私協働について概説する。またこ

れらに関わる事例、DVD、新聞記事を⽰し、その分析、考察を通して理解を深める。グループディスカッション、発表を⾏う。【講義】

6

社会福祉政策の論点３

社会福祉政策は「価値」の選択であり、様々な論点、選択肢が存在する。その重要なものとして、③公平性の論理と再分配の論理について概説す

る。またこれらに関わる事例、DVD、新聞記事を⽰し、その分析、考察を通して理解を深める。グループディスカッション、発表を⾏う。【講義】

7

社会福祉政策の論点４

社会福祉政策は「価値」の選択であり、様々な論点、選択肢が存在する。その重要なものとして、④市場原理について概説する。またこれらに関わ

る事例、DVD、新聞記事を⽰し、その分析、考察を通して理解を深める。グループディスカッション、発表を⾏う。【講義】

8

社会福祉政策の論点５

社会福祉政策は「価値」の選択であり、様々な論点、選択肢が存在する。その重要なものとして、⑤地⽅分権について概説する。またこれらに関わ

る事例、DVD、新聞記事を⽰し、その分析、考察を通して理解を深める。グループディスカッション、発表を⾏う。【講義】

9
福祉政策の⼿法と決定過程

社会福祉政策の策定⽅法と決定過程について概説する。【講義】

10
社会福祉政策の評価

社会福祉政策の評価⽅法について事例をあげながら概説し、課題について議論する。【講義】

11
福祉政策の主体−国、地⽅公共団体

福祉政策の主体である国、地⽅公共団体について、その位置づけ、役割、現代的課題について概説する。【講義】

12
福祉供給過程

社会福祉の供給過程の種類と特徴について概説する。さらに、それらの⻑所・短所について議論する。【講義】

13
社会福祉の利⽤過程

社会福祉の利⽤過程の種類と特徴について概説する。さらに、それらの⻑所・短所について議論する。【講義】

14
諸外国の社会福祉政策

英⽶欧の社会福祉歴史と社会福祉制度の体系、類型を概説する。それを踏まえて⽇本における社会福祉政策の位置づけ、課題を再考する。【講義】

社会福祉論Ⅱ
更新⽇：2021/11/01�11:41:14
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15
現代における福祉政策の課題とあり⽅を考える

グループディスカッションを⾏い、現在の⽇本の社会福祉政策の分析、課題と今後のあり⽅を⽰す。【講義】

成績評価の⽅法

レポート課題で評価する（80％）。授業中に⾏うグループディスカッションでの様⼦も評価に加える（20％）。

教科書

⼤橋謙策・⽩澤政和編著『現代社会と福祉』ミネルヴァ書房

授業外学修（予習・復習）

⼈々の健康・⽣活に関わる問題について、新聞記事、ニュース等を通して関⼼を持つこと（15分）。また、それらの事象が⽣じる背景を、授業で学んだ知識と
結び付けて考えてみるようにしてほしい（15分）。授業後には、ノート、教科書の該当部分を読み返し、復習を⾏うこと（30分）。

その他

参考資料 授業で随時紹介する。

受講⽣への要望等 私語は厳禁である。知的好奇⼼、⾃主性、主体性をもって授業に臨んでほしい。

授業の質問対応、連絡先 授業終了後に教室で、オフィスアワー時に研究室で受け付けます。
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220812

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 208120

担当教員 濱島 淑惠

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科, ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔⼯学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

20812 3◎ H2○  3◎ E2○  社会福祉⼠

授業概要

⾼齢社会の動向、⾼齢者の特性、⽣活実態と抱える⽣活問題について概説する。その上で⾼齢者福祉の歴史的展開、現在の⾼齢者の⽣活を保障する介護保険制

度、⽼⼈福祉制度、その他関連する制度・政策、各種サービスを概説する。また、これらの制度・政策、サービスの実際を、DVD等を通して学ぶ。さらに諸外
国の⾼齢者福祉の制度・政策、サービスを参考にしながら、⽇本の⾼齢者福祉の現状と課題、今後のあり⽅について検討する。基本的に講義形式で⾏うが、適

宜、グループディスカッションを⽤いる。�

到達⽬標

1 ⾼齢者の抱える⽣活問題と社会福祉の必要性について理解できる。

2 �⾼齢者福祉の歴史的展開とその意義、課題について理解できる。�

3 介護保険制度の意義、⽬的、仕組みと内容、課題を理解できる。

4 ⾼齢者福祉の課題について⾃ら考え、今後のあり⽅について検討する⼒を修得できる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

15

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1
オリエンテーション−私たちの考える「⾼齢者」像

グループディスカッションを通して、「⾼齢者」に対するイメージをまとめる。それを踏まえて、⾃分たちの有する⾼齢者像を整理する。【講義】

2

⾼齢者の特性と抱える⽣活問題

データを⽰しながら、⾼齢者の⾝体的、⼼理的、社会的等の側⾯からその特性を把握し、そこから⽣じる⽣活問題について概説する。適宜、グルー

プディスカッションを⼊れる。【講義】

3
⾼齢者の介護問題

データを⽰しながら、⾼齢者の介護問題について概説する。適宜、グループディスカッションを⼊れる。【講義】

4

認知症と認知症ケア

近年、重要課題となっている認知症ケアについて詳しく学ぶ。認知症とは何か、その症状と理解、ケアのポイントついて、事例、DVD等を⽰しなが
ら概説する。【講義】

5

家族介護について

国の調査より、家族介護の現状を⽰し、家族介護者が抱える⽣活問題を概説する。最後に家族に必要な⽀援について、グループディスカッションを

⾏い、発表する。【講義】

6
⾼齢者福祉制度の歴史

⾼齢者福祉制度の歴史的展開について、戦後から近年まで概説し、その到達点と現代的課題を学ぶ。【講義】

7
介護保険制度の仕組み１

介護保険制度の仕組み（保険者、被保険者、要介護認定）について概説する。【講義】

8
介護保険制度の仕組み２

介護保険制度の仕組み（サービス利⽤の流れ、財源、苦情解決、利⽤料負担等）について概説する。【講義】

9

介護保険サービスとその実際１

介護保険サービスの種類とその内容について概説する。さらに、DVD、事業所・施設の訪問もしくはゲストスピーカーによる講義から、その実際を
学ぶ。【講義】

10
⾼齢者福祉の課題

介護保険制度の課題、⾼齢者虐待、家族介護問題について概説し、⾼齢者福祉の今後のあり⽅について議論する。【講義】

11

介護保険サービスと実際２

介護保険サービスの種類とその内容について概説する。特に地域密着型サービスの概要、意義と⽬的を説明し、DVDなどでその実際を⽰す。【講
義】

12
介護保険サービスと実際３

介護保険サービスの種類とその内容について概説する。特に地域⽀援事業の概要、意義と⽬的を説明し、DVDなどでその実際を⽰す。【講義】

13
地域包括⽀援センター

地域包括⽀援センターの法的位置づけ、専⾨職の配置、⽬的と機能を概説し、DVDなどでその実際を⽰す。【講義】

14
⽼⼈福祉法の仕組みとサービス１

⽼⼈福祉法の仕組みとサービスの概要と介護保険制度との関係性について概説する。また、⽼⼈福祉法の現代的意義について概説する。【講義】

⾼齢者福祉論
更新⽇：2021/11/01�11:42:23
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15
⽼⼈福祉法の仕組みとサービス１

⽼⼈福祉法の仕組みとサービスの概要と介護保険制度との関係性について概説する。また、⽼⼈福祉法の現代的意義について概説する。【講義】

成績評価の⽅法

定期試験で評価する（80％）。また、授業中に課す感想⽂、⼩レポートも評価に加える（20%)。

教科書

⼀般社団法⼈⽇本ソーシャルワーク教育学校連盟編『最新 社会福祉⼠養成講座 ⾼齢者福祉�』中央法規

授業外学修（予習・復習）

普段から⾼齢者福祉に関わる新聞記事、ニュースを確認すること（15分）。また、⾼齢者と触れ合う機会をなるべく設け、授業で学んだ知識と結びつけて考察
することを勧める（15分）。次回の授業で学ぶ教科書の章、節を読んでおくこと（30分）。

その他

参考資料 授業で随時紹介する。

受講⽣への要望等 私語は厳禁である。知的好奇⼼、⾃主性、主体性を持ってに授業に臨んでほしい。

授業の質問対応、連絡先 授業終了後に教室で、オフィスアワーに研究室で受け付けます。
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220816

学年 1,�4 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 208160

担当教員 芦⽥ 麗⼦

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科, ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔⼯学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

20816 3○ H2◎ 3○ E2◎  社会福祉⼠

授業概要

私たちが⽣活する⽇本でも、貧困な状態におかれている⼈は少なくない。本講義では貧困についてまず理解し、その上で、それに対応する公的扶助制度（特に

⽣活保護制度）について学びぶ。制度に関する知識の習得だけにとどまらず、この社会においての公的扶助制度の意味と役割について考察する⼒も養いうため、

講義および演習形式で授業を⾏う。

到達⽬標

1 貧困層・低所得階層の⽣活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉需要とその実際について理解できる。

2 相談援助活動において必要となる⽣活保護制度や⽣活保護制度に係る他の法制度について理解できる。

3 ⾃⽴⽀援プログラムの意義とその実際について理解できる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

14 1

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1
貧困とは何か、健康で⽂化的な⽣活とは何か

【演習】グループで現代社会における貧困問題と取り上げ、そこから貧困と健康で⽂化的な⽣活とは何かを理解する

2

貧困・低所得階層の⽣活実態と貧困

【講義】貧困・低所得者への⽣活保護制度を利⽤した事例をふまえ、ソーシャルワーカーの役割を⾃覚する。また、低所得者階層が⽣み出される背

景、所得格差の問題、低所得者の⽣活実態、貧困の理論について講義する。

3

公的扶助制度の歴史（イギリス）

【講義】1600年ころからのイギリスの歴史を概観しながら、どのような公的扶助の制度が作られたか学ぶ。また、ブースやラウントリーの貧困調査
がどのような意味をもたらしたか、さらに戦後のイギリス社会の保障の政策体系の基礎となるベヴァリッジ報告について講義する。

4

公的扶助制度の歴史（⽇本）

【講義】明治時代からの歴史を概観しながら、どのような公的扶助の制度が作られたかを学ぶ。奥に恤救規則と救護法の成⽴過程について、また戦

後の旧⽣活保護法と新⽣活保護法の成⽴経緯について講義する。

5

社会保障制度と公的扶助

【講義】社会保障制度の範囲、仕組みについて講義した上で、公的扶助の概念と範囲について講義する。また、社会⼿当や⽣活困窮者⾃⽴⽀援制度

についても講義する。

6

貧困に対する⽀援の実施体制

【講義】⽣活保護など貧困に対する⽀援の実施体制における国と地⽅⾃治体の役割について講義した上で、実施機関としての福祉事務所の創設、業

務、役割について講義し、保護施設の種類や設置と運営についても講義する。

7
⽣活保護制度の原理

【講義】⽣活保護法における⽤語の定義について解説した上で、基本原理ついて講義する。

8
⽣活保護の原則と⽣活保護基準

【講義】⽣活保護の原則について説明する。最低⽣活保障⽔準と保護基準の設定⽅式について講義する。

9

保護の種類と内容、要否判定。

【講義】8種類の保護の種類と内容について講義し、保護の要否判定と程度の決定について具体的な⽅法についても説明する。また就労⾃⽴給付⾦に
ついても講義する。

10

⽣活保護の動向と財源

【講義】⽣活保護受給世帯数などの保護の動向、⽣活保護費の動向と財源について講義し。時折社会で「問題」とされる⽣活保護の不正受給につい

ても説明し、ソーシャルワーカーとしての視点を養う。

11

⽣活保護における専⾨職の役割と相談援助活動

【講義】⽣活保護直接かかわる現業員や査察指導員の役割、⽀援過程と現業員の業務について講義する。また相談援助活動の内容や多職種との連携

ネットワーキングについても講義する。

12
⾃⽴⽀援プログラムによる相談援助と⽣活困窮者⾃⽴⽀援制度

【講義】⾃⽴⽀援プログラムおよび⽣活困窮者⽀援制度について、講義し、⾃⽴⽀とは何かについて課題について考察する。

13

ホームレスの⽣活と相談援助

【講義】ホームレスの現状と⽣活、ホームレス対策の動向、ホームレス対策の概要、ホームレス⽀援の実際について講義し、ホームレス問題につい

ての理解を深める。

公的扶助論
更新⽇：2021/11/01�16:30:44
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14

貧困層・低所得者への社会福祉・就労⽀援サービス

【講義】⽣活福祉資⾦貸付制度、無料低額診療制度や⼊院所酸性度などの医療サービス、住宅サービについて講義する。�
雇⽤・就労の動向と労働政策、就労⽀援サービスの実施体制、低所得者への就労⽀援制度について講義する。

15

貧困に対するソーシャルワーク実践

【講義】保健・医療機関との連携、就労⽀援プログラムや⽣活困窮者⾃⽴⽀援制度を活⽤したソーシャルワーク実践について学び、公的扶助制度の

意義と役割を考える。

成績評価の⽅法

・授業の課題提出 3点×15回＝45点�
・試験１回        �＝55点�
          合計���100点

教科書

渋⾕哲編,2021『貧困に対する⽀援』みらい

授業外学修（予習・復習）

予習として事前に告知する教科書の該当ページを読み、わからない⽤語は調べておくこと（毎回1時間）。�
復習としてやった範囲の教科書を読みなおし、ノートを整理すること（毎回2時間）。�
参考書にあげた本を参考に、貧困問題に関する本を読むこと。�

その他

参考資料

吉永純他編『無料低額診療事業のすべて』クリエイツかもがわ�
⽣⽥武志『貧困を考えよう』岩波ジュニア新書�
⽣⽥武志他『当たり前の⽣活ってなんやねん？！』⽇本機関紙出版センター�
⽔島宏明『⺟さんが死んだ』現代教養⽂庫�
井上英夫他編『なぜ⺟親は娘に⼿をかけたのか』旬報社�
丸⼭⾥美編『貧困問題の新地平』旬報社�
芦⽥麗⼦監修『シングルマザーをひとりぼっちにしないために』⽇本機関紙出版センター�
⼩杉礼⼦他編『下層化する⼥性たち』

受講⽣への要望等 予習復習を必ずした上で積極的に受講すること。

授業の質問対応、連絡先
授業内に⽣じた疑問はできるだけ授業中に質問すること、授業後復習で出た質問に関してはメリーにて受け付ける。なお、直

接質問したい場合は、メリーにてアポをとること。
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 2208260

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 208260

担当教員 ⽶澤 美保⼦

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科, ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔⼯学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

2208260 3◎ H2○ 3◎ E2○ 社会福祉⼠

授業概要

相談援助の専⾨職であるソーシャルワーカー(社会福祉⼠・精神保健福祉⼠)の法的な位置づけ、ソーシャルワークの基盤となる考え⽅とその形成過程および、
ソーシャルワークの価値規範と倫理について講義により理解する。

到達⽬標

1 社会福祉⼠・精神保健福祉⼠の法的な位置づけを習得する

2 ソーシャルワークの基盤となる考え⽅、形成過程について習得する

3 ソーシャルワークの概念、倫理について習得する

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

15

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

【講義】オリエンテーション、社会福祉⼠及び精神保健福祉⼠の法的な位置づけ1

・これからの講義の進め⽅の説明�
・社会福祉⼠の定義・義務について学ぶ

2
【講義】社会福祉⼠及び精神保健福祉⼠の法的な位置づけ2

社会福祉⼠及び介護福祉⼠法成⽴の背景、法制度⾒直しの背景について学ぶ

3
【講義】社会福祉⼠及び精神保健福祉⼠の法的な位置づけ3

社会福祉⼠の専⾨性、精神保健福祉⼠の定義・義務について学ぶ

4
【講義】社会福祉⼠及び精神保健福祉⼠の法的な位置づけ4

精神保健福祉⼠法制度成⽴の背景、法制度⾒直しの背景、社会福祉⼠・精神保健福祉⼠の専⾨性について学ぶ

5
【講義】現代社会と地域⽣活

現代社会と地域⽣活について学ぶ

6
【講義】ソーシャルワークの概念とソーシャルワークの基盤となる考え⽅1

ソーシャルワークの定義と原理について学ぶ

7
【講義】ソーシャルワークの基盤となる考え⽅2

ソーシャルワークの構成要素と理念について学ぶ

8
【講義】相談援助の形成過程１

ソーシャルワークの源流、慈善組織協会、セツルメント運動について学ぶ

9
【講義】相談援助の形成過程２

ソーシャルワークの基礎確⽴期について学ぶ

10
【講義】相談援助の形成過程３

ソーシャルワークの発展期について学ぶ

11
【講義】相談援助の形成過程４

ソーシャルワークの展開期、医学モデルから⽣活モデルについて学ぶ

12
【講義】相談援助の形成過程５

ソーシャルワークの統合化、ジェネラリスト・ソーシャルワークについて学ぶ

13
【講義】ソーシャルワークの倫理1

専⾨職倫理の概念と倫理綱領の意義と内容について学ぶ

14
【講義】ソーシャルワークの倫理2

ソーシャルワーク実践における倫理的ジレンマについて学ぶ

15
【講義】まとめ

前期学習のふりかえり

成績評価の⽅法

レポート50％ 授業態度、課題などの平常点50％をもって総合的に評価する。フィードバックについては、授業時にコメントする。

教科書

ソーシャルワーク論Ⅰ
更新⽇：2021/10/07�14:21:02
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・指定なし�
・適宜、配布資料、板書などにより授業を⾏う。

授業外学修（予習・復習）

【予習】次回授業内容に関する情報・書籍・資料などを⾒ておくこと(⽬安：約20分)�
【復習】授業でのノート、配布資料などで授業の内容をまとめ、授業の振り返りを⾏う(⽬安：約40分)

その他

参考資料

・⽇本ソーシャルワーク教育学校連盟,2021,『最新社会福祉⼠養成講座�精神保健福祉⼠養成講座11�ソーシャルワークの基盤と
専⾨職[共通・社会専⾨]』中央法規.�
・空閑浩⼈・⽩澤政和・和気純⼦,2021,『新・MINERVA社会福祉⼠養成テキストブック④ソーシャルワークの基盤と専⾨職』
ミネルヴァ書房.�
・『社会福祉学習双書』編集委員会,2020,『社会福祉学習双書2021 第9巻ソーシャルワークの基盤と専⾨職(社会福祉⼠・精
神保健福祉⼠共通/社会福祉⼠専⾨)』全国社会福祉協議会.

受講⽣への要望等
・社会問題について⽇頃から関⼼を持ち、それに関する書籍・⽂献などの情報を⾒てほしい�
・積極的な姿勢での受講

授業の質問対応、連絡先 mellyや直接研究室(1号館2階1209)に来てください。来室する場合は、前もってmellyなどで予約を取ってください。
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 2208270

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 208270

担当教員 ⽶澤 美保⼦

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科, ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔⼯学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

2208270 3◎ H2○ 3◎ E2○ 社会福祉⼠

授業概要

社会福祉⼠の職域と求められる役割、ソーシャルワークに係る専⾨職の概念と範囲について講義形式により理解する。また、ミクロ・メゾ・マクロレベルに

おけるソーシャルワークの対象と連関性、総合的かつ包括的な⽀援と多職種連携の意義と内容について、講義を中⼼としならが適宜実施する演習により習得す

る。

到達⽬標

1 ソーシャルワークに係る専⾨職の概念と範囲について習得する

2 ミクロ・メゾ・マクロレベルのソーシャルワークについて理解する

3 ジェネラリストの視点に基づく総合的かつ包括的な⽀援と多職種連携の意義と内容について理解する

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

15

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

【講義】オリエンテーション、ソーシャルワークに係る専⾨職の概念と範囲1

・これからの講義の進め⽅を説明する�
・相談援助専⾨職の概念と範囲について学ぶ

2
【講義】ソーシャルワークに係る専⾨職の概念と範囲2

社会福祉⼠の職域について学ぶ

3
【講義】ソーシャルワークに係る専⾨職の概念と範囲3

福祉⾏政等における専⾨職、⺠間の施設・組織における専⾨職について学ぶ

4
【講義】ソーシャルワークに係る専⾨職の概念と範囲4

諸外国の動向について学ぶ

5
【講義】ミクロ・メゾ・マクロレベルにおけるソーシャルワーク1

ミクロ・メゾ・マクロの意味、ミクロ・メゾ・マクロの対象について学ぶ

6
【講義】ミクロ・メゾ・マクロレベルにおけるソーシャルワーク2

ミクロ・メゾ・マクロレベルの介⼊、ミクロ・メゾ・マクロレベルの連関性、ミクロ・メゾ・マクロレベルの⽀援の実際について学ぶ

7
【講義】ミクロ・メゾ・マクロレベルにおけるソーシャルワーク3

ミクロ・メゾ・マクロレベルにおけるソーシャルワークについて事例を通し学ぶ

8
【講義】総合的かつ包括的な⽀援と多職種連携の意義と内容1 

ジェネラリスト・ソーシャルワークにかかる基礎理論、特質について学ぶ

9
【講義】総合的かつ包括的な⽀援と多職種連携の意義と内容2

総合的かつ包括的な⽀援について事例を通して学ぶ

10
【講義】ジェネラリストの視点に基づく総合的かつ包括的な⽀援の意義と内容1

多機関による包括的⽀援体制、フォーマル・インフォーマルな社会資源との協働体制、ソーシャルサポートネットワーキングについて学ぶ

11
【講義】ジェネラリストの視点に基づく多職種連携及びチームアプローチの意義と内容2

多職種連携及びチームアプローチの意義について学ぶ

12
【講義】ジェネラリストの視点に基づく多職種連携及びチームアプローチの意義と内容3

機関・団体間の合意形成と相互関係について学ぶ

13
【講義】ジェネラリストの視点に基づく多職種連携及びチームアプローチの意義と内容4

多職種連携及びチームアプローチについて事例を通して学ぶ

14
【講義】ジェネラリストの視点に基づく多職種連携及びチームアプローチの意義と内容5

多職種連携及びチームアプローチについて事例を通して学ぶ

15
【講義】まとめ

後期学習のふりかえり

成績評価の⽅法

レポート50％ 授業態度、課題などの平常点50％をもって総合的に評価する。フィードバックについては、授業時にコメントする。

教科書

ソーシャルワーク論Ⅱ
更新⽇：2021/10/07�14:21:21
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・指定なし�
・適宜、配布資料、板書などにより授業を⾏う。

授業外学修（予習・復習）

【予習】次回授業内容に関する情報・書籍・資料などを⾒ておくこと(⽬安：約20分)�
【復習】授業でのノート、配布資料などで授業の内容をまとめ、授業の振り返りを⾏う(⽬安：約40分)

その他

参考資料

・⽇本ソーシャルワーク教育学校連盟,2021,『最新社会福祉⼠養成講座�精神保健福祉⼠養成講座11�ソーシャルワークの基盤と
専⾨職[共通・社会専⾨]』中央法規.�
・空閑浩⼈・⽩澤政和・和気純⼦,2021,『新・MINERVA社会福祉⼠養成テキストブック④ソーシャルワークの基盤と専⾨職』
ミネルヴァ書房.�
・『社会福祉学習双書』編集委員会,2020,『社会福祉学習双書2021 第9巻ソーシャルワークの基盤と専⾨職(社会福祉⼠・精
神保健福祉⼠共通/社会福祉⼠専⾨)』全国社会福祉協議会.

受講⽣への要望等
・社会問題について⽇頃から関⼼を持ち、それに関する書籍・⽂献などの情報を⾒てほしい�
・積極的な姿勢での受講

授業の質問対応、連絡先 mellyや直接研究室(1号館2階1209)に来てください。来室する場合は、前もってmellyなどで予約を取ってください。
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 2208320

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 208320

担当教員 芦⽥ 麗⼦

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科, ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔⼯学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

20832 3○ H2◎� 3○ E2◎ 社会福祉⼠

授業概要

ソーシャルワーカーに求められる価値と倫理、⾃⼰覚知、コミュニケーション技術、⾯接技術、ソーシャルワークの展開過程、記録、グループダイナミクスの

活⽤について演習形式で学ぶ。

到達⽬標

1 ⾃⼰覚知できるようになり、⼈間の平等と尊厳について理解することができる

2 基本的なコミュニケーション技術および⾯接技術を習得することができる。

3 �ソーシャルワークの展開過程および記録について理解することができる。

4 プレゼンテーション技術を⾼めることができる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

15

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

オリエンテーションおよび⾃⼰開⽰のプレゼンテーション

【演習】�
本授業の⽬的、進め⽅、プレゼンテーションの⽅法を説明し、各⾃で本授業における習得⽬標を設定する。⾃分についての客観的な説明を20書き出
し、その中からまだ開⽰していない側⾯を選び、⾃⼰紹介とこの授業の⽬標をプレゼンテーションする。

2

⾃分の価値観と他者の価値観

【演習】�
事例を⽤いて、⾃分の価値観に向きあい、グループ内で発表する。グループの⼈の意⾒も聞き、他者理解も深め、⾃⼰覚知を⾏う。

3

コミュニケーションの難しさ

【演習】�
図形伝達や⺟⾳トークを通して、⾃分のコミュニケーション技術の現実およびコミュニケーションの難しさをを理解する。

4

⾔語コミュケーション技術

【演習】�
質問、促し、⾔い換え、感情の反映、繰り返し、要約等をペアで実践して、⾔語コミュニケーション技術を⾼める。

5

⾮⾔語コミュニケーション技術

【演習】�
表情、態度、⾝振り、位置取り等をペアで実践して、⾮⾔語的コミュニケーション技術を⾼める。

6

ソーシャルワークの展開過程①

【演習】�
事例を⽤いて、ケースの発⾒についてグループで議論し、その結果をプレゼンテーションする。

7

ソーシャルワークの展開過程②

【演習】�
事例を⽤いて、インテークについてグループで議論し、その結果をプレゼンテーションする。

8

ソーシャルワークの展開過程③

【演習】�
事例を⽤いて、アセスメントについてグループで議論し、その結果をプレゼンテーションする。

9

ソーシャルワークの展開過程④

【演習】�
事例を⽤いて、プランニングについてグループで議論し、その結果をプレゼンテーションする。

10

ソーシャルワークの展開過程⑤

【演習】�
事例を⽤いて、⽀援の実施とモニタリングについてグループで議論し、その結果をプレゼンテーションする。

11

ソーシャルワークの展開過程⑥

【演習】�
事例を⽤いて、⽀援の終結と事後評価についてグループで議論し、その結果をプレゼンテーションする。

12

ソーシャルワークの展開過程⑦

【演習】�
事例を⽤いて、アフターケアについてグループで議論し、その結果をプレゼンテーションする。

社会福祉演習Ⅰ
更新⽇：2021/10/20�13:37:38
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13

ソーシャルワークの記録⽅法

【演習】�
ソーシャルワークの映像教材を使⽤し、その内容を実際に記録する。

14

グループダイナミクスの活⽤

【演習】�
事例を⽤いて、グループワークの構成と展開過程を理解する。

15

演習Ⅰのまとめ

【演習】�
各⾃、1回⽬に⽴てた⽬標の達成度を考察し、その内容をプレゼンテーションする。

成績評価の⽅法

・授業への取組み意欲・態度・提出物 50％�
・中間・期末レポート  50％

教科書

適宜資料を配布する。

授業外学修（予習・復習）

社会福祉施設等でボランティアするなどして、⽀援を必要としている⼈の状況を理解すること（合計10時間程度）。�
社会福祉や相談援助に関する書籍を読むこと（合計10時間程度）。�
毎回の授業で予習と復習の内容を指⽰するので、それを⾏ってくること（毎回1時間程度）。

その他

参考資料

川村隆彦『価値と倫理を根底に置いたソーシャルワーク演習』『事例と演習を通して学ぶソーシャルワーク』『⽀援者が成⻑

するための50の原則』（どれも中央法規）、尾崎新『対⼈援助の技法―「曖昧さ」から「柔軟さ・⾃在さ」へ』『「現場」の
ちから―社会福祉実践における現場とは何か』『「ゆらぐ」ことのできる⼒―ゆらぎと社会福祉実践』（どれも誠信書房）な

ど。

受講⽣への要望等 演習形式であるので、特に積極的に参加すること。

授業の質問対応、連絡先
基本的には授業内で対応する。授業外ではメリーでの質問を受け付ける。研究室での対応も可能だが事前にメリーで予約をと

ること。
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231601

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 316010

担当教員 前岨 亜優⼦,�⽯川 由美

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

31601 1○ H1◎  ⻭科衛⽣⼠

授業概要

⻭科衛⽣⼠として、様々な対象者の⻭科保健の向上にむけて、専⾨的な指導管理と⽀援を⾏うために必要な能⼒を修得する。⻭科保健指導とは何かを理解し、

⻭科保健指導を実施するうえで基礎知識となる対象者の情報収集法、⾷⽣活指導、⼝腔の観察および評価⽅法などを学ぶ。また、対象者と関わっていくうえで

最も重要となるコミュニケーションの基本を理解することを⽬的とする。�
演習時にはthink�pair�shareでアクティブラーニングを取り⼊れる。�
⽤具の基本的な操作⽅法の確認には動画やライブ映像を活⽤することで、理解を深める。

到達⽬標

1 ⻭科保健指導・健康教育の概念を説明できる。（⽯川）

2 ⼝腔・⼝腔周囲の構造と機能を説明できる。（前岨）

3 健康と⾷品の関係について理解する。（前岨）

4 ⾏動変容に関する理論を説明できる。（前岨）

5 情報収集を実施するためのコミュニケーション法を理解する。（前岨）

6 ⽣活習慣把握の概要を理解する。（前岨）

7 ⻭垢染⾊法とその⽬的を理解する。（前岨）

8 ⼝腔の状態を表す指数を理解する。（前岨）

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

8

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

【⾯接講義】ガイダンス、⻭科保健指導の概要

患者との信頼関係を築くために、⾝だしなみを整える習慣を⾝につける。�
概説の合間に各⾃で考えたことをクラスメイトと共有（think�pair�share）することで、認識を共有する。�
健康の考え⽅の概要を理解する。�
⼝腔の構造・機能の概要を理解する。

2

【⾯接講義】⼝腔内の付着物・沈着物、う蝕の基礎知識

⼝腔内の付着物・沈着物の特徴を理解する。�
う蝕と⻭周病の特徴と⼝腔清掃の関係を理解する。

3

【⾯接講義】⾷⽣活指導のための基礎知識

健康と栄養の現況を理解する。�
⾷品とう蝕誘発性・酸蝕症・咀嚼と⾷品・特別⽤途⾷品と保健機能⾷品を理解する⾏動変容に関連する理論を理解する。�
⾏動変容を促す理論の実践。

4
【⾯接講義】保健⾏動⽀援のための基礎知識

⾏動変容に関連する理論を理解する。

5

【⾯接講義】⻭科衛⽣アセスメントとしての情報収集と情報整理①

⻭科衛⽣過程の概念を理解する。�
情報収集の⽬的を理解する。�
医療⾯接の概要をペアワークを通じ理解する。�
全⾝の健康状態の把握の概要を理解する。

6

【⾯接講義】⻭科衛⽣アセスメントとしての情報収集と情報整理②

⽣活環境と⽣活背景の把握の概要を理解する。�
⽣活習慣把握の概要を理解する。�
保健⾏動について理解する。�
⼝腔内の観察について理解する。

7

【⾯接講義】⻭科衛⽣アセスメントとしての情報収集と情報整理③

プラークと⻭垢染⾊剤について理解する。�
⼝臭について理解する。�
⻭垢染⾊法を理解する。�
PCR(Plaque�Control�Record)について理解する。�
⻭磨剤・洗⼝剤・保湿剤・その他について理解する。

⻭科保健指導論
更新⽇：2021/11/10�14:54:48
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8
【⾯接講義】⻭科衛⽣アセスメントとしての情報収集と情報整理④

⼝腔の機能的問題の把握をするための検査や指数を理解する。

成績評価の⽅法

試験（実技含む）90％、受講態度・提出物10％、から総合評価。提出物は返却時にコメントする。

教科書

最新⻭科衛⽣⼠教本 ⻭科予防処置論・⻭科保健指導論（医⻭薬出版）�

授業外学修（予習・復習）

指定された課題を実施して毎回受講すること。復習は30分以上⾏ってから受講することが望ましい。

その他

参考資料

デンタルハイジーン別冊 セルフケアの本（医⻭薬出版）�
別冊⻭科衛⽣⼠ 信頼がうまれる患者対応の技術 ⻭科医院のための医療⾯接スタートガイド（クインテッセンス）�
よくわかる⻭科衛⽣過程�(医⻭薬出版)

受講⽣への要望等

実習オリエンテーションのルールを守る。�
講義および実習準備物に不⾜がある場合・課題未修了の場合は受講できない。�
全回出席すること。�
⽋席者は講義･実習担当者に申し出て次回講義・実習までに補講・追実習を受講すること。�
配布資料は全てファイリングする。�
講義・実習記録は毎回提出すること。�
講義最終回にファイル提出あり。�
スマートフォンおよび携帯電話等の持ち込み不可。

授業の質問対応、連絡先 メリーまたは教員室にて受け付けます。
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231602

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 316020

担当教員 前岨 亜優⼦,�⽯川 由美

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

31602 1○ H1◎  ⻭科衛⽣⼠

授業概要

⻭科保健指導の実践に必要な基礎知識・技術を修得する。対象者の状況に応じて適切な⼝腔清掃器材を選択し、指導できるように、様々な種類の⼝腔清掃器材

の種類、特徴および使⽤⽅法について学ぶ。また、⼝腔疾患リスクを把握しるための指数を活⽤する基本的な⽅法を学ぶ。�
実習においては⻭科衛⽣過程の理論を理解し、相互実習患者を対象として⻭科衛⽣過程を実践する。�
相互実習において、スクラビング法による⻭垢清掃、う蝕好発部位に対する⻭間清掃⽤具を実施することで⼀般的な⻭⼝清掃の⽅法を習得する。�
⼀⼝腔を専⾨職として清掃することの意義、難しさに気づき、清掃により得られる爽快感を⾃分⾃⾝が体得する。�
演習・実習時にはthink�pair�shareなどのアクティブラーニングを取り⼊れルーブリックを⽤い評価する。

到達⽬標

1 ⼝腔清掃⽤具の名称・使⽤⽬的を理解し、基本的な使⽤⽅法を習得する。

2 ⼝腔衛⽣管理に関する清掃⽤具を説明できる。

3 ⻭科衛⽣アセスメントのための情報収集と情報処理を理解する。

4 対象者の⼝腔清掃法を観察し、⻭科衛⽣上の問題を明確化する。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

1 8 6

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1 【演習】医療⾯接、⻭垢染⾊実習、PCR記録実習（1） 前岨・⽯川・尾形

2

【演習】⼝腔清掃⽤具（⻭ブラシ・⻭ブラシ以外の清掃⽤具）（2.3.4.5）前岨・⽯川・尾形

⻭ブラシ・デンタルフロス・ワンタフトブラシ・⻭間ブラシなどの使⽤⽅法をマネキンを対象に実施し、使⽤⽅法を理解する。�
実技の確認テストを⾏う。

3

【演習】⻭磨剤・洗⼝剤・保湿剤・その他、相互実習時の注意（滅菌物の取り扱い⽅法など）(6)前岨・⽯川・尾形

⻭磨剤・洗⼝剤・保湿剤・その他の特徴を理解し、基本的な使⽤⽅法を習得する。�
次回相互実習のために実習の流れを理解し、注意点を把握する。

4
【演習】⻭科衛⽣過程1.2（情報収集・関係図作成）(7.8)⽯川・⼤⻄・前岨・尾形

患者を診るために必要な考え⽅をグループディスカッションを通じて学ぶ。

5

【実習】⻭科衛⽣過程3・4(9.10)⽯川・前岨・尾形

患者を診るために必要な考え⽅を実際の⼝腔内に適⽤することで学ぶ。�
・マネキンを対象に⻭垢染⾊⼿順を実践し、⻭ブラシでの⻭垢清掃をする。

6

【実習】⻭科衛⽣過程5・6（相互実習1回⽬）(11.12)⽯川・前岨・尾形

患者を診るために必要な考え⽅を実際の⼝腔内に適⽤することで学ぶ。�
・模擬患者を対象にSOの情報収集を⾏い、⻭ブラシで⻭垢清掃を実践する。

7

【実習】⻭科衛⽣過程7・8（相互実習2回⽬）(13.14)⽯川・前岨・尾形

患者を診るために必要な考え⽅を実際の⼝腔内に適⽤することで学ぶ。�
・患者の⼝腔に適した⼝腔清掃⽤具を選択し使⽤する。

8
【講義】試験説明・学習の整理(15)前岨・⽯川・尾形

１年次の学習内容を整理し、知識及びスキルの確認を⾏う。

成績評価の⽅法

試験（実技含む）90％、提出物（10％）、受講態度にて総合評価。提出物は返却時にコメントする。

教科書

最新⻭科衛⽣⼠教本 ⻭科予防処置論･⻭科保健指導論（医⻭薬出版）

授業外学修（予習・復習）

指定された課題を実施して受講すること。毎回30分以上の予習・復習をしてから受講することが望ましい。

その他

参考資料 最新⻭科衛⽣⼠教本 ⼝腔保健管理（医⻭薬出版）

受講⽣への要望等 実習オリエンテーションのルールを守る。�

⻭科保健指導実習Ⅰ
更新⽇：2021/11/10�14:58:15
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講義および実習準備物に不⾜がある場合・課題未修了の場合は受講できない。�
全回出席すること。�
⽋席者は講義・実習担当者に申し出て次回講義・実習までに補講・追実習を受講すること。�
配布資料は全てファイリングする。�
講義･実習記録は毎回提出すること。�
スマートフォンおよび携帯電話の持ち込み不可。�
実習室の確保状況により、授業の順は多少前後することあり。�
コロナ感染症の状況により実習内容を変更する可能性があります。

授業の質問対応、連絡先 メリーまたは教員室にて受け付けます。
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231606

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 316060

担当教員 ⼤⻄ 愛,�⾕ 亜希奈,�東⼭ 朋代

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

31606 1○ H1◎  ⻭科衛⽣⼠

授業概要

⻭科衛⽣⼠の三⼤業務の⼀つとして⻭科診療補助がある。⻭科衛⽣⼠の業務に⻭科診療補助が加えられたのは昭和30年のことである。⻭科診療の補助とは、⻭
科診療を効率よく円滑に進めるために⻭科医師の補助者の⽴場で⾏う業務である。第1学年ではスタンダートプリコーションの概念に基づく感染防⽌対策、器
具・器材の消毒・滅菌法、⻭科材料の管理、および医療廃棄物の取り扱いなど、⻭科診療全般にわたる基礎知識を学ぶ。安全な医療の提供者になるための基礎

知識の習得を⽬的とする。内容によってはマネキン実習室及びチェア実習室にて演習・実習を⾏う。

到達⽬標

1 ⻭科診療の補助と介助の違いを説明できる。

2 共同動作の必要性を説明できる。

3 ⻭科診療補助における⻭科衛⽣⼠の役割を列挙できる。

4 ⾼齢者、⼩児、障がい者、妊産婦など配慮が必要な⼈への配慮が理解できる。

5 感染に応じた対応ができる。

6 スタンダードプレコーションができる。

7 偶発事故に適切な対応ができる。

8 消毒薬、各種滅菌機器の準備ができる。

9 消毒薬、各種滅菌機器の操作・取扱いができる。

10 消毒薬、各種滅菌機器の管理ができる。

11 滅菌・消毒された器具・器材を適切に取り扱うことができる。

12 診療設備を整えることができる。

13 ⻭科⽤ユニットの管理ができる。

14 ⼝腔外バキュームを使⽤することができる。

15 レーザー装置を管理することができる。

16 ⼿指消毒を正しく⾏うことができる。

17 医療廃棄物の取扱いができる。

18 薬品・⻭科材料の管理ができる。

19 チェアの各部分の名称がわかる。

20 共同動作における術者と補助者の正しい位置と姿勢ができる。

21 バキュ−ムの使⽤⽬的を知り、診療に応じた操作ができる。�

22 フォーハンドシステムの基本動作ができる。

23 診療に応じた器具の受け渡しができる。

24 使⽤⽬的にあわせて、スリ−ウェイシリンジを操作することができる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

8

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

⻭科診療補助概論、医療安全（1コマ：1）（⼤⻄）

【⾯接講義】�
・⻭科衛⽣⼠の３⼤業務�
・国家資格の認められている他の医療職種�
・⻭科衛⽣⼠の独占業務�
・医療安全の概念�
・インシデントとアクシデント報告�
・標準予防策�
・感染予防対策

⻭科診療補助論Ⅰ
更新⽇：2021/11/19�16:30:01
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2

⻭科診療室の基礎知識（1コマ：2）（⼤⻄）

【⾯接講義】�
・⻭科診療室の構造と設備�
・⻭科診療室における受診の流れ�
・配慮が必要な患者対応（⼩児、障がい者、⾼齢者、妊産婦など）�
・薬品・⻭科材料の管理�
・共同動作（ポジショニング）

3

チェア各部の名称（1コマ：3）（⼤⻄）

【⾯接講義】�
・チェア各部の名称�
・チェア各部の使⽤⽬的、使⽤⽅法

4

チェアの取扱い（1コマ：4）（⼤⻄・⾕・寺島）

【⾯接講義】�
・チェアの各部の名称�
・チェアの取扱い�
  チェアの上下の⽅法�
  スツールの⾼さ調整�
  ポジション�
  ライティング

5

バキューム、スリーウェイシリンジの取扱い、フォーハンドテクニック（1コマ：5）（⼤⻄・寺島）

【⾯接講義】�
・バキューム―ムの取扱い�
・スリーウェイシリンジの取扱い�
・フォーハンデッドデンティストリー

6

印象材の取扱い（1コマ：6）（⼤⻄・寺島）

【⾯接講義】�
・印象材の種類と分類�
・印象材の性質�
・使⽤する器材�
・アルジネート印象材の取扱い⽅法

7

⻭科⽤合着材・接着材の取扱い（1コマ：7）（⼤⻄）

【⾯接講義】�
・合着材・接着材の種類と使⽤⽬的・⽅法�
・使⽤する器材

8

仮封材の取扱い（1コマ：8）（⼤⻄）

【⾯接講義】�
・仮封材・仮着材の種類と使⽤⽬的・⽅法�
・使⽤する器材

成績評価の⽅法

科⽬試験（100％）で評価するが、受講態度や提出物なども加味して評価する。

教科書

最新⻭科衛⽣⼠教本 「⻭科診療補助論 第2版」 医⻭薬出版�
最新⻭科衛⽣⼠教本 「⻭科材料」 医⻭薬出版�
最新⻭科衛⽣⼠教本 「⻭科器機」 医⻭薬出版

授業外学修（予習・復習）

受講後にはレポート課題を出すので復習（約30分程度）しておくこと。�
講義内容が実習に続いていきます。次回の実習内容を伝えるので、必ず復習しておくこと（約30分）。

その他

参考資料 「⻭科衛⽣⼠国家試験直前マスター⻭科診療補助！ キーワードで完ぺき！」⻭科衛⽣⼠国試問題研究会(編) 医⻭薬出版

受講⽣への要望等

全回出席すること。�
⽋席者は講義担当者に申し出て次回講義および実習までに補講・追実習を受講すること。�
講義および実習準備物に不⾜がある場合・指定された課題未修了の場合は受講できない。�
配布資料は全てファイリングすること。�
講義および実習記録は毎回提出すること。�
講義・実習最終回にファイル提出すること。�
スマートフォンおよび携帯電話などの持ち込みを不可とする。

授業の質問対応、連絡先 「melly」もしくは直接研究室に来てください。
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231607

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 316070

担当教員 ⼤⻄ 愛,�寺島 雅⼦,�⾕ 亜希奈,�東⼭ 朋代

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

31607 1◎ H1○  ⻭科衛⽣⼠

授業概要

この科⽬では主要⻭科材料の種類と取扱いについて理解することを⽬的とする。各種印象材・⽯膏においては種類・分類・⽤途について理解し、マネキン実習

を通じて取り扱いの基本的技術を習得する。マネキン実習後に相互実習を⾏うことで、⻭科診療補助論にて学んだ滅菌・消毒、感染防⽌法、診療チェア取扱

い、患者誘導、患者配慮、ミラーテクニックを応⽤し、印象採得を実施する。各種合着材・接着材・仮封材においては種類と⽤途を理解し、取り扱いの注意点

を理解したうえで、練和の演習を実施し、⽤途に適した硬さの材料を準備できる訓練を⾏う。

到達⽬標

1 各種印象材の種類と⽤途が理解できる。

2 アルジネート印象材を正しく取り扱うことができる。

3 概形印象の採得ができる。

4 ⻭科⽤⽯こうの種類と⽤途が理解できる。

5 模型⽤材料の取扱いができる。

6 各種合着材・接着材の種類と⽤途を理解できる。

7 各種合着材・接着材を正しく取り扱うことができる�。

8 各種仮封材の種類と⽤途を理解できる�。

9 各種仮封材を正しく取り扱うことができる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

16

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

バキュームテクニック（1コマ：1）（⼤⻄・寺島）

【⾯接実習】�
・バキュームテクニック�
・各部位に応じたバキュームテクニック�
・フォーハンドシステムの基本動作

2

⼿指消毒⽅法と綿球・ロールワッテ作り（1コマ：2）（⼤⻄・寺島）

【⾯接実習】�
・⼿指消毒⽅法�
・⼿指消毒法を⾏い⼿洗いミスの起こりやすい部位の確認�
・グローブの装着⽅法�
・綿球・ロールワッテの作製

3

チェア実習室の使⽤ルールと滅菌物の取扱い（1コマ：3）（⼤⻄・寺島）

【⾯接実習】�
・チェア実習室でのルール�
・滅菌物の取扱い�
・ごみの分別

4

�患者誘導・チェアにおけるポジショニング実習（1コマ：4）（⼤⻄・寺島・⾕）

【⾯接実習】�
・チェア実習室にて相互で患者・術者・補助者となり患者誘導、チェアの取扱い実習�
・滅菌物の取扱い実習�
・診療に応じた器具の受け渡し

5

バキューム、スリーウェイシリンジの取扱い実習（1コマ：5）（⼤⻄・寺島）

【⾯接実習】�
・チェア実習室にて相互で患者・術者・補助者となり⼝腔内洗浄、部位別バキュームテクニック�
・補助者としての役割

6

アルジネート印象材の取扱い実習（1コマ：6）（⼤⻄・寺島）

【⾯接実習】�
・アルジネート印象材の取扱い⽅法�
・印象材を練和し、⽚顎⽤トレーに盛り顎模型の印象採得

⻭科診療補助実習Ⅰ
更新⽇：2021/11/19�16:15:56
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7

アルジネート印象材の取扱い実習（２コマ：7.8）（⼤⻄・寺島・⾕）

【⾯接実習】�
・アルジネート印象材の練和練習�
・顎模型の下顎印象採得�
・顎模型の上顎印象採得

8

アルジネート印象材・⻭科⽤⽯膏の取扱い実習（２コマ：9.10）（⼤⻄・寺島）

【⾯接実習】�
・印象材を練和し下顎⽤トレーに盛って印象採得できる状態で術者役に⼿渡し�
・⽯膏の種類と⽤途�
・⽯膏の⼀般的性質�
・⽯膏の取扱い⽅法�
・⽯膏を印象体に注⼊する⽅法

9

印象採得相互実習（2コマ）（２コマ：11.12）（⼤⻄・寺島・⾕）

【⾯接実習】�
・印象採得時の患者への配慮�
・印象採得時の嘔吐反射に対する対応�
・⽚顎⽤トレーで印象採得�
・下顎⽤トレーで印象採得

10

印象採得相互実習（２コマ：13.14）（⼤⻄・寺島）

【⾯接実習】�
・印象採得時の患者への配慮�
・印象採得時の嘔吐反射に対する対応�
・上顎⽤トレーで印象採得�
・印象体に⽯膏を注⼊

11

⻭科⽤合着材・接着材の取扱い実習（1コマ：15）（⼤⻄・寺島・⾕）

【⾯接実習】�
・各種合着材・接着材の練和�
・各種合着材の取扱い

12

仮封材・仮着材の取扱い実習（1コマ：補講）（⼤⻄・寺島・⾕）

【⾯接実習】�
・仮封材・仮着材の練和�
・各種仮封材・仮着材の取扱い

成績評価の⽅法

試験（実技）にて100％評価する。

教科書

最新⻭科衛⽣⼠教本 「⻭科診療補助論」 医⻭薬出版�
最新⻭科衛⽣⼠教本 「⻭科材料」 医⻭薬出版

授業外学修（予習・復習）

実習後にはレポート課題を出すので、指定された課題を⾏うこと（約30分）。�
実習が続くので、前回に⾏った内容を授業前には復習しておくこと（約30分）。

その他

参考資料 新⻭科衛⽣⼠教本 「⻭科材料の知識と取り扱い」 医⻭薬出版

受講⽣への要望等

全回出席すること。�
⽋席者は講義担当者に申し出て次回講義および実習までに補講・追実習を受講すること。�
講義および実習準備物に不⾜がある場合・指定された課題未修了の場合は受講できない。�
配布資料は全てファイリングすること。�
講義および実習記録は毎回提出すること。�
スマートフォンおよび携帯電話などの持ち込みを不可とする。

授業の質問対応、連絡先 「melly」もしくは直接研究室に来てください。
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231611

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 316110

担当教員 梶 貢三⼦,�尾形 祐⼰

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

31611 1◎ H1○  ⻭科衛⽣⼠

授業概要

⻭科衛⽣⼠の主要業務の⼀つに⻭科予防処置がある⻭科予防処置とは、⼝腔内の⼆⼤疾患であるう蝕および⻭周疾患を予防するためのプロフェッショナルな技

術である。この科⽬では、齲蝕および⻭周疾患予防のスペシャリストである⻭科衛⽣⼠としての責務を果たすために、専⾨職としての⼼構え、医療従事者とし

て求められる態度について学び、⼝腔保健正常像・病的変化の理解、予防に関する基礎知識を修得し、予防処置業務に使⽤する器具器材の基本を理解する。

到達⽬標

1 ⻭科予防処置の概念と内容を概説できる。

2 ⻭科予防処置の法的位置づけを説明できる。

3 ⻭科予防処置の範囲と業務を概説できる。

4 ⻭周病予防を概説できる。

5 正常な⻭・⻭周組織を説明できる。

6 沈着物・付着物の形成過程と成分を説明できる。

7 ⻭周病の原因と分類、進⾏および予防⽅法が理解できる。

8 ⻭周病と全⾝疾患との関連が理解できる。

9 ⻭・⻭周検査に必要な器具の種類と操作⽅法が理解できる。

10 ⻭周病に関連する指標を説明できる。

11 スケーラーの種類と使⽤⽬的を説明できる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

８

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

【⾯接講義】⻭周病予防処置総論/ファントム実習室（梶）

・⻭科予防処置の概念と内容�
・⻭科予防処置の法的位置づけ�
・⻭科予防処置の範囲と業務�
・正常な⻭・⻭周組織�
・沈着物、付着物�
・購⼊物（基本セット）の確認

2

【⾯接講義】⻭の検査/ファントム実習室（梶）

・⼝腔内診査に使⽤する器具の名称と⽤途�
・ミラー操作�
・エキスプローラ―操作

3

【⾯接講義】⻭周組織の検査①/ファントム実習室（梶）

・基本検査�
・プローブの種類と操作⽅法�
・⻭周病に関連する指標�
・プロービングポケットディプス�
・アタッチメントレベル

4

【⾯接講義】⻭周組織の検査②/ファントム実習室（梶）

・ピンセットの操作�
・⻭の動揺度検査

5

【⾯接講義】⻭周病予防/ファントム実習室（梶）

・⻭周病の原因と分類�
・⻭周病の進⾏度と予防⽅法�
・⻭周病と全⾝疾患�
・⻭⽯の形成過程と成分�
・使⽤器具の名称と⽤途

⻭科予防処置論
更新⽇：2021/11/10�16:21:46
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6

【⾯接講義】沈着物の除去（ハンドスケーラー）/ファントム実習室（梶）

・スケーラーの種類と使⽤⽬的�
・シックルスケーラーの特徴�
・シックルスケーラーの操作⽅法（前腕回転運動）�
・シックルスケーラーの操作⽅法（⼿根関節運動）

7

【⾯接講義】シャープニング（シックルスケーラー）/ファントム実習室（梶）

・シャープニングの⽬的�
・シャープニングに必要な器具器材�
・シャープニングの⽅法

8

【⾯接講義】実習復習・実技試験説明/ファントム実習室（梶）

・⻭周基本検査の操作確認�
・ハンドスケーラーの操作確認�
・患者配慮の確認�
・実技試験内容説明

成績評価の⽅法

試験にて評価（90％）。講義準備不備、提出忘れも評価に含む（10％）。

教科書

最新⻭科衛⽣⼠教本 ⻭科予防処置論・⻭科保健指導論（医⻭薬出版）�
講義中に適宜資料を配布する。

授業外学修（予習・復習）

指定された課題を授業までに20分程度実施して受講すること。

その他

参考資料
⻭科衛⽣⼠教本 ⻭周病治療の基礎と臨床（永末書店）�
新⻭科衛⽣⼠教本 ⻭科予防処置（医⻭薬出版）�

受講⽣への要望等

順番通りに全回出席すること。但し、講義及び実習準備物に不⾜がある場合・課題未修了の場合は受講できない。�
⽋席者は講義・実習担当者に申し出て次回講義・実習までに補講・追実習を受講すること。�
配布資料は全てファイリングすること。�
実習記録は毎回提出すること。�
講義・実習最終回にファイル提出あり。�
スマートフォン及び携帯電話等の持ち込み不可。

授業の質問対応、連絡先
質問等で連絡したいときは授業⽤SNS「melly」でお願いします。�
在室時にも対応可能です。
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231612

学年 1 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 316120

担当教員 梶 貢三⼦,�髙⽥橋 美幸,�尾形 祐⼰,�⼤森 あかね

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科

備考

科⽬ナンバリング ⼝腔保健学科の関連DP ⼝腔⼯学科の関連DP 科⽬に関連する実務経験

31612 1○ H1◎  ⻭科衛⽣⼠

授業概要

⻭科予防処置論で習得した知識に基づき、前半は⻭科予防処置の基礎技術（ミラーテクニック、エキスプローリング、プロービング）や診査⽅法をマネキン実習

および相互実習を通して習得し、後半はシックルスケーラーを使⽤した⻭⾁縁上⻭⽯除去の技術をマネキン実習および相互実習を通して習得する。また、使⽤

後のシックルスケーラーのシャープニング⽅法を習得する。

到達⽬標

1 ⻭・⼝腔の健康状態を把握するための項⽬を列挙できる。

2 プローブの種類と操作⽅法を説明できる。

3 ⻭・⻭⾁・⼝腔の検査ができる。

4 ⼝腔内診査の結果を説明できる。

5 シックルタイプスケーラーを操作できる。

6 シックルタイプスケーラーのシャープニングができる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

15

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

１【実習】器具の操作（デンタルミラー・エキスプローラー）/ファントム実習室（梶・尾形・⼤森）

・デンタルミラーの使⽤⽬的�
・デンタルミラーの使⽤⽅法�
・エキスプローラーの使⽤⽬的�
・エキスプローラーの使⽤⽅法�
・⻭の検査

2

２【実習】器具の操作（⻭周プローブ）/ファントム実習室（梶・尾形・⼤森）

・⻭周プローブの使⽤⽬的�
・⻭周プローブの使⽤⽅法�
・⻭⾁の検査

3

３【実習】器具の操作（ピンセット）・⼝腔内診査相互実習説明/ファントム実習室（梶・尾形・⼤森）

・動揺度検査の⽬的�
・動揺度検査の⽅法�
・⼝腔内診査の⽬的�
・⼝腔内診査の⽅法�
・⼝腔内診査の記録

4

４・５【実習】⼝腔内診査①（前⻭部）/チェア実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

・相互にて⼝腔内診査を実施（前⻭部）�
  硬組織の確認�
  軟組織の確認�
  エキスプローリング�
  プロービング�
  動揺度検査�
  患者への配慮�
  ⼝腔内診査の記録

5

６・７【実習】⼝腔内診査相互実習②（⾅⻭部）/チェア実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

・相互にて⼝腔内診査を実施（⾅⻭部）�
  硬組織の確認�
  軟組織の確認�
  エキスプローリング�
  プロービング�
  動揺度検査�
  患者への配慮�
  ⼝腔内診査の記録

⻭科予防処置実習Ⅰ
更新⽇：2021/11/10�17:32:41
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6

８【実習】器具の操作（シックルスケーラー（前腕運動））/ファントム実習室（梶・尾形・⼤森）

・⼝腔内の沈着物、付着物�
・⼿⽤スケーラーの種類�
・⼿⽤スケーラーの操作⽅法�
・前腕回転運動

7

９・１０・１１【実習】器具の操作（シックルスケーラー（⼿根関節運動））/ファントム実習室（３コマ）（梶・尾形・⼤森）

・⼿⽤スケーラーの操作⽅法�
・⼿根関節運動

8

１２【実習】シャープニング（シックルスケーラー）/ファントム実習室（梶・尾形・⼤森）

・シャープニングの⽬的�
・シャープニング⽤器械・器具�
・シャープニングの⽅法

9

１３・１４【実習】⼝腔内診査と縁上⻭⽯除去（シックルスケーラー）相互実習①（前⻭部）/チェア実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

・相互実習（前⻭部）�
  ⼝腔内診査�
  シックルスケーラーを使⽤し縁上⻭⽯除去�
  実習記録

10

１５・補講【実習】⼝腔内診査と縁上⻭⽯除去（シックルスケーラー）相互実習②（⾅⻭部）/チェア実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

・相互実習（⾅⻭部）�
  ⼝腔内診査�
  シックルスケーラーを使⽤し縁上⻭⽯除去�
  実習記録

成績評価の⽅法

実技試験にて評価（90％）。実習準備不備、提出物忘れも評価に含む（10％）。

教科書

最新⻭科衛⽣⼠教本 ⻭科予防処置論・⻭科保健指導論（医⻭薬出版）�
実習中に適宜資料を配布する。�

授業外学修（予習・復習）

指定された課題を授業前に20分程度実施して実習を受けること。

その他

参考資料
⻭科衛⽣⼠教本 ⻭周病治療の基礎と臨床（永末書店）�
新⻭科衛⽣⼠教本 ⻭科予防処置（医⻭薬出版）�

受講⽣への要望等

順番通りに全回出席すること。但し、講義及び実習準備物に不⾜がある場合・課題未修了の場合は受講できない。15の次の補
講は全員出席すること。�
⽋席者は講義・実習担当者に申し出て次回講義・実習までに補講・追実習を受講すること。�
配布資料は全てファイリングすること。�
実習記録は毎回提出すること。�
講義・実習最終回にファイル提出あり。�
スマートフォン及び携帯電話等の持ち込み不可。

授業の質問対応、連絡先
質問等で連絡したいときは授業⽤SNS「melly」でお願いします。�
在室時にも対応可能です。
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