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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 210403

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 104030

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

10403 1○ 5◎ 1○ 5◎ 

授業概要

英会話の基本となる、質問と受け答えの練習をする。�
物事を外国⼈に英語で分かりやすく簡潔に説明する練習をする。

到達⽬標

1 英語で質問と受け答えができる。

2 物事を外国⼈に英語で分かりやすく簡潔に説明できる。

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

Lesson�1

遠隔講義�
Talking�about�Music�
What�s�Takoyaki!?

2

Lesson�2

遠隔講義�
Talking�about�Sports�
What�s�Fushimi�Inari�Taisha!?

3

Lesson�3

遠隔講義�
Talking�about�Cafes�
What�s�Abeno�Harukasu!?

4

Lesson�4

遠隔講義�
Talking�about�Time�
What�s�Kinkaku-ji!?

5

Lesson�5

遠隔講義�
Talking�about�Ramen�
What�s�Koshien!?

6

Lesson�6

遠隔講義�
Talking�about�Convenience�Stores�
What�s�Matcha�Tiramisu!?

7

Lesson�7

遠隔講義�
Talking�about�Your�House�and�Neighborhood�
What�s�Todai-ji!?

8

Lesson�8

遠隔講義�
Talking�about�School�
What�s�Yatsuhashi!?

9
期末試験

１回⽬から８回⽬の内容

成績評価の⽅法

考査得点70％ 出席課題など30％

教科書

英語コミュニケーション
更新⽇：2021/11/05�15:49:45
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岡�隼⼈、藤⽥�淳⼀ 他 『Talking�About!』  アルビオン・ブックセラーズ 2020��

授業外学修（予習・復習）

テキストのQRコードで動画⾒て30分程度の予習及び復習をすること。

その他

参考資料 なし

受講⽣への要望等 積極性が⼤事です。

授業の質問対応、連絡先

出校⽇以外はメールかMellyの質問欄にて対応。�
fujita-j@cc.osaka-dent.ac.jp�
oka-h@cc.osaka-dent.ac.jp
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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 210404

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 104040

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

10404 1◎ 5○  1◎ 5○ 

授業概要

テキストと動画を通じて、⻭科のテーマを英語でプレゼンする⼒を⾝に付ける。

到達⽬標

1 ⻭科のテーマを英語でプレゼンできる。

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

Lesson�1

遠隔講義�
How�to�go�from�the�station�to�the�dental�clinic（導⼊）

2

Lesson�2

遠隔講義�
What�is�a�beautiful�smile（エッセイの基本）

3

Lesson�3

遠隔講義�
How�to�treat�cavities（プロセスの説明）

4

Lesson�4

遠隔講義�
The�pros�and�cons�of�powered�toothbrushes（メリットデメリットによる説明）

5

Lesson�5

遠隔講義�
The�causes�of�tooth�stains（原因及び結果の説明）

6

Lesson�6

遠隔講義�
The�causes�of�stomatitis（原因及び結果の説明）

7

Lesson�7

遠隔講義�
The�classification�of�tooth�decay（分類による説明）

8

Lesson�8

遠隔講義�
The�differences�between�metal�crowns�and�ceramic�crowns（⽐較による説明）

9
期末試験

１回⽬から８回⽬の内容

成績評価の⽅法

期末試験70％、提出課題など30％�

教科書

『プレゼンでわかる⻭科英語』�藤⽥淳⼀ 他著、浪速社 2021�

授業外学修（予習・復習）

授業前と後に動画を視聴（約３０分）

その他

参考資料

受講⽣への要望等

授業の質問対応、連絡先 質問はMellyの質問欄で受け付けます。

⻭学英語
更新⽇：2021/11/05�15:51:04
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220511

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 205110

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

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

20511 1○ H1◎

授業概要

⻭科薬理学では薬理学の基本的知識を踏まえ、⻭・⼝腔の予防と治療のための薬物について、その専⾨的知識を修得する。具体的には、局所⿇酔薬などの末梢

神経系作⽤薬、抗炎症薬、鎮痛薬、抗感染症薬、消毒薬、⻭内治療薬、⻭周疾患治療薬、う蝕予防薬、洗⼝薬、顎・⼝腔疾患に⽤いる薬物について取り扱う。

到達⽬標

1 炎症の過程と抗炎症薬について作⽤機序と薬理作⽤を説明できる。

2 鎮痛薬と局所⿇酔薬について作⽤機序と薬理作⽤を説明できる。

3 抗感染症薬と消毒薬について作⽤機序と薬理作⽤を説明できる。

4 う蝕予防薬、⻭内療法薬、⻭周疾患治療薬について作⽤機序と薬理作⽤を説明できる。

5 顎・⼝腔粘膜疾患に⽤いる薬物について作⽤機序と薬理作⽤を説明できる。

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】炎症と薬

炎症とは�
抗炎症薬�
解熱鎮痛薬�
（予習）教科書II編12章を読む。（⽬安時間：約20分）�
（復習）炎症の過程と抗炎症薬についてまとめる。（⽬安時間：約20分）

2

【講義】痛みと薬

痛覚の発⽣と伝導�
オピオイド系鎮痛薬�
⾮オピオイド計鎮痛薬�
神経障害性疼痛治療薬�
（予習）教科書II編13章を読む。（⽬安時間：約20分）�
（復習）鎮痛薬についてまとめる。（⽬安時間：約20分）

3

【講義】局所⿇酔薬

局所⿇酔薬の作⽤機構�
局所⿇酔薬の効果に影響を与える因⼦�
⾎管収縮薬の併⽤�
局所⿇酔薬の化学構造と分類、適⽤法、⽣体に対する作⽤�
（予習）教科書II編14章を読む。（⽬安時間：約20分）�
（復習）局所⿇酔薬についてまとめる。（⽬安時間：約20分）�

4

【講義】抗感染症薬

感染症と抗感染症薬�
抗感染症薬の作⽤と副作⽤�
主な抗感染症薬�
（予習）教科書II編15章を読む。（⽬安時間：約20分）�
（復習）抗感染症薬についてまとめる。（⽬安時間：約20分）

5

【講義】消毒に使⽤する薬

消毒薬の作⽤、分類�
主な消毒薬�
HBVおよびHIVに対する消毒薬�
（予習）教科書II編16章を読む。（⽬安時間：約20分）�
（復習）消毒薬についてまとめる。（⽬安時間：約20分）

6

【講義】う蝕予防薬、⻭内療法薬、⻭周疾患治療薬

フッ化物の臨床応⽤�
⻭髄の保存、根幹治療、象⽛質知覚過敏症に⽤いる薬物�
⻭周治療における薬物療法、洗⼝薬、⼝臭治療に⽤いる薬物�
（予習）教科書II編17〜19章を読む。（⽬安時間：約20分）�
（復習）う蝕予防薬、⻭内療法薬、⻭周疾患治療薬についてまとめる。（⽬安時間：約20分）

⻭科薬理学
更新⽇：2021/09/09�16:07:28
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

7

【講義】顎・⼝腔粘膜疾患と薬

炎症性疾患、⼝腔粘膜疾患に⽤いる薬物�
顎関節症に⽤いる薬剤�
⼝腔乾燥症、神経疾患に⽤いる薬物�
（予習）教科書II編20章を読む。（⽬安時間：約20分）�
（復習）炎症性疾患、⼝腔粘膜疾患に⽤いる薬物についてまとめる。（⽬安時間：約20分）

8
【講義】補講

これまでの講義内容を振り返り、総復習します。

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 臨床に沿った講義となるので、臨床科⽬と関連付けて取り組んでほしい。

授業の質問対応、連絡先
神⼾⼤学⼤学院農学研究科�
itsuko@silver.kobe-u.ac.jp
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220602

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 206020

担当教員 神 光⼀郎,�尾形 祐⼰,�濱本 愛⼦

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

20602 1○ 5○ H1◎ H3○  ⻭科医師、⻭科衛⽣⼠

授業概要

う蝕減少傾向が顕著となっている現状を鑑みると、個⼈に対する⼝腔疾患の予防はもちろんのこと、全⾝の健康の基盤となるべき⼝腔の健康の保持増進を達成

することが、我々の貢献すべき⼤きな⽬標となる。本授業では、学⽣が、⻭科疾患の治療とは異なる「⼝腔を健康なまま維持する」ために必要となる考え⽅や

実践等についての知識を習得し、併せてその課題・問題の考察や解決能⼒を発揮できることを⽬的とする。�
本授業形式は、学⽣が⼀⽅向の知識伝達型の授業および実習に終始することがないように、双⽅向性の対話（問いかけ）・学⽣の参加型⽅式とし、必要に応じ

てディスカッションを⾏い学⽣の理解を深める。

到達⽬標

1 ⻭・⼝腔の健康の定義を説明できる。

2 ⻭・⼝腔の健康を保持・増進する⼿段について概説できる。

3 う蝕および⻭周病の発⽣原因について説明できる。

4 う蝕および⻭周病の予防⽅法について説明できる。

5 ⼝腔と全⾝の健康との関係について説明できる。

6 ⼝臭の分類と発⽣要因について説明できる。

7 フッ化物⻭⾯塗布の⼿技について実践できる。

8 ⼝腔内診査の⼿技について実践できる。

9 う蝕活動性試験の意義と評価基準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

9 6

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

【⾯接授業】⼝腔衛⽣学の意義と⽅向性、⻭・⼝腔の健康とは�

1）⼝腔衛⽣学の意義�
2）⼝腔の健康と全⾝の健康との関連性�
3）⻭科疾患予防（第⼀次・⼆次・三次予防）

2

【⾯接授業】⻭と⼝腔環境、⻭・⼝腔の不潔�

1）⼝腔の機能と唾液の作⽤�
2）⻭の付着物・沈着物（プラーク、⻭⽯）�
3）ステファンカーブとは�
4）ペリクルとプラーク形成�
5）⻭⽯の分類（⻭⾁縁上⻭⽯と縁下⻭⽯）

3

【⾯接授業】⼝腔清掃の意義・⽅法、⻭磨剤について�

1）プラークコントロールとは�
2）⼝腔清掃法について�
3）⼝腔清掃⽤具について�
4）⻭磨剤の分類と効⽤�
5）ブラッシングの⽅法について

4

【⾯接授業】う蝕の疫学的特性�

1）う蝕の有病状況（公的統計調査結果から）�
2）う蝕の進⾏と症状�
3）う蝕の発⽣要因について

5

�【⾯接授業】う蝕の活動性とう蝕活動性試験

1）う蝕の活動性とは�
2）う蝕活動性試験の⽬的と所要要件�
3）う蝕活動性試験の種類

⼝腔衛⽣学
更新⽇：2021/11/10�15:37:00
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6

【⾯接授業】フッ化物の性状と意義、フッ化物によるう蝕予防

1）フッ化物がう蝕予防に応⽤されるまでの経緯�
2）フッ化物の性状、分布�
3）フッ化物の代謝、毒性（⻭のフッ素症）�
4）フッ化物のう蝕予防機序�
5）フッ化物の全⾝的応⽤法について�
6）フッ化物の局所的応⽤法について�
7）フッ化物のう蝕予防効果

7

【⾯接授業】⻭周病の疫学的特性と予防法�

1）⻭周病の疫学的特性、⻭周疾患の有病状況�
2）⻭周病の分類�
3）⻭周病の発⽣要因�
4）⻭周病の進⾏と症状�
5）⻭周病と全⾝との関連�
6）⻭周病の予防⽅法

8

【⾯接授業・実習オリエンテーション】その他の⻭科疾患の予防�と⼝腔衛⽣学実習の説明

1）不正咬合の種類と予防法�
2）⼝臭の分類と原因物質�
3）⼝臭の検査と予防⽅法�
4）顎関節症の症状と疫学�
5）顎関節症の治療・予防⽅法�
6）⼝腔衛⽣学実習に必要となる事前知識�
7）⼝腔衛⽣学実習の内容説明

9

【実習】⼝腔衛⽣学実習（１-１）フッ化物⻭⾯塗布�

1）⻭垢染⾊の実践�
2）⻭⼝清掃状態の診査法と評価（PCR、OHI)�
3）フッ化物⻭⾯塗布の⼿法、塗布後の保健指導

10

【実習】⼝腔衛⽣学実習（１-２）フッ化物⻭⾯塗布�

1）⻭垢染⾊の実践�
2）⻭⼝清掃状態の診査法と評価（PCR、OHI)�
3）フッ化物⻭⾯塗布の⼿法、塗布後の保健指導 

11

【実習】⼝腔衛⽣学実習（２-１）う蝕活動性試験�

1）う蝕活動性およびう蝕活動性試験の意義�
2）唾液流量の測定（安静時・刺激時）�
3）唾液中微⽣物酸化還元能の測定�
4）唾液中ミュータンス菌量の測定�
5）唾液中乳酸桿菌量の測定�
6）⻭垢の酸産⽣能試験の実施�
7）菌培養後の結果判定

12

�【実習】⼝腔衛⽣学実習（２-２）う蝕活動性試験

1）う蝕活動性およびう蝕活動性試験の意義�
2）唾液流量の測定（安静時・刺激時）�
3）唾液中微⽣物酸化還元能の測定�
4）唾液中ミュータンス菌量の測定�
5）唾液中乳酸桿菌量の測定�
6）⻭垢の酸産⽣能試験の実施�
7）菌培養後の結果判定

13

【実習】⼝腔衛⽣学実習（３-１）⼝腔内診査とリスク評価�

1）顎顔⾯および⼝腔内診査（顔⾯全体・顎関節・⻭・⼝腔粘膜など）�
2）DMFの診査・チャートへの記⼊・評価�
3）⻭周組織の診査・評価（PMAindex、CPI-m）�
4）課題解決型、形成的評価によるシミュレーション実習�
5）患者・地域住⺠への対応、コミュニケーション能⼒の修得�
6）臨床的課題に対するグループワーク

14

【実習】⼝腔衛⽣学実習（３-２）⼝腔内診査とリスク評価�

1）顎顔⾯および⼝腔内診査（顔⾯全体・顎関節・⻭・⼝腔粘膜など）�
2）DMFの診査・チャートへの記⼊・評価�
3）⻭周組織の診査・評価（PMAindex、CPI-m）�
4）課題解決型、形成的評価によるシミュレーション実習�
5）患者・地域住⺠への対応、コミュニケーション能⼒の修得�
6）臨床的課題に対するグループワーク

15

【⾯接授業】授業・実習の総括

1）授業内容から出題された課題について検討�
2）⼝腔衛⽣学の意義について検討�
3）授業・実習のまとめ

成績評価の⽅法

授業開始時には前回授業内容について⼩テストを⾏い、授業中には簡単な⼝頭試問を⾏う。最終授業では教員から提⽰した課題に関してディスカッションを⾏

う。�
形成的評価として科⽬試験を実施し、⼝腔衛⽣学実習のレポート評価と併せて総合的に評価する。�
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評価⽐率は、実習（⼝頭試問およびレポート）20％、科⽬試験80％とする。�
なお、実習では、⼝腔内診査、フッ化物の局所応⽤、う蝕活動性試験の他、与えられた臨床的課題に対してグループワークを⾏う。

教科書

「⻭科衛⽣⼠テキスト ⼝腔衛⽣学第４版」学建書院（ISBN978-4-7624-5177-5）�
なお、準備学習⽤に毎回資料を配付する。

授業外学修（予習・復習）

授業終了時に、次回の授業履修までに準備学修（予習）しておく内容（⽬安時間：約10分）について教⽰する。また、授業開始時に⾏った⼩テストの内容につ
いては、授業中に正答を導くポイントを解説し、学⽣⾃⾝で確認・学修する。準備学習（予習）と⼩テストの復習は20分程度で⾏うことができる内容とする。

その他

参考資料
「⻭科衛⽣⼠教本 保健⽣態学第３版」医⻭薬出版�
また、授業中に適宜参考資料を配付する。

受講⽣への要望等

⼝腔衛⽣学とは，⼝腔疾患の予防だけではなく，⼝腔の健康の保持増進を達成するためにどのような課題があり解決していけ

ばよいかを考える学問です。併せて、⼝腔内診査やフッ化物⻭⾯塗布の実践などの臨床的⼿技を取得する科⽬でもあります。

数ある教科の中で，このような基礎的な要素と臨床的な要素とを学ぶために幅広い視野を持って考察する学問はありません。

それゆえ，様々な⾓度から⻭科保健医療を視ることができる⾯⽩さがある反⾯，⻭科臨床に限局しない⼤きなフィールドを扱

う難しさもあります。普段からの準備学習をしっかりと⾏ってください。

授業の質問対応、連絡先 質問対応は、オフィスアワー指定時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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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220603

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 206030

担当教員 伊東 ⾹純

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

20603 3◎ 5○ H2○ 3◎ 5○ E2○

授業概要

本講義では、社会学の基本的な概念や理論を学習し、社会学的視点から世界を観察、分析する⼒を養う。家族や地域、病院など⾝近なテーマについて、「常識」

とされていることを批判的、相対的に検討していく。

到達⽬標

1 学⽣が、家族や地域、病院など⾝近なテーマについて、社会学の基本的な概念や理論を⽤いて批判的、相対的な視点から考察できる。

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、社会学の⽅法・視点

◆授業の予定、成績評価の仕⽅�
�
◆社会を⾒つけるには、どこに注⽬したらよいのか�
電⾞や家族の中で観察できる社会秩序

2

【講義】ラベリング理論

◆シカゴ学派�
��「社会」が⽣まれる過程の観察�
�
◆ラべリング理論�
社会秩序と逸脱者

3

【講義】階級制度、教育制度

◆格差・階層化の説明の仕⽅�
階級論と成層論�

�
◆教育の階層固定作⽤

4

【講義】家族制度

◆家族分析の基本概念、産業構造と家族構造の変化�
�
◆性別役割分業で得しているのは誰か？�
資本主義社会ではなく、男性労働者だ

5

【講義】⽣活保護

◆⽣活保護�
4つの原則、4つの原理�
�

◆⽣活保護バッシング�
不正受給は⼤きな問題なのか

6

【講義】少⼦⾼齢社会

◆少⼦⾼齢社会�
少⼦⾼齢化がたいへんだ、と騒ぐべきか�

�
◆ナチスドイツの優⽣政策

7

【講義】経済のグローバル化

◆世界システム論�
先進∕後進・発展途上、中核∕周辺�

�
◆グローバル化とは何か�
歴史的背景、分類�

�
◆なぜ世界の半分が飢えるのか�
⾷料の⽣産量を増やしても解決しない問題について

社会学
更新⽇：2021/10/18�21:37:11
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8

【講義】グローバル・エイズ

◆グローバルエイズの状況�
 HIV感染者とエイズ患者、サブサハラ地域の状況�
�
◆ウガンダの薬価の変化�
�
◆エイズ薬価を巡るグローバルな社会運動�
 「当事者」による発⾔

9

【講義】リスク社会

◆リスク社会論�
�
◆リスクパニック�
 新型インフルエンザをめぐるリスク

10

【講義】近代医療、帝国医療

◆近代医学は唯⼀の医療なのか�
 近代医学の特徴、その理由�
�
◆開発原病・帝国医療�
 眠り病が開発によって地⽅病から流⾏病へ

11

【講義】福祉制度

◆社会福祉という考え⽅の始まり、広まり�
 福祉国家の歴史、類型�
 �
◆⽇本の社会福祉制度の仕組み�
 社会保険⽅式と公費負担⽅式、福祉六法�
�
◆重度訪問介護�
 制度の仕組み、就労時間中の利⽤、65歳問題

12

【講義】医療化

◆医療化とはなにか�
�
◆医療化の例：ADHD�
 �
◆脱医療化の例：同性愛�
�
◆医療化の明るい⾯と暗い⾯、医療化を推進するもの

13

【講義】ジェンダー

◆フェミニズムの社会運動�
 主張の変化・対⽴、成果�
 �
◆性同⼀性障害�
 正規医療と⾮正規医療、診断、当事者の多様性

14

【講義】⾮⻄洋医療

◆どうして呪術で治療できるのか�
 クワクワカワク族でのケサリードの試み�
�
◆⾮⻄洋医療の説明枠組�
 残余カテゴリ、医療多元論

15

【講義】⾃⼰決定？

◆⾃⼰決定の位置�
 どうして⼤切か、⾄上に⼤切か�
 �
◆⾃⼰決定と⾔うだけではうまくいかない場合�
 �
◆⾃⼰決定ではない場合�
 �
◆⾃⼰決定が認められない場合

成績評価の⽅法

授業参加度（60%）、定期試験（40%）�
授業参加度は、コミュニケーションペーパーの記述にもとづいて評価する。

教科書

特に指定しない。資料を配布する予定。

授業外学修（予習・復習）

参考書、及び講義内で紹介した書籍の中で関⼼をもったものを読む。新聞や書籍、インターネットなどから世の中の動きについての情報を取得し関⼼をもつ。�
必要な時間：事前学修15分、事後学修60分ほど

その他

参考資料 ⻑⾕川公⼀・浜⽇出夫・藤村正之・町村敬志，2007，『社会学』有斐閣．�
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宇都宮京⼦（編），2009，『よくわかる社会学［第２版］』ミネルヴァ書房．�
中川輝彦・黒⽥浩⼀郎（編著），2010，『よくわかる医療社会学』ミネルヴァ書房．

受講⽣への要望等 講義内容については、進捗状況によって多少変更する場合がある。

授業の質問対応、連絡先
連絡先�
email:�itokasumi24@gmail.com
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220606

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 206060

担当教員 ⼩⼭ 秀之

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

20606 1○ H2◎  1○ E2◎  社会福祉⼠、臨床⼼理⼠、公認⼼理師

授業概要

国⺠の実態を把握し、施策等に反映していくために社会調査は不可⽋である。しかし、インターネットの普及により情報が氾濫している現在において、適切な

調査⽅法・分析に基づく情報ばかりとは限らない。専⾨家⾃⾝が調査法に関する知識を熟知していない場合、患者や利⽤者に不利益な情報を与える可能性があ

るがゆえ、正しい知識の習得は専⾨家として不可⽋である。�
この科⽬では社会調査の⽬的や倫理、⽅法論などの基本事項を講義形式で習得するとともに、パソコン（主にEXCEL）を使⽤した演習形式によって調査⽤紙の作
成やデータ整理の仕⽅、分析法について学習する。また研究や国家試験に必要な最低限の知識についても学習する。�
事後学習として、merry上にて配布したデータ等を⽤いて課題を⾏い、期⽇までに提出する。

到達⽬標

1 社会調査を実施するための基本的事項を理解する。

2 社会調査を実施する上での注意事項が説明できる。

3 各調査⽅法の特徴の違いが説明できる。

4 調査⽬的に応じた調査法を選ぶことができる。

5 データに即した分析⽅法を選ぶことができる。

6 EXCELで図表を作成することができる。

7 EXCELでデータの分析を⾏うことができる。

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

8

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

社会調査とは

【講義】�
・社会調査とは�
・社会調査の対象と⽬的�
・社会調査の種類

2

社会調査における倫理と個⼈情報保護

【講義】�
・社会調査における倫理とは�
・個⼈情報保護�
・社会調査の実施プロセス�
・調査依頼の書き⽅

3

社会調査の⽅法とアンケート⽤紙の作成１

【講義】�
・量的調査と質的調査�
・測定尺度の種類について�
・回答法の種類について�
【演習】�
・フェイスシートの作り⽅（Word）

4

社会調査の⽅法とアンケート⽤紙の作成２

【講義】�
・横断的調査と縦断的調査�
・質問紙法�
・観察法�
・⾯接法�
【演習】�
・分析ツールの設定（EXCEL）�
・ピボットテーブルの使い⽅（EXCEL）

社会調査学
更新⽇：2021/10/23�21:34:03
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5

量的調査法と量的データの分析（記述統計）

【講義】�
・代表値と散布度�
・図表の活⽤⽅法の読み取り⽅�
【演習】�
・基本統計量の算出（EXCEL）

6

量的データの分析（相関）

【講義】�
・因果関係と相関関係の違い�
・相関係数の評価�
【演習】�
・図表の作成①（EXCEL）

7

量的データの分析（差の検定）

【講義】�
・統計的仮説検定の⼿順�
・測定尺度の種類�
・パラメトリック検定とノンパラメトリック検定�
・ｔ検定と分散分析�
【演習】�
・分析ツールを使った分析（EXCEL）

8

質的調査法

【講義】�
・質的研究の特徴�
・質的研究法の紹介（KJ法とグラウンデッドセオリー）�
【演習】�
・KJ法の体験�
・データのまとめ⽅（EXCEL）

9 試験

成績評価の⽅法

課題レポート40％�
到達度テスト60％�

授業中に数回レポートを実施する。�
レポートの解説は随時講義で⾏う。

教科書

授業中の配布資料。

授業外学修（予習・復習）

予習としてWord及びExcelの基本的な操作に慣れておくこと（30分）。また、前回の講義内容が次回講義と関係することが多いため、復習として配布プリント
を読み返すこと。加えて、merry上で配布したデータを⽤いてデータ解析を⾏うこと（20分）。

その他

参考資料

社会福祉調査の基礎,橋本有理⼦,ミネルヴァ書房,2021�
ソーシャルワーカーのための社会調査の基礎,⽶川和,北⼤路書房,2013�
Excelによるアンケート調査の第⼀歩,辻義⼈,ナカニシヤ出版,2014

受講⽣への要望等

注意:ノートパソコン(WordとExcel)とUSBメモリ等を⽤意しておいてください(必要な場合、適宜指⽰します）。�
携帯電話やスマートフォンの使⽤は指⽰がない限り禁⽌です。講義前に電源を切るかマナーモードにしてください。�
講師は社会福祉⼠と臨床⼼理⼠の有資格者であり、現場の経験も交えながら講義を進めていきます。

授業の質問対応、連絡先 講義に関する質問があれば、授業⽤SNS（melly）にて受付します。回答は次回の講義中に⾏います。
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220607

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 206070

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, 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

20607 1◎ 3○ H1○ 1◎ 3○ E1○  ⻭科医師

授業概要

わが国は先進国でも類を⾒ない国⺠皆医療保険制度を維持している。この制度は、国⺠にとっても医療⼈にとっても⼤変意義のある、重要な役割を今⽇まで担

ってきた。しかしながらここ数年来、財政難により医療制度の⾒直し論議が起こっているのが現状である。�
本授業では、パワーポイント資料や配付資料等を題材にディスカッションを多⽤した�“学⽣が理解できる”授業を⼼掛け、学⽣が⻭科医療に携わる医療⼈として
医療制度の仕組み・概念等についての理解を深めるとともに、将来的な当該制度への関わり⽅や考え⽅についても⼀緒に考えていく講義としたい。

到達⽬標

1 わが国の社会保険制度を概説できる。

2 わが国の医療保険制度の仕組みについて説明できる。

3 医療制度を圧迫する要因について概説できる。

4 国⺠医療費および⻭科医療費の現状について説明できる。

5 今後の医療制度の在り⽅について⾃⾝の考えを説明できる。

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

【⾯接授業・ディスカッション】わが国と世界の医療制度�

1）世界の主要国における医療制度の概要について�
2）国⺠皆医療保険制度とその意義について

2

【⾯接授業・ディスカッション】わが国の医療制度を取り巻く現状�

1）⼈⼝の減少�
2）少⼦⾼齢社会�
3）その他医療制度に影響を及ぼす要因について

3

【⾯接授業・ディスカッション】社会保険の中の医療制度�

1）社会保険とは�
2）社会保険制度の種類・概要について

4

【⾯接授業・ディスカッション】医療制度の実際�

1）医療保険制度の概要（仕組み）について�
2）医療保険制度の種類と保険者、被保険者�
3）保険料の負担割合について

5

【⾯接授業・ディスカッション】本学附属病院における⻭科診療の実際�

1）診療の流れ�
2）診療科と専⾨外来�
3）地域連携室の役割�
4）⼝腔診査における⻭式�
5）⻭科技⼯指⽰書について

6

【⾯接授業・ディスカッション】国⺠医療費と⻭科医療費�

1）国⺠医療費とは�
2）国⺠医療費の内訳�
3）⻭科医療費とは

7

【⾯接授業・ディスカッション】社会保障給付費について（わが国の医療制度の課題）

1）国の財政・予算の状況�
2）社会保障給付費とは�
3）わが国と世界主要国の⽐較�
4）社会保障給付費で⽰される数値の意味とは�
5）わが国の医療制度の課題について�
6）教員から出題されたテーマについてグループ内で討議

8

プレゼンテーション、授業のまとめ

1）ディスカッションの内容についてプレゼンテーションを実施�
2）プレゼンテーションに対する質疑応答を実施�
3）授業のまとめ

医療制度Ⅰ
更新⽇：2021/10/12�10:03:13
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成績評価の⽅法

・本授業は、⼀⽅向性による「知識の伝達授業」だけではなく、学⽣とのディスカッションを⾏う。�
・前回の授業内容について毎回⼩テストを実施する。その答案は採点の上返却し、次回授業において解説することにより学⽣にフィードバックする。�
・授業に際しては、事前に予習課題を与え、その内容について授業中に⼝頭試問およびディスカッションを⾏い、その結果を授業の理解度として評価する。�
・形成的評価は科⽬試験により⾏う。�
・評価⽐率は、⼩テストおよびレポート10％、授業の理解度10％、科⽬試験80％とする。レポート評価はルーブリックにより⾏う。

教科書

授業中に適宜資料を配付し、テキストとして使⽤する。

授業外学修（予習・復習）

当該科⽬では、授業終了時に、次回の授業履修までに準備学修（予習）しておく内容（⽬安時間：約10分）について資料配布する。その内容について⼝頭試問
を⾏うので、事前に必ず⾃学⾃習しておくこと。

その他

参考資料 授業中に適宜資料を配付する。

受講⽣への要望等
⼀⽅通⾏の授業は可及的に⾏わず、皆さんの意⾒をもとにディスカッションを⾏い、わが国の医療制度についての考えを深め

ていきたいと考えています。授業中は、積極的にディスカッションに参加してください。

授業の質問対応、連絡先 質問対応は、オフィスアワー指定時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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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220808

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 208080

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

20808 3�○ H2�◎  3�○ E2�◎ 社会福祉⼠

授業概要

地域福祉とは何かを概説するとともに、地域福祉の歴史的展開を概説し、それが誕⽣した背景、意義を学ぶ。さらに、地域福祉の理論と実践を学ぶ。

到達⽬標

1 地域福祉の定義と意義を理解し、説明できるようになる。

2 地域福祉の歴史的展開を理解できるようになる。

3 地域福祉の理論と実践を結び付けて理解できるようになる。

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

授業計画

1

地域福祉とは何か

地域福祉とは何かについて概説する。�
他の福祉領域との違い、なぜ地域福祉が必要かを理解する。【講義】�
 

2

コミュニティとは

地域福祉で重要となるコミュニティについて、グループディスカッションを通して、⾃分たちの考えをまとめる。それらを踏まえた上で、社会学領

域におけるコミュニティの定義について概説する。【講義】�
 

3

地域福祉の源流−欧⽶の地域福祉の歩み欧⽶の地域福祉

地域福祉が誕⽣した欧⽶の歴史についてイギリス、アメリカを中⼼に概説する。【講義】�
 

4
⽇本における地域福祉の歴史的展開１−戦前−

戦前の⽇本における地域福祉が欧⽶の影響を受けながらどのように展開したか、またそこでの⽇本的特徴について概説する。【講義】

5

⽇本における地域福祉の歴史的展開―戦後−

戦後、地域福祉がどのように展開したか概説する。さらに、近年の動向について概説し、現代⽇本の地域福祉の到達点と課題について考える。【講

義】�
 

6
地域福祉の理念

現在の地域福祉が⽬指すものは何か、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】

7

地域福祉の理論

歴史的な展開を踏まえた上で、地域福祉の「理論」を整理し、概説する。【講義】�
 

8

地域福祉活動の実際とその意義、課題１

地域福祉の理論を踏まえた上で、具体的な地域福祉活動として、地域組織化活動を紹介し、DVDで理解を深める。【講義】�
 �
 

9
地域福祉活動の実際とその意義、課題２

地域福祉の理論を踏まえた上で、具体的な地域福祉活動として、⺠間団体による⽀援活動を紹介し、事例、DVDなどで理解を深める。【講義】

10

地域福祉活動の実際とその意義、課題３

地域福祉の理論を踏まえた上で、具体的な地域福祉活動として、当事者活動を紹介する。事例やDVDから地域福祉実践の実際を学ぶ。最後に、地域
福祉実践の意義と課題について概説する。【講義】�
 

11
地域福祉の主体１

地域福祉実践を担う主体について、その種類、特徴、⻑所短所について概説する。特に地域福祉に関わる⾏政組織について概説する。【講義】

12
地域福祉の主体２

地域福祉実践を担う主体のうち、社会福祉協議会について概説する。【講義】

13
地域福祉の主体３

地域福祉実践を担う主体のうち、社会福祉協議会以外の⺠間団体について概説する。【講義】

地域福祉論Ⅰ
更新⽇：2021/11/01�11:38:11
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14

ソーシャルサポートネットワーク

ソーシャルサポートネットワークについて概説する。その上で、グループでの事例分析を通して、ソーシャルサポートネットワークの意義と課題に

ついて議論し、理解を深める。【講義】�
 

15
総括

これまで学んだことを踏まえ、地域福祉の課題と今後のあり⽅について議論する。【講義】

成績評価の⽅法

定期試験で評価する（90%)。また、授業中に課す感想⽂、⼩レポートも評価に加える（10%）。

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『地域福祉と包括的⽀援体制』中央法規�

授業外学修（予習・復習）

次回の授業内容に該当する部分の教科書を読み復習すること。授業後は配布したレジュメ、資料を⾒直すこと。

その他

参考資料 授業中に随時紹介する�

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 220814

学年 2,�3 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 208140

担当教員 和泉 亮

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

20814 3◎ H2○  3◎ E2○  精神保健福祉⼠

授業概要

障害者福祉の⽇本および世界の障害者福祉に関する、過去から現在までの歴史を知ることを通じて、今考えられる課題を議論する。�
また障害の多様性を学ぶことを通じて未来への展望を広げ、障害者基本法における誰もが暮らしやすい共⽣社会を実現するというビジョンについて考察する。�
あわせて、⼈が成⻑していく上で重要な点である、�
①⾃分の頭で考えること�
②⾃⼰を知ること�
③⾃由に未来を描き⾏動していくこと�
を授業を通じて実践できる機会を提供する。

到達⽬標

1 障害者福祉の世界および⽇本の障害者福祉のこれまでの歴史と現状について理解し課題点について⾃分の意⾒を述べることができる。

2 ⾃⼰覚知を深め、多様な障害者観に対する⾃分⾃⾝の意⾒を理解し考えをまとめることができる。

3 障害者福祉制度の現状と課題を理解した上で、共⽣社会実現に向けての未来への展望を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

オリエンテーション・「しょうがい」とは   

【講義】�
本授業全体の流れを理解することを通して、学習到達⽬標を理解する。�
「しょうがい」とはなにか、事例を通じて考え、⾃分⾃⾝の無意識下の障害者観を俯瞰する機会を持つ。

2

ICF・医療モデルと社会モデル

【講義】�
ICIDHからICFへの世界の障害者観の変遷を理解する。�
医療モデルと社会モデルの違いについて理解し、社会福祉専⾨職としての障害者観を理解するとともに、以降の講義内容理解のための基礎を学ぶ。

3

障害者と法律①・⽇本の障害者制度の歴史

【講義】�
戦後⽇本の障害者福祉に関連した法制度および関連する法制度の成り⽴ちや背景および現在までの変遷について理解する。�
主に⾝体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法に関連したトピックと相互の関連性を通じて現在までの法制度全体の変遷を俯瞰できる

ようになる。

4

障害者と法律②・障害者基本法

【講義】�
障害者基本法について学び、⽇本の障害者制度の基本理念や障害者の定義について理解する。�
特に定義を考えることを通じて社会的障壁について理解を深め、医療モデルおよび社会モデルやICFについての再度の理解を深める。

5

障害者と法律③・虐待防⽌法・差別解消法

【講義】�
障害者差別解消法および障害者虐待防⽌法の成り⽴ちを学ぶことを通じて、障害者と⼈権について⾃分⾃⾝の考えを持てるようになる。�
障害者施設設⽴に際しての地域住⺠による建設反対運動などの地域・施設コンフリクトについて動画を通じて学び、⽀援職としてどのように向き合

うのかを考える。

6

障害者制度の全体像・障害者総合⽀援法

【講義】�
⽇本の障害者制度の基本となる障害者総合⽀援法の歴史的な変遷を理解するとともに、現状について学ぶ。�
総合⽀援法の理念を学び、総合⽀援法に規定されている各種サービス概要を理解する。

7

障害者制度の詳細・障害者総合⽀援法各論

【講義】�
障害者総合⽀援法に規定されている各種サービスの詳細について理解をする。�
また主に介護給付の内容について具体的な事例等を動画を通じて学びその現状と課題を整理する。

障害者福祉論
更新⽇：2021/11/03�10:08:59
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8

障害児向けの福祉事業・児童福祉法

【講義】�
⽇本の障害者制度の基本となる障害者総合⽀援法に関連する形で児童福祉法についても学び、障害児サービスの概要を理解するとともに、相互の関

連性についても学ぶ。�
特に児童発達⽀援、放課後等デイサービスの具体的な事例等を動画を通じて学びその現状と課題を整理する。�
あわせてフリースクール等制度外の教育リソースとの関連についても学ぶ。

9

多様性・ダイバーシティについて

【講義】�
法律上の定義としての障害者以外にも多くの⽣活上やさまざまな形で社会的障壁を感じている対象者についての理解を広げる。�
具体的には、ゲストスピーカーに多様性を体現している当事者の⽅に登壇いただき、マイノリティであることの困難さとそれを乗り越える経験を通

じて⾃分らしく⽣きることを選択肢てきたこれまでの⼈⽣経験についての体験談を聞き、多様性があることにより社会に⽣み出される価値について

考える。

10

障害者と就労・現状と課題

【講義】�
主に障害者総合⽀援法に関連する形の障害者就労⽀援サービスの概要について理解する。�
また障害者雇⽤促進法や現状の障害者雇⽤制度全体について俯瞰し、現状および課題について考える。

11

障害者と就労・未来への展望

【講義】�
障害者雇⽤に関連した課題について、制度を活⽤しつつ新しい企業連携を⾏っている実践について、複数の動画を視聴し障害者雇⽤が社会に⽣み出

す可能性について思考を深める。

12

障害者ケースマネジメント・相談⽀援事業

【講義】�
障害者総合⽀援法における相談⽀援事業全般について学ぶ。�
障害者ケースマネジメントの流れを理解し実際の相談⽀援専⾨員の業務内容などについて動画を視聴し学ぶ。�
またあわせて主に精神障害者の⻑期⼊院者の退院促進⽀援をすすめる「地域移⾏⽀援・地域定着⽀援」の制度についての現状と課題について学ぶ。

13

ピアサポート・リカバリー

【講義】�
精神障害者当事者が当事者を⽀援する関係性のピアサポート等の現状を理解する。�
またその実践を通じて⽣み出されるリカバリーの概念について、事例や動画を通じて学び理解を深める。

14

アディクションおよびセルフヘルプグループ

【講義】�
アルコールや薬物等の依存症治療、依存症⽀援の現状を理解する。�
具体的には、ゲストスピーカーとして、アルコール依存症の当事者グループAAのメンバーに登壇いただき、依存当事者の回復のために必須の活動と
されているセルフヘルプグループの活動やAA（アルコール依存症者⾃助グループ）の実践について、また当事者のアルコール依存症の回復の物語を
聞き、理解を深める。

15

全体のまとめ・障害のない社会をつくるとは

【講義】�
授業全体を通じた学びの振り返りとその学びを通じて、⾃⾝の中で考えられる現状の障害者制度、施策の課題点について⾔語化する。�
またその⾔語化された課題点に対してまずどのようなアプローチができるか、未来に社会福祉専⾨職としてもしくは⼀地域住⺠としてどのようなア

クションが取れるかを具体的に検討し⾔語化する。

成績評価の⽅法

授業評価および課題�
中間および期末ミニレポート（各800⽂字・A4⼀枚）と講義3回に1回程度・講義時間中に実施する記述式の課題により評価する（中間および期末ミニレポート6
0％、講義時の記述式課題40％）�
テーマや締め切り等は講義内容と関連することから講義中に⽰すが、中間レポートでは参考図書2を読む必要があり事前に準備することをおすすめします。

教科書

・なし�
参考図書で⽰した1を講義中の説明で数回使⽤します。社会福祉⼠等の国家資格受験を考えられている⽅は購⼊をおすすめします（今後の進路で必要性が変わ
ると思うので、各⾃で考えてください）。�
・授業時に毎回レジュメを配布します。

授業外学修（予習・復習）

予習として、障害者も、もちろんわれわれと同じ⼀⼈の⼈であり、そのひとについて考えるうえで、社会についての理解を深め、また⾃分なりの意⾒を持つこ

とは重要です。�
幅広くニュースや世界の出来事に興味を持ち、情報収集をする姿勢を⼤切にしてください。障害者福祉に関係する事柄はもちろん、それ以外でもYouTubeやTwi
tterといったSNSメディアも積極的に活⽤し、主体的に世界と接点を持ち学ぶ姿勢と、その事象に対しての⾃分なりの意⾒を持つことを意識してください。�

また復習として、教材のYou�Tube動画も複数⽰しますので、授業時間外で視聴をするようにしてください。

その他

参考資料

1.新・社会福祉⼠養成講座14『障害者に対する⽀援と障害者⾃⽴⽀援制度（第6版）』中央法規出版�
2.渡辺⼀史著『なぜ⼈と⼈は⽀え合うのか�』ちくまプリマー新書�
3.You�Tubeチャンネル『フクシのみらいデザイン研究所』�
 https://www.youtube.com/channel/UC1wv95VAomGDr8axmxSZb1Q

受講⽣への要望等

毎回の授業の中で、⾃分⾃⾝がどのような考えをもち、どのような傾向のある⼈間かを内省し⾃⼰覚知するための個⼈ワーク

の時間をもちます。�
⾃分⾃⾝の学びと成⻑のために、積極的な姿勢での参加を望みます。

授業の質問対応、連絡先 授業中に配布する資料に記載する質問フォーム（主にグーグルフォームを使⽤）に気軽に質問してください。授業中にも回答
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220815

学年 2,�3 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 208150

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

20815 3○ H2◎  3○ E2◎ 社会福祉⼠

授業概要

⼦どもの福祉（児童福祉）に関わるためには⼦どもを理解することが必要とされる。しかし、⼦どもの問題とされることの多くは⼦どもを取り巻く⼤⼈の問題

であることも忘れてはならない。⼦どもを理解する視点を養うとともに、⼦どもが抱えこまされている問題に対し、どのように援助するのかを思考する⼒が必

要になる。�
本講義では上記の⼒を養うため、⼦どもの権利、⼦どもをとりまく状況、児童福祉法の理念や制度を学び、⼦どものみならず家族も含めトータルに援助するた

めに必要な講義を⾏う。

到達⽬標

1
児童・家庭の⽣活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉需要（⼦育て、⼀⼈親�家庭、児童虐待及び家庭内暴⼒（D.V）�の実態を含む。）について理解

できる。

2 児童・家庭福祉制度の発展過程について理解できる。

3 児童の権利について理解できる。

4 相談援助活動において必要となる児童・家庭福祉制度や児童・家庭福祉に係る他の法制度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

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

これからの進め⽅について、⼦どもの命を⼤切するために⼤⼈ができることについて講義する。

2
【講義】現代社会における⼦どもと⼦どもを理解する視点

今、⼦どもがおかれている状況および⼦どもを理解するための視点について講義する。

3
【講義】世界における児童福祉の歴史

イギリスおよびアメリカにおける児童福祉の歴史を講義する。

4
【講義】⽇本における児童福祉の歴史

⽇本における児童福祉の歴史を明治期から現在までの児童福祉の歴史を講義する

5
【講義】児童福祉の理念と権利保障

児童福祉法の理念、児童憲章の理念、⼦どもの権利条約採択までの経緯とその内容について講義する。

6
【講義】児童福祉にかかわる法律

児童福祉法および児童福祉関係諸法の概要について講義する。

7
【講義】実施体制と財源

国・地⽅公共団体の役割、実施機関、関連組織、財源と費⽤負担について講義する。

8
【講義】⼦育て⽀援と健全育成

少⼦化対策および児童健全育成施策の変遷と現状について講義する

9
【講義】⺟⼦保健サービス

⺟⼦保健・医療・福祉施策の変遷と現状について講義する。

10
【講義】保育サービス

保育の⽬的と制度、保育所の現状と課題、保育所以外の保育サービスについて講義する。

11
【講義】障害児の福祉

障害の概念、障害児福祉サービスの概要について講義する。

12
【講義】⼼理的困難・⾮⾏問題のある⼦どもの福祉

⼼理的困難・⾮⾏問題の現状およびその背景にあるもの、それらを抱える⼦どもへの福祉サービスについて講義する。

13
【講義】養育環境に問題がある⼦どもと家庭の福祉

児童虐待の実態および虐待を受けた⼦どもへの援助、そのほか養育環境に問題がある⼦どもへの援助について講義する。

14
【講義】ひとり親家庭の福祉

ひとり親家庭の貧困問題、ひとり親家庭になる原因としてのDV、ひとり親家庭の⽀援に関する施策について講義する。

15
【講義】児童福祉サービスの担い⼿と援助の実際

⼦どもに関わる専⾨職がどのように援助しているかを講義する。

成績評価の⽅法

児童・家庭福祉論
更新⽇：2021/11/01�16:29:28

- 28 -



⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

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

教科書

千葉茂明編2019『新・エッセンシャル ⼦ども家庭福祉論』みらい�
『福祉⼩六法2022年版』みらい�

授業外学修（予習・復習）

普段から⼦どもを取り巻く問題に関わる新聞記事、ニュースをよく読むこと。�
予習として、授業で⾏う教科書の範囲を読み、わからない⾔葉を調べておく（30分〜1時間）。�
復習として、授業で⾏った教科書を読み返し、ノートを整理する（1時間〜２時間）。

その他

参考資料

芦⽥麗⼦監修2017『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�
上間陽⼦2017『裸⾜で逃げる』太⽥出版�
加藤彰彦『沖縄⼦どもの貧困⽩書』かもがわ出版�
杉⼭春2013『ルポ虐待』ちくま新書�
森⽥ゆり1999『⼦どもと暴⼒』岩波書店�

受講⽣への要望等
講義形式ではあるが、利⽤者に寄り添った⽀援ができるための知識の習得を⽬指し、積極的に受講すること。�
授業開始の1分前にはテキストノートを広げ着席し、授業に不要なものはカバンにしまっておくこと。

授業の質問対応、連絡先 基本的には授業時間内で対応するが、授業時間外の場合は研究室で対応する。メリーで予約をとること。
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220828

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 208280

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

208280 3◎ H2○ 3◎ E2○ 社会福祉⼠

授業概要

⼈と環境との交互作⽤に関する理論、ミクロ・メゾ・マクロレベルにおけるソーシャルワーク、およびソーシャルワークの様々な実践モデルとアプローチ、そ

してソーシャルワークの過程について講義により理解する。

到達⽬標

1 ⼈と環境との交互作⽤に関する理論とミクロ・メゾマクロレベルのソーシャルワークについて習得する

2 ソーシャルワークの実践モデルとアプローチについて習得する

3 ソーシャルワークの過程について習得する

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⼈と環境との交互作⽤に関する理論とミクロ・メゾ・マクロレベルのソーシャルワーク1

これからの進め⽅、⼀般システム理論について学ぶ

2
【講義】⼈と環境との交互作⽤に関する理論とミクロ・メゾ・マクロレベルのソーシャルワーク2

サイバネティックス、⾃⼰組織性、⽣態学理論について学ぶ

3
【講義】⼈と環境との交互作⽤に関する理論とミクロ・メゾ・マクロレベルのソーシャルワーク3

バイオ・サイコ・ソーシャルモデル、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学ぶ

4
【講義】ソーシャルワークの実践モデルとアプローチ1

医学モデル、⽣活モデル、ストレングスモデルについて学ぶ

5
【講義】ソーシャルワークの実践モデルとアプローチ2

⼼理社会的アプローチ、機能的アプローチ、問題解決アプローチについて学ぶ

6
【講義】ソーシャルワークの実践モデルとアプローチ3

課題中⼼アプローチ、危機介⼊アプローチ、⾏動変容アプローチについて学ぶ

7
【講義】ソーシャルワークの実践モデルとアプローチ4

エンパワーメントアプローチ、ナラティヴアプローチ、解決志向アプローチについて学ぶ

8
【講義】ソーシャルワークの過程1

ケースの発⾒について学ぶ

9
【講義】ソーシャルワークの過程2

インテークについて学ぶ

10
【講義】ソーシャルワークの過程3

アセスメントについて学ぶ

11
【講義】ソーシャルワークの過程4

プランニングについて学ぶ

12
【講義】ソーシャルワークの過程5

⽀援の実施について学ぶ

13
【講義】ソーシャルワークの過程6

モニタリングについて学ぶ

14
【講義】ソーシャルワークの過程7

⽀援の終結と事後評価について学ぶ

15
【講義】ソーシャルワークの過程8とまとめ

アフターケアについて学ぶ、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

・指定なし�
・適宜、配布資料、板書などにより授業を⾏う。

ソーシャルワーク論Ⅲ
更新⽇：2021/10/07�14:13:17
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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12�ソーシャルワークの理論と
⽅法[共通科⽬]』中央法規.�
・坂野憲司・増⽥康弘,2021,『ソーシャルワークの理論と⽅法【新・社会福祉⼠シリーズ8】』弘⽂堂.�
・『社会福祉学習双書』編集委員会,2020,『社会福祉学習双書2021 第10巻ソーシャルワークの理論と⽅法(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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2022/04/08

開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220829

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 208290

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

208290 3◎ H2○ 3◎ E2○ 社会福祉⼠

授業概要

ソーシャルワーク実践において不可⽋な記録について講義および演習により理解し、ケアマネジメント、グループワーク、コミュニティワーク、スーパービジ

ョン、コンサルテーションについて講義により理解する。

到達⽬標

1 ソーシャルワークの記録について習得する

2 ケアマネジメントについて習得する

3 グループワークについて習得する

4 コミュニティワークの意義・⽬的と展開過程を習得する

5 スーパービジョン・コンサルテーションの意義、⽬的、⽅法について習得する

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、ソーシャルワークの記録1

これからの進め⽅、ソーシャルワークの記録の意義と⽬的について学ぶ

2
【講義】ソーシャルワークの記録2

�ソーシャルワークの記録の⽅法と実際について学ぶ

3
【講義】ケアマネジメント1

ケアマネジメントの原則について学ぶ

4
【講義】ケアマネジメント2

ケアマネジメントの意義と⽅法について学ぶ

5
【講義】グループワーク1

グループワークの意義と⽬的、原則、展開過程について学ぶ

6
【講義】グループワーク2

セルフヘルプグループについて学ぶ

7
【講義】コミュニティワーク1

コミュニティワークの意義と⽬的について学ぶ

8
【講義】コミュニティワーク2

コミュニティワークの展開過程における地域アセスメントについて学ぶ

9
【講義】コミュニティワーク3

コミュニティワークの展開過程における地域課題の発⾒・認識について学ぶ

10
【講義】コミュニティワーク4

コミュニティワークの展開過程における実施計画とモニタリングについて学ぶ

11
【講義】コミュニティワーク5

コミュニティワークの展開過程における組織化について学ぶ

12
【講義】コミュニティワーク6

コミュニティワークの展開過程における社会資源の開発について学ぶ

13
【講義】コミュニティワーク7

コミュニティワークの展開過程における評価と実施計画の更新について学ぶ

14
【講義】スーパービジョン

スーパービジョンの意義、⽬的、⽅法について学ぶ

15
【講義】コンサルテーションとまとめ

コンサルテーションの意義、⽬的、⽅法について学ぶ、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。

ソーシャルワーク論Ⅳ
更新⽇：2021/10/07�14:13:34
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教科書

・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12�ソーシャルワークの理論と
⽅法[共通科⽬]』中央法規.�
・坂野憲司・増⽥康弘,2021,『ソーシャルワークの理論と⽅法【新・社会福祉⼠シリーズ8】』弘⽂堂.�
・『社会福祉学習双書』編集委員会,2020,『社会福祉学習双書2021 第10巻ソーシャルワークの理論と⽅法(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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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 220833

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 208330

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

220833 � 3○ H2◎� 3○ E2◎ 社会福祉⼠

授業概要

本授業において、①ソーシャルワークの実践に必要な知識と技術の統合を⾏い、専⾨的援助技術として概念化し、理論化し、体系⽴てていくことがきる能⼒を

習得する。②社会福祉⼠に求められるソーシャルワークの価値規範を理解し、倫理的な判断能⼒を養う。の２つの⽬的を達成するため、事例検討、ロールプレイ

など演習⽅式で学ぶ。�

到達⽬標

1 ソーシャルワークの実践に必要な知識と技術の統合を⾏い、専⾨的援助技術として概念化し、理論化し、体系⽴てていくことがきる能⼒を⾼める。

2 社会福祉⼠に求められるソーシャルワークの価値規範を理解し、倫理的な判断能⼒を⾼める。

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

0.5 14.5

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

【講義+演習】本授業の⽬的、進め⽅を講義し、各⾃、演習Ⅱの⽬標達成度も踏まえた上で、本授業における習得⽬標を設定し、その⽬標をプレゼン
テーションする。

2
⼈間の平等と尊厳について①

【演習】事例を⽤いて、ソーシャルワークの価値である「⼈間の平等と尊重」について個⼈で検討し、グループにおける議論でその内容を深める。

3
⼈間の平等と尊厳について②

【演習】前回の議論の内容をプレゼンテーションし、さらに内容を深め、個⼈で考察をまとめる。

4
ソーシャルワーカーによる援助

【演習】友⼈からの相談事例を通し、友⼈としての対応とソーシャルワーカーとしての援助がどのように異なるかを理解する。

5
障害のある⼈へのソーシャルワークにおけるインテーク 

【演習】事例を⽤い、中途障害者に対するインテークについて個⼈で考察したものをグループで検討し、発表する。

6

障害のある⼈へのソーシャルワークにおけるアセスメント 

【演習】�
同じ事例を⽤い、中途障害者の発⾔や⾏動から、個⼈で利⽤者理解を試み、グループでアセスメントを⾏う。

7

障害のある⼈へのソーシャルワークにおけるプランニング 

【演習】�
前回の授業で⾏ったアセスメントをもとにグループでプランニングを⾏い、発表する。

8

認知症⾼齢者への虐待ケースへのソーシャルワークにおけるネットワーキング

【演習】介護⼼中に関する事例を⽤い、⼼中にいたらないためには、どのような⽀援が必要だったかを考え、ネットワーキングを⽤いての⽀援⽅法

を考える。

9

児童虐待ケースのソーシャルワークにおけるインテーク

【演習】�
事例を⽤い、⽗親からの虐待で緊急⼀時保護された⼦どもへのインテークについて検討し、発表する。�
 

10

児童虐待ケースのソーシャルワークにおけるアセスメント 

【演習】�
９の事例について、本⼈および⺟親、⽗親の⾔葉や態度からアセスメントを⾏う。�

11

児童虐待ケースのソーシャルワークにおけるプランニング 

【演習】�
１０のアセスメントを⽤いてプランニングを⾏い、発表する。

12

児童虐待ケースのソーシャルワークにおける⽀援の実施 

【演習】�
⽀援の⼟壌に乗らない⽗親に対して、どのような⽀援が必要かを考え、発表する。

13

児童虐待ケースのソーシャルワークにおけるモニタリングと効果測定 

【演習】�
モニタリングと効果測定の⽅法について、児童虐待の事例をもとに検討し、発表する。

社会福祉演習Ⅱ
更新⽇：2021/11/01�16:36:04
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14

児童虐待ケースのソーシャルワークにおける終結とアフターケア 

児童虐待ケースのソーシャルワークにおける終結とアフターケア �
【演習】�
17の事例について、終結とアフターケアについて、検討し、発表する

15
演習Ⅱ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5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が、授業時間外の場合は研究室で質問に対応する。メリーにてアポをとること。
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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 220834

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 208340

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

� 220834 3○ H2◎ 3○ E2◎ 社会福祉⼠

授業概要

ソーシャルワークの実践に必要な知識と技術の統合を⾏い、専⾨的援助技術として概念化し、理論化し、体系⽴てていくことがきる能⼒を習得するために、事

例検討、ロールプレイなど演習⽅式で学ぶ。

到達⽬標

1 ソーシャルワークの実践に必要な知識と技術の統合を⾏い、専⾨的援助技術として概念化し、理論化し、体系⽴てていくことがきる能⼒を⾼める。

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

0.5 14.5

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

【講義+演習】本授業の⽬的、進め⽅を講義し、各⾃、演習Ⅲの⽬標達成度も踏まえた上で、本授業における習得⽬標を設定し、その⽬標をプレゼン
テーションする。�

2
貧困に苦しむホームレスへのソーシャルワーク① 

【演習】ホームレスのドキュメンタリーを視聴し、どのようなアウトリーチの⽅法がとられていたかを書き出す

3
貧困に苦しむホームレスへのソーシャルワーク②

【演習】前回授業の内容をもとに、どのようなアウトリーチの⽅法が有効かを検討し、プレゼンテーションする

4

DVケースへのソーシャルワーク① 

【演習】�
DV被害者へのアウトリーチの⽅法について個⼈で考えグループで議論し、発表する。

5

DVケースへのソーシャルワーク②

【演習】�
DV被害者⽀援におけるチームアプローチとネットワーキングについて議論し、発表する。

6
教育現場におけるソーシャルワーク

【演習】ひきこもりの⼦どもに対して、学校とスクールソーシャルワーカーが協働して取り組んだ事例をもとにチームアプローチの理解を深める。

7
災害時におけるソーシャルワーク①

【演習】事例を⽤いて、災害時におけるネットワーキングとコーディネーションについて議論し、理解を深める。

8
災害時におけるソーシャルワーク②

【演習】事例を⽤いて、災害時におけるネゴシエーションとファシリテーションについて議論し、理解を深める。

9
がん患者とその家族への終末期ケア①

【演習】事例を⽤い、がん患者への⽀援について、医療機関におけるチームアプローチについて、議論し発表する

10
がん患者とその家族への終末期ケア②

【演習】事例を⽤い、がん患者の家族への⽀援について、医療機関におけるチームアプローチについて、議論し発表する

11
社会的排除の事例（LGBT）におけるソーシャルワーク① 

【演習】LGBTの解説DVDを視聴し、LGBTの⼈が抱える問題を書き出す。

12

社会的排除の事例（LGBT）におけるソーシャルワーク② 

【演習】前回の授業をもとに、どのような社会になればLGBTの⼈々が住みやすくなるか具体的なソーシャルアクションの⽅法を考え、議論し、発表
する。

13
社会的排除の事例（ハンセン病）におけるソーシャルワーク① 

【演習】ハンセン病回復者の声を聞き、問題点について話し合い、発表する。

14
社会的排除の事例（ハンセン病）におけるソーシャルワーク② 

【演習】前回の授業をふまえ、差別のない社会を作るために必要なソーシャルアクションを考え、議論し、発表する。

15
演習Ⅲ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

社会福祉演習Ⅲ
更新⽇：2021/11/01�16:36:35
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

資料を適宜配布する。

授業外学修（予習・復習）

授業内で指⽰した内容を学修する。

その他

参考資料 鈴⽊武幸他編(22015)『社会福祉⼠相談援助演習事例集』学⽂社

受講⽣への要望等 演習形式であるので積極的に授業に参加すること。

授業の質問対応、連絡先 基本的には授業内で受け付ける。授業外の場合はメリーでアポをとり、研究室に来ること。
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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 220837

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 208370

担当教員 芦⽥ 麗⼦,�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

220837 3○ H2◎ 3○ E2◎ 社会福祉⼠

授業概要

社会福祉実習Ⅰに向けての具体的な準備を⾏う。

到達⽬標

1 ーシャルワーク実習にの意義について理解し、社会福祉実習Ⅰの実習計画書を作成できる。

2 社会福祉⼠として求められる役割を理解し、価値と倫理に基づく専⾨職としての姿勢を⾝につける。

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

6 9

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1
社会福祉実習および社会福祉実習指導の意義 

【講義】厚⽣労働省が規定する実習のねらいと内容について講義しする。

2
ソーシャルワーカーの価値と倫理1

【講義】ソーシャルワーカーの倫理綱領を⽤いて、ソーシャルワーカーの倫理について講義する。

3
理想とするソーシャルワーカー像と⾃⼰の課題の明確化 

【演習】⾃分が理想とするソーシャルワーカー像を考察し、現段階における⾃⼰の課題を明確にする。

4

実習先の理解①

【演習】障害児者分野、児童家庭分野、⾼齢者分野、低所得者分野、医療分野、⾏政機関、地域福祉分野の理解を深めるために各⾃で興味のある分

野を調べる。

5

実習先の理解②

【演習】障害児者分野、児童家庭分野、⾼齢者分野、低所得者分野、医療分野、⾏政機関、地域福祉分野の理解を深めるために各⾃で興味のある分

野を調べた内容を発表する。

6
実習先確定と個⼈票作成 

【演習】実習先を確定させ、実習先へ提出する個⼈票の作成を⾏う。

7
計画書作成① 

【講義+演習】事前訪問を⾏い、実習⽣、実習担当教員との三者協議を踏まえた実習計画の作成

8
計画書作成②

【講義+演習】事前訪問を⾏い、実習⽣、実習担当教員との三者協議を踏まえた実習計画の作成

9
計画書作成③

【演習】前回を踏まえ、実習計画書を完成させる。

10
実習先の理解③

【演習】配属先の実習先について調べる。

11
実習記録について①

【講義】映像資料を⾒て、実際に実習⽇誌を記⼊し、添削を受ける。

12
実習記録について②

【講義】映像資料を⾒て、実際に実習⽇誌を記⼊し、添削を受ける。

13
実習直前諸注意 

【講義】実習中の諸注意、個⼈のプライバシーと守秘義務について講義する。 

14
帰校⽇指導 

【演習】実習計画書に照らして実習の進捗状況等を整理し、より学びのある実習にするためのスーパービジョンを⾏う 

15
実習先への巡回指導 

【演習】実習計画書に照らして実習の進捗状況等を整理し、より学びのある実習にするためのスーパービジョンを⾏う

成績評価の⽅法

・授業への取組み意欲・態度・提出物 50％�
・レポート  50％

教科書

『福祉⼩六法 2022』みらい

社会福祉実習指導Ⅰ
更新⽇：2021/10/21�10:05:57
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

授業外学修（予習・復習）

社会福祉に関する書籍を読むこと（合計10時間）。�
さまざまな社会福祉施設に⾒学やボランティアに⾏くこと（合計10時間）。

その他

参考資料

鶴�幸⼀郎ほか『福祉は誰のために―ソーシャルワークの未来図』�
⽊下⼤⽣ほか『知りたい！ソーシャルワーカーの仕事』�
⼋⽊亜紀⼦『相談援助職の記録の書き⽅―短時間で適切な内容を表現するテクニック』��
宮本節⼦『ソーシャルワーカーという仕事』など�
副⽥あけみ・⼩嶋章吾『ソーシャルワーク記録[改訂版]:理論と技法』

受講⽣への要望等 実習は外部へ出て⾏うため、基本的マナーについても、厳しくチェックする。時間前⾏動を⼼掛けること。

授業の質問対応、連絡先 基本的には授業内で対応するが、授業時間外の場合は研究室で質問に対応する。メリーでアポイントをとること。
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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 220840

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 208400

担当教員 芦⽥ 麗⼦,�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

220840 2◎ 3○ H2○  2◎ 3○ E2○  社会福祉⼠

授業概要

社会福祉施設・機関・団体における現場実習をとおして，社会福祉分野の相談援助職として必要な知識，技術，倫理について実践的に学び，理解を深めていく。

具体的には，社会福祉施設・機関・団体の現状および社会福祉分野の相談援助職に必要な専⾨知識と技術，職業倫理について理解を深め、総合的かつ包括的な

⽀援における多職種・多機関、地域住⺠等との連携のあり⽅及びその具体的内容を実践的に理解する。

到達⽬標

1 利⽤者やその関係者、実習施設職員等との基本的なコミュニケーションをはかることができる。

2 実習施設・機関が地域社会の中で果たす役割を理解することができる。

3 利⽤者や地域の状況を理解することができる。

4 当該施設・機関のサービスの実際を理解することができる。

5 社会福祉⼠としての職業倫理と組織の⼀員としての役割と責任を理解することができる。

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

授業計画

1

２年⽣春季休暇時に６０時間８⽇間⾏う。

 実習担当教員は週１回の実習指導を通して、次に掲げる事項について学⽣及び実習指導者との連絡調整を密に⾏い、学⽣の実習状況についての把

握とともに実習中に⼗分な個別指導を⾏うものとする。�
 ①利⽤者やその関係者、施設・事業者・機関・団体、住⺠やボランティア等との基本的なコミュニケーション�
 ②実習先が地域社会の中で果たす役割の理解�
 ③施設・事業者・機関・団体等の経営やサービスの管理運営の実際�
 ④社会福祉⼠としての職業倫理と組織の⼀員としての役割と責任の理解�
�

成績評価の⽅法

実習先からの評価(60%)、担当教員による実習指導での評価(20%)、実習⽇誌(20%)

教科書

「福祉⼩六法2022」�みらい

授業外学修（予習・復習）

実習で⽣じた疑問について調べる（毎回1時間程度）。

その他

参考資料 実習先のパンフレット等（事前に集めておくこと）

受講⽣への要望等 学外での実習になるため、社会⼈としてのマナーを⾝につけた上で実習すること。

授業の質問対応、連絡先
万が⼀、実習を⽋席する場合は、必ず実習先と⼤学事務室の両⽅に電話で連絡を⼊れること。教員へは科⽬mellyで連絡するこ
と。

社会福祉実習Ⅰ
更新⽇：2021/10/21�09:37:06
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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 230901

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 309010

担当教員 ⼭本 ⼀世,�吉川 ⼀志,�⾕本 啓彰,�岩⽥ 有弘,�保尾 謙三

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

30901 1○ H1◎  1○ E1◎  ⻭科医師

授業概要

う蝕その他の⻭の硬組織疾患の保存修復処置と管理、また⻭科診療時の補助を⾏うための基本的な知識について学ぶ。

到達⽬標

1 う蝕その他の⻭の硬組織疾患の保存修復処置と管理について説明できる。�

2 う蝕その他の⻭の硬組織疾患の保存修復処置を⾏うための基本的な診療補助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

【講義】保存修復学の概要・⼝腔検査（⼭本⼀世）

・保存修復学の概要を説明できる。�
・コミュニケーションの⽬的と技法を説明できる。�
・医療⾯接の役割と⼿法を説明できる。�
・⻭の硬組織疾患の検査法の種類を説明できる。

2

【講義】硬組織疾患の種類（⾕本啓彰）

・⻭の硬組織疾患の病因・病態を説明できる。�
・う蝕の症状・診断とリスクファクターを説明できる。

3

【講義】窩洞と修復の前準備（⾕本啓彰）

・Blackの分類を説明できる。�
・窩洞の構成要素を説明できる。�
・防湿法を説明できる。�
・⻭間分離法を説明できる。�
・⻭⾁圧排法を説明できる。�
・隔壁法を説明できる。�
・除痛法を説明できる。

4

【講義】⻭髄保護（岩⽥有弘）

・⻭髄保護を説明できる。�
・仮封の⽬的と種類を説明できる。

5

【講義】直接修復法-1（岩⽥有弘）

・コンポジットレジン修復の⻑所と短所を説明できる。�
・コンポジットレジン修復の臨床的⼿順を説明できる。�
・コンポジットレジンと⻭質との接着を説明できる。�
・コンポジットレジン修復の使⽤器材を説明できる。

6

【講義】直接修復法-2、間接修復法-1（保尾謙三）

・グラスアイオノマーセメント修復の⻑所と短所を説明できる。�
・グラスアイオノマーセメント修復の臨床的⼿順を説明できる。�
・アマルガム修復法の特徴を説明できる。�
・鋳造修復の⻑所と短所を説明できる。�
・鋳造修復の臨床的⼿順を説明できる。�
・合着⽤セメントの種類と⽤途を説明できる。

7

【講義】間接修復法-2（吉川⼀志）

・レジンインレー修復の⻑所と短所を説明できる。�
・レジンインレー修復の臨床的⼿順を説明できる。�
・セラミックインレー修復の⻑所と短所を説明できる。�
・セラミックインレー修復の種類を説明できる。�
・ラミネートベニア修復の臨床的⼿順を説明できる。

保存修復学
更新⽇：2021/10/18�14:55:08
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2022/04/08

8

【講義】⻭の漂⽩法、象⽛質知覚過敏処置、⻭質の切削（保尾謙三）

・⻭の漂⽩処置の概要を説明できる。�
・象⽛質知覚過敏処置の種類を説明できる。�
・切削器械の種類と⽤途を説明できる。�
・切削器具の種類と⽤途を説明できる。�
・その他の⻭質切削器械の種類と⽤途を説明できる。�
・修復処置後のメインテナンスを説明できる。

成績評価の⽅法

MCQ形式および筆記形式の科⽬試験で評価する。

教科書

新⻭科衛⽣⼠教本「保存修復学・⻭内療法学」 医⻭薬出版社

授業外学修（予習・復習）

授業外で⾏うべき学修：授業の前⽇までに教科書の該当部分、および関連する基礎科⽬（⼝腔解剖学、⼝腔組織学、⼝腔⽣化学、⼝腔病理学、⼝腔細菌学、⻭

科理⼯学）について予習をしておいて下さい。授業を受けた後は講義ノートと配布プリントを参考に復習し、ノートを完成させて下さい。予習、復習とも30分
〜１時間が⽬安です。

その他

参考資料
新⻭科衛⽣⼠教本「⻭科診療補助論 第２版」 医⻭薬出版社�
新⻭科衛⽣⼠教本「⻭科機器」 医⻭薬出版社

受講⽣への要望等 配布資料はすべてファイリングすること。

授業の質問対応、連絡先

⼤阪⻭科⼤学⻭学部⻭科保存学講座�
（⼤ 学） 〒573-1121 ⼤阪府枚⽅市楠葉花園町8番1号�
      TEL：072-864-3037 FAX：072-864-3137�
（附属病院）〒540-0008 ⼤阪市中央区⼤⼿前1丁⽬5-17�
      TEL：06-6910-1051 FAX：06-6910-1052�
      �
⼭本⼀世�(yamamoto@cc.osaka-dent.ac.jp)�
吉川⼀志�(kazushi@cc.osaka-dent.ac.jp)�
岩⽥有弘�(iwata@cc.osaka-dent.ac.jp)�
⾕本敬彰�(tanimoto@cc.osaka-dent.ac.jp)�
保尾謙三�(yasuo-k@cc.osaka-dent.ac.jp)
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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 230902

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 309020

担当教員 辻 則正

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

30902 1○ H1◎  1◎ E1○  ⻭科医師

授業概要

⻭科衛⽣⼠は、⻭内治療学を学び⻭内治療を必要とする患者の診療補助を⾏う上で必要となる知識を修得する。また、⻭内治療の各処置内容と術式を学び必要

となる器材とその使⽤法について学習し,さらに⻭科衛⽣⼠が⾏い得る業務範囲内の技術を習得する。�
知識の修得と技術の習得によって、⻭科衛⽣⼠は⻭科医師と良好な連携をもって患者の満⾜が得られるFour�Handed�Dentistryに則った効率的な⻭科診療補助が
⾏えるようになる。 �
また、⼤部分の⻭内治療を⾏った⻭には⻭科技⼯⼠によって製作された修復物・補綴物が装着される。⻭科技⼯⼠は修復物・補綴物製作にあたり患⻭にどのよ

うな⻭科治療が⾏われているのかを理解し、⻭科医学の中における⻭内治療学の位置づけについて把握に努める。�
本科⽬は、講義の形式で上記の知識を得る。

到達⽬標

1 硬組織疾患を説明できる。

2 ⻭髄疾患を説明できる。

3 根尖性⻭周組織疾患を説明できる。

4 各疾患に対する処置法を説明できる。

5 各処置に⽤いる使⽤器具を説明できる。

6 各処置に⽤いる材料を説明できる。

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

【講義】総論、硬組織疾患

⻭内治療学とは？�
硬組織疾患の種類（特に⻭内治療学と関連性が強い硬組織疾患について）

2

【講義】⻭髄疾患の種類と病態

⻭髄疾患の種類�
⻭髄疾患の臨床症状�
⻭髄疾患の検査法

3

【講義】根尖性⻭周組織疾患の種類と病態

根尖性⻭周組織疾患の種類�
根尖性⻭周組織疾患の臨床症状�
根尖性⻭周組織疾患の検査法

4

【講義】⻭髄保存療法

⻭髄保存療法の種類�
各種⻭髄保存療法の術式

5

【講義】⻭髄除去療法

⻭髄除去療法の種類�
各種⻭髄除去療法の術式

6

【講義】根尖性⻭周組織疾患の治療、根管治療と治療に⽤いる器具・機材

感染根管治療の術式�
使⽤する器具と機材

7

【講義】根管充填、根未完成⻭の処置

根管充填に⽤いる器具・材料�
根管充填の術式�
根未完成⻭の処置

8

【講義】外科的⻭内治療、⻭内治療における安全対策、他

外科的⻭内治療の種類�
各種外科的⻭内治療の適応症�
⻭内治療における偶発症の種類、対応、予防�
顕微鏡を⽤いた⻭内治療�
⻭内⻭周疾患�
外傷⻭の治療

⻭内治療学
更新⽇：2021/11/09�09:15:02

- 43 -



⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

成績評価の⽅法

本試験 100％�
授業態度を加味し評価する。必要に応じて⼩テストを実施し評価に加えることがある。

教科書

新・⻭科衛⽣⼠教育マニュアル「⻭内治療」 クインテッセンス出版�
ISBN978-4-7812-0238-9 2011年�
授業中の配布資料�
教科書を参照しながら黒板への板書を中⼼に授業を⾏う。

授業外学修（予習・復習）

予習・復習�
特に復習では授業内容（ノート）と教科書を照らし合わせ30分以上学修し理解を深める。

その他

参考資料

「⻭内治療学」 第５版 医⻭薬出版ISBN978-4-263-45823-5 2018年�
最新⻭科衛⽣⼠教本「⻭の硬組織・⻭髄疾患�保存修復・⻭内療法」 医⻭薬出版�
ISBN978-4-263-42820-7 2010年

受講⽣への要望等
⻭内治療は⽇常的に遭遇しやすい処置ですので今から理解を⼼がけましょう。�
⻭科衛⽣⼠国家試験には関連問題が多数出題されています。

授業の質問対応、連絡先

普段は天満橋学舎にいることが多いです。天満橋学舎に直接質問に来てくださることは可能です。�
連絡はmerryよりn-tsuji@cc.osaka-dent.ac.jpへのメールの⽅が確実です。�
少量の質問ならメール連絡でも対応可能です。

- 44 -



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 230903

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 309030

担当教員 緒⽅ 智壽⼦,�津守 紀昌

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

30903 1○ H1◎ 1○ E1◎ ⻭科医師

授業概要

周知のように、⻭周病学は⼝腔保健学科・⼝腔⼯学科学⽣にとっては極めて重要で、将来の臨床との関わりも強い学科⽬である。平成15年6⽉に⻭科医師国家試
験制度改善委員会から出版された「⻭科衛⽣⼠試験出題基準」をみた場合、⻭周病学と基礎科⽬や⼝腔衛⽣学、⻭科臨床⼤要、⻭科予防処置、⻭科診療補助な

らびに保健指導等との科⽬と極めて関連が深いことを⽰している。また、⻭科技⼯においても⻭周組織の状態を把握し、プラークリテンションファクターや審

美性はもとより、⻭周組織の健康増進を踏まえた技⼯は⼤変に重要である。以上の事柄を勘案した場合、単に⻭周病学領域に⽌まらず、関連性の⾼い他教科との

併学を強調し、⻭周病学の基礎と臨床ならびに将来の臨床実習を踏まえながら講義を進め、⻭周病学の知識を修得する。

到達⽬標

1 正常な⻭周組織を説明できる

2 ⻭周病の原因とリスクファクターを説明できる

3 診断に必要な検査を説明できる

4 ⻭周治療を説明できる

5 ⻭周治療に必要な器具を説明できる

6 ⻭周病の予防法を説明できる

7 ⻭周病のメインテナンスやサポーティブペリオドンタルセラピーを説明できる

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

【講義】⻭周病学概論

・⻭周疾患の特徴を理解する。�
・⻭周組織の解剖・組織を理解する。�
・⻭周組織の⽣理・病理を理解する。

2

【講義】⻭周疾患の病因・リスクファクター

・⻭周疾患の初発因⼦を理解する。�
・⻭周疾患の修飾因⼦を理解する。�
・リスクファクターの概念を理解する。

3

【講義】⻭周疾患の分類、臨床的特徴およびその対応

・⻭周疾患の分類ができる。�
・⻭周疾患の特徴を理解する。�
・⻭周疾患の検査について理解する。

4

【講義】⻭周疾患の症候・病態と⻭周基本治療

・⻭周疾患の臨床症状を理解する。�
・⻭周疾患の原因や病態について理解する。�
・⻭周基本治療の意義、⽬的、内容を理解する。

5

【講義】⻭周外科治療

・⻭周外科⼿術の種類と⽬的を理解する。�
・⻭周外科⼿術の術式と使⽤器具を理解する。

6

【講義】根分岐部病変の処置

・根分岐部病変の原因と特徴を理解する。�
・根分岐部病変に対する処置を理解する。�
・⼝腔機能回復治療について理解する。�
・薬物療法について理解する。

7

【講義】メインテナンス治療・チーム医療・⾼齢者の⻭周疾患治療

・メインテナンスの意義、⽬的を理解する。�
・⻭周疾患治療におけるチーム医療を理解する。�
・⾼齢者に対応した⻭周治療を理解する。

8
【講義】総括

・⻭周治療の理解度を確認する。

⻭周病学
更新⽇：2021/11/09�10:12:15
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成績評価の⽅法

本試験を100％とするが、授業態度も加味し、評価する。�

教科書

⻭科衛⽣⼠講座�⻭周病学�第5版�永末書店 2021.1.19発⾏ TSBN：978-4-8160-1382-9

授業外学修（予習・復習）

授業の理解を深めるため、教科書や配布資料を照らし合わせ、⾃主的に予習・復習を最低30分⾏う。

その他

参考資料 資料を適宜配布する。

受講⽣への要望等 ⻭周病患者さんは⾼齢化社会において罹患者も多く、特に衛⽣⼠業務と深い関わりもありますので、理解を深めてください。

授業の質問対応、連絡先

天満橋学舎がメインとなりますので、授業終了直後の質問を受け付けます。�
メールで答えられる内容であれば、メール連絡でも可能です。�
緒⽅：ogata-c@cc.osaka-dent.ac.jp�
⼭内：yamauchi@cc.osaka-dent.ac.jp
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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 231001

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 310010

担当教員 ⻄崎 宏

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

31001 1○ H1◎  1○ E1◎  ⻭科医師

授業概要

⻭を多数失うと有床義⻭による補綴治療を受けることが必要になってくる。有床義⻭による補綴治療は⼝腔の諸機能の低下（咀嚼、嚥下、発⾳）を⼈⼯材料で

補い、回復するばかりでなく、障害の進⾏を予防し、全⾝の健康増進に寄与している。失われた⻭の状態（⻭が全部なくなった状態、部分的になくなった状

態）により、全部床義⻭（総義⻭）や部分床義⻭（局部床義⻭）に分類される。それぞれについて、⽣理学的、⼒学的な⾯から有床義⻭における治療や製作⽅

法ならびに指導やケアについて修得する。問題作成のアクティブラーニングを実施する。

到達⽬標

1 有床義⻭技⼯学の意義、⽬的について説明できる。

2 有床義⻭に関連のある⽣体の基礎知識を説明できる｡

3 全部床義⻭の特性を説明できる｡

4 全部床義⻭の治療と製作⼿順を説明できる｡

5 部分床義⻭の構成要素と分類を説明できる｡

6 部分床義⻭の治療と製作⼿順を説明できる｡

7 有床義⻭の修理、リベースおよびリラインを説明できる｡

8 ⾦属床義⻭を説明できる｡

9 オーバーデンチャーを説明できる。

10 暫間義⻭を説明できる。

11 即時義⻭を説明できる。

12 治療義⻭を説明できる。

13 有床義⻭の患者指導を説明できる。

14 有床義⻭のメンテナンスを説明できる。

15 ノンメタルクラスプデンチャーを説明できる。

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

【講義】有床義⻭学総論、有床義⻭補綴治療に関連ある⽣体の基礎知識

（⻄崎）�
有床義⻭の意義と⽬的を知る。�
固定性補綴装置と有床義⻭との相違を知る。�
有床義⻭の種類を知る。�
有床義⻭補綴治療に関連のある⽣体の基礎知識を知る。

2

【講義】全部床義⻭の種類と特性および製作順序

（⻄崎）�
全部床義⻭の種類を知る。�
全部床義⻭の構成要素を知る。�
全部床義⻭の⽀持、維持、安定を知る。�
全部床義⻭の製作（診療）順序を知る。

3

【講義】全部床義⻭の医療⾯接、検査、診療計画、前処置、印象採得および作業⽤模型

（⻄崎）�
全部床義⻭補綴治療のための医療⾯接、検査、診療計画を知る。�
全部床義⻭の前処置を知る。�
全部床義⻭の印象採得を知る。�
全部床義⻭の作業⽤模型製作法を知る。

有床義⻭学
更新⽇：2021/11/08�23:49:25
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4

【講義】全部床義⻭の咬合採得、咬合様式、⼈⼯⻭排列、⻭⾁形成、重合、研磨および装着

（⻄崎）�
全部床義⻭の咬合床について知る。 �
全部床義⻭の咬合採得の臨床ステップを知る。�
全部床義⻭の咬合器装着を知る。�
ゴシックアーチの⽬的を知る。�
全部床義⻭の⼈⼯⻭排列を知る。�
全部床義⻭の蝋義⻭試適を知る。�
全部床義⻭の⻭⾁形成を知る。�
全部床義⻭の蝋義⻭の埋没、重合を知る。�
全部床義⻭の研磨を知る。�
全部床義⻭の装着を知る。

5

【講義】部分床義⻭の構成要素と分類、⽀持・維持・把持および設計

（⻄崎）�
部分床義⻭の構成要素を知る。�
部分床義⻭の分類を知る。�
直接⽀台装置と間接⽀台装置の相違を知る。�
部分床義⻭の⽀持・維持・把持を知る。�
各種クラスプの種類を知る。�
レストの種類と⽬的を知る。�
隣接⾯板の⽬的を知る。�
補助⽀台装置の種類と⽬的を知る。�
アタッチメントの種類を知る。�
オーバーデンチャーを知る。�
⼤連結⼦と⼩連結⼦の種類と特徴を知る。�
部分床義⻭の設計法を知る。

6

【講義】部分床義⻭の製作順序、医療⾯接、検査、診療計画、前処置、印象採得、サベイング、咬合採得および咬合器装着

（⻄崎）�
部分床義⻭の製作（診療）順序を知る。�
部分床義⻭補綴治療のための医療⾯接、検査、診療計画を知る。�
部分床義⻭の前処置を知る。�
部分床義⻭の印象採得を知る。�
部分床義⻭の模型製作法を知る。�
サベイングの⽬的と⽅法を知る。�
部分床義⻭の咬合採得を知る。�
部分床義⻭の咬合器装着を知る。

7

【講義】クラスプ・バーの製作、⼈⼯⻭排列、⻭⾁形成、重合、研磨、装着、有床義⻭の患者指導

（⻄崎）�
クラスプ、バーの構造と製作法を知る。�
部分床義⻭の⼈⼯⻭排列、⻭⾁形成について知る。�
部分床義⻭の重合、再装着、削合および研磨について知る。�
部分床義⻭の装着、調整について知る。�
有床義⻭の患者指導を知る。�
有床義⻭清掃の重要性について知る。

8

【講義】有床義⻭治療に伴うトラブルとその対応（メンテナンス、義⻭の修理，リベースおよびリライン)、⾦属床義⻭およびノンメタルクラスプデン

チャー

（⻄崎）�
有床義⻭患者のメンテナンスを知る。��
有床義⻭の修理を知る。�
リベースとリラインについて知る。�
⾦属床義⻭を知る。�
ノンメタルクラスプデンチャーを知る。

成績評価の⽅法

成績の評価は、授業中に⾏うアクティブラーニング(問題作成）と定期試験を総合的に評価します。�
評価の⽐率は、定期試験90%、アクティブラーニング10%とします。

教科書

「最新⻭科衛⽣⼠教本��咀嚼障害・咬合異常１�⻭科補綴�第２版」全国⻭科衛⽣⼠教育協議会 医⻭薬出版 2020年 ISBN 978-4-263-42864-1�
「⻭科技⼯⼠教本 有床義⻭技⼯学」全国⻭科技⼯⼠教育協議会 医⻭薬出版2017年 ISBN 978-4-263-43165-8 

授業外学修（予習・復習）

授業ごとに、講義ノートや教科書を⽤いて30分程度復習して、補綴治療について理解するように努めてください｡�
教科書を参考に約30分程度予習しておくと、授業が理解しやすいです。

その他

参考資料

「無⻭顎補綴治療学�第3版」市川哲雄,�⼤川周治,�平井敏博,�細井紀雄��医⻭薬出版��2016��ISBN�978-4-263-45792-4�
「⻭学⽣のパーシャルデンチャー第6版」⾚川安正,�岡崎定司,�志賀博,�横⼭敦郎��医⻭薬出版��2018��ISBN�978-4-263-45817-46�
「コンプリートデンチャーテクニック第6版」細井紀雄ほか��医⻭薬出版���2011��ISBN�9784263456460�
「パーシャルデンチャーテクニック�第５版」五⼗嵐順正，⽯上友彦，⼤久保⼒廣，岡崎定司，⾺場⼀美，横⼭敦郎��医⻭薬出版
��2012��ISBN�978-4-263-45660-6�
�

- 48 -



⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

受講⽣への要望等

臨床の現場では⾼齢者の絶対数から有床義⻭装着患者は増加していると⾔われているのが現状です。また、厚労省の調べにお

いて、⻭科治療を必要とする要介護者の急増も明らかであり、訪問⻭科診療も含めた有床義⻭治療についてより検討が必要と

されています。したがって、⽇々の臨床では有床義⻭患者の顎⼝腔系の健康管理に積極的に取り組むことが急務であり有床義

⻭技⼯学の重要性が益々問われています。

授業の質問対応、連絡先 mellｙを⽤いて質問や連絡してください。
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231002

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 310020

担当教員 楠本 哲次

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

31002 1�◎ H1�○  1�◎ E1�○  ⻭科医師

授業概要

クラウンブリッジによる治療に必要な事項に関⼼や意欲を持ち、⾃主的に反復学修し、グループワーク、プレゼンテーション、ポートフォリオの作成、課題や問

題を解決できるアクティブラーニングを実施する。�
10のグループに分かれて、役割分担（進⾏役、発表役、質疑応答役など）を決め、下記に⽰す与えられた３課題について、情報収集、討論を重ね、まとめたも
のをプレゼンテーションする。グループ間相互に質疑応答を⾏い、事後に、報告書（学修ポートフォリオ）を提出する。�
課題１ 模型に装着されているクラウンの装着部位、名称、特徴。装着理由を説明できる。�
課題２ 各治療ステップの概要、必要な器具・器材の選択、使⽤⽅法や注意事項を説明できる。�
課題３ クラウンブリッジ治療の問題点を挙げ、対応を理解し、説明できる。�
なお、８コマとも⾯接授業を実施予定だが、新型コロナ等の影響で、⾯接授業がオンライン授業に変更する可能性がある。

到達⽬標

1 ⻭冠修復による回復に必要な知識を修得することができる。

2 ⻭冠修復に関する情報を収集することができる。

3 科学的根拠に基づく思考⼒を⾝につけることができる。

4 グループワークに参加し、ディスカッションができる。

5 グループワークを通して、問題解決ができる。

6 ⻭冠修復に関する内容を、ひとにわかりやすく説明できる。

7 必要なポートフォリオを作成することができる。

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

【⾯接授業】�クラウンブリッジ学に関する基本事項を学修する。

クラウンブリッジ学に関する基本事項を⼗分に理解し、そのうえでグループワークを通したアクティブラーニングがスムースに効率的に進⾏できる

ように下記に⽰すコンテンツにより進める。2022年度は学⽣からの希望で、視覚素材を多く取り⼊れる⼯夫をした。�
１ クラウンブリッジの治療⽅法��
２ クラウンブリッジ学の⽬標、授業の⽅法、授業以外で学ぶべき学修��
３ クラウンとは��
４ クラウンの種類��
５ クラウン症例の供覧��
６ ブリッジとは��
７ ブリッジの種類、構成、適応症��
８ 基底⾯形態によるポンテックの種類��
９ クラウンブリッジ治療の概略的な流れと内容�
10 クラウンブリッジ学を通して学修して欲しいこと

2

【⾯接授業】アクティブラーニングの取り組みと３つの課題内容を説明する。

１ アクティブラーニングの取り組みの主旨について説明を⾏う。�
２ ３〜６コマ⽬において⾏う３つの課題を説明する。�
３ グループワークにおける役割分担、各課題でやるべき内容について説明を⾏う。�
  学⽣を10グループに分け、各グループ内で、進⾏係：1名、記録係：複数名、調査・検討係：全員、プレゼン準備係：複数名、発表係：１名、
質問対応係：複数名、を決める（グループ間で増減あり）。�
４ グループ内評価、グループ間評価、教員評価とそれらを通した⽇常の学修評価、試験による評価について説明を⾏う。�
５ 課題１について、グループワークで⾏う内容を説明する。�
６ 課題２について、グループワークで⾏う内容を説明する。�
７ クラウンブリッジの治療の流れと内容を説明する。�
８ 治療ステップで必要な器具・器材の選択、使⽤⽅法や注意事項を説明する。�
９ 課題２について、グループワークで⾏う内容を説明する。

3

【⾯接授業】「課題1�クラウンブリッジの名称と特徴を説明できる。」について、�グループワークを⾏う。

１ 各グループにクラウンブリッジ装着模型を配布するので、それぞれの模型に装着されているクラウンやブリッジを観察する。�
�２ それぞれの模型に装着されているクラウンやブリッジについて、①装着部位、②名称、③特徴、④装着されている理由について、グループワー
クを実施する。�
３ 皆で⼒を合わせて、情報収集、資料の整理、発表の準備を⾏い、5〜7分程度にまとめ、⾳声⼊⼒した発表データを作成する。

クラウンブリッジ学
更新⽇：2021/12/07�17:27:39
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4

「課題２ クラウンブリッジによる治療の流れを説明できる。」について、グループワークを⾏う。

�「１ クラウンブリッジで⾏われる治療を10の治療項⽬に分け、それぞれの治療項⽬に必要な器具・機械の学修資源を事前に準備、提⽰する。��
２ 各治療項⽬について、①具体的な治療内容、②それに必要な器具・道具の名称、③取り扱いの説明、注意点を、グループワークを実施する。�
３ 皆で⼒を合わせて、情報収集、資料の整理、発表の準備を⾏い、5〜7分程度にまとめ、⾳声⼊⼒した発表データを作成する。

5

【⾯接授業】「課題３ クラウンブリッジ治療の問題点を挙げ、対応を理解する。」について、グループワークを⾏う。

１ 課題1、2と同様のグループに分かれ、グループワークを実施する。��
２ 各グループで２〜３分以内で説明できる発表データを作成し、提出する。

6

【⾯接授業】 課題発表データのブラッシュアップと試験問題を作成する。

１ 課題１〜３の発表データをグループ内でブラッシュアップし、データを提出する。�
２ 各グループ内で、クラウンブリッジ学で学んだ内容をもとに、タキソノミーの⾼い試験問題を２〜３問作成し、提出する。

7

【⾯接授業】 課題１のグループ発表と質疑応答

１ 課題１について、10グループの発表を⾏い、発表内容を理解し、質疑応答を⾏う。�
２ 各評価項⽬について、⾃⼰評価とともに、グループ内、グループ間で評価を⾏う。

8

【⾯接授業】 課題２のグループ発表と質疑応答

１ 課題２について、10グループの発表を⾏い、発表内容を理解し、質疑応答を⾏う。�
２ 各評価項⽬について、⾃⼰評価とともに、グループ内、グループ間で評価を⾏う。�
３ 課題３についての発表はなく、発表データの提⽰のみ⾏い、学⽣が作成した問題のなかから採⽤されるものを提⽰する。

成績評価の⽅法

・グループ活動に全員が参加し、グループワーク、プレゼンテーション、事後報告書（ポートフォリオ）の提出までの⼀連の⾏為を平常点の評価対象とする。グ

ループ活動に全員が参加し、発表することが前提で、⽋席、協⼒をしないものは、各評価が低いか、0点となる。�
・３つの課題について、評価項⽬を公表し、⾃⼰評価とともに、グループ内、グループ間、教員による評価を⾏い、総合計点数を、全試験成績の50％に割り当
てる。��
・単位試験を実施し、全試験成績の50％に割り当てる。出題される試験問題は、次の通りとする。� �
1)教員が作成した問題：約10問（視覚素材を⽤いた問題5問＋その他5問前後）� �
2)学⽣が作成した問題：各グループで作成された問題20〜30問のなかから、適切と判断で来た問題に修正を加えた約15問

教科書

・⻭科衛⽣⼠教本 咀嚼障害・咬合異常１ ⻭科補綴 全国⻭科衛⽣⼠教育協議会監修 医⻭薬出版 2020年 ISBN 978-4-263-42864-1�
課題を解決するため、教本に記載されている内容をてがかりに、他の参考書、教科書、⽂献を調べること。

授業外学修（予習・復習）

・３課題とも、授業時間以外で⾃主的にグループワークに参加し、皆で情報収集、意⾒交換、討論して欲しいので、相当時間（1〜2時間以上）が相当必要であ
る。��
・グループ学習とは別に、学⽣⾃⾝、学ぶべき事項を明⽰したシラバスをみて、参考書や論⽂を検索するなど⾃主的に予習と復習を1時間以上⾏い、ノートに整
理し、まとめることが必要である。

その他

参考資料

・⻭科衛⽣⼠講座 ⻭冠修復と⽋損補綴の治療と診療補助 松村英雄 ⼤久保⼒廣 ⼆川浩樹 吉⽥直美編集主幹 永末書

店 2020 978-4-8160-1371-3 �
・最新⻭科技⼯⼠教本 ⻭冠修復技⼯学 全国⻭科技⼯⼠教育協議会編集 医⻭薬出版 2017 978-4-263-43166-5�
・最新⻭科技⼯⼠教本 ⻭科技⼯実習 全国⻭科技⼯⼠教育協議会編集医⻭薬出版 2017 978-4-263-43171-9 �
 知識の整理や理解を深めるための資料を適宜配布する。

受講⽣への要望等
他⼈にまかせる態度、姿勢ではなく、グループワークには積極的に参加し、学修意欲の持続、向上に努めること。�
⾃分なりに毎回予習（1時間以上）、復習（1時間以上）を⾏うようにしてください。

授業の質問対応、連絡先

質問はできるだけ授業中にするように⼼がけて下さい。�
授業時間以外では、設定されているオフィスアワーに、楠本教授室へ来て下さい。�
メール（kusumoto@cc.osaka-dent.ac.jp）または科⽬ごとに設定されているMellyで連絡してもらってもいいですが、時間外
（特に夜間）、休⽇は避けて下さい。但し、返信は遅れる可能があることをご承知おき下さい。
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231003

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 310030

担当教員 武⽥ 吉裕

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

31003 1◎ H1○  1◎ E1○  ⻭科医師

授業概要

インプラント治療が⻭科治療の中で、予知性の⾼い治療との認識が浸透してきている。�
そのため、学⽣がインプラントの基本的な知識を習得することが必須となってきている。�
授業は講義を主体として⾏う。

到達⽬標

1 インプラント治療を⾏うにあたり基本的な知識を習得できる。

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

8

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1
【講義】インプラントの歴史、顎⾻・周囲組織の解剖およびインプラント基本構造を理解できる。

器具の名前を理解できる。

2
【講義】インプラント材料、インプラント周囲組織、オステオインテグレションを理解できる。

インプラントの周囲組織について理解できる。

3
【講義】現代インプラントの成功の基準、インプラント治療の流れを理解できる。

インプラント治療の流れを理解できる。

4
【講義】インプラント治療で問題となる全⾝疾患、適応症、禁忌症を理解できる。

全⾝的および局所的な問題点を理解できる。

5

【講義】⼀次⼿術の術式、感染予防対策や器材の滅菌・消毒を理解できる。

⼿術の術式を理解できる。�
⼀回法、⼆回法の違いを理解できる。

6
【講義】インプラント印象採得法を理解できる。

オープントレー法、クローズトレー法について理解できる。

7
【講義】アバットメントの種類と特徴、上部構造の固定法を理解できる。

セメント固定、スクリュー固定について理解できる。

8
【講義】インプラントにおける偶発事故、メインテナンス時の検査・器具および術式、⻭科衛⽣⼠・⻭科技⼯⼠の役割、患者指導を理解できる

⻭科衛⽣⼠・⻭科技⼯⼠の役割、事故について理解できる。

成績評価の⽅法

科⽬試験を100％とする。�
ただし、受講態度も加味して総合的に判定する。

教科書

よくわかる⼝腔インプラント学�第3版�/�医⻭薬出版

授業外学修（予習・復習）

授業前に、教科書を読んで、予習をおこなって授業にのぞんでください。（最低30分程度）

その他

参考資料
⼝腔インプラント学実習書 第２版（2014年7⽉）�
978-4-8160-1274-7

受講⽣への要望等 各講義ごとに必ず復習を⾏うこと

授業の質問対応、連絡先 takeda-y@cc.osaka-dent.ac.jp

⼝腔インプラント学
更新⽇：2021/11/18�12:04:56
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231004

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 310040

担当教員 楠本 哲次

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

31004 1�◎ H1�○  1�◎ E1�○  ⻭科医師

授業概要

スポーツ選⼿、睡眠障害、顎関節症、ブラキシズム、腫瘍などを有する患者に対し、予防や治療のために装着するオーラルアプライアンスを必要とする状況を

理解し、それらの形態、特徴、具備条件、製作に必要な器具・器材を理解し、製作できるようにする。��
８コマとも⾯接授業を実施予定。新型コロナの影響で、⾯接授業がオンライン授業に変更する可能性がある。

到達⽬標

1 各種のオーラルアプライアンスの形態を理解できる。�

2 各種のオーラルアプライアンスの特徴を理解できる。

3 各種のオーラルアプライアンスの具備条件を理解できる。

4 各種のオーラルアプライアンスの製作に必要な材料を理解できる。

5 各種のオーラルアプライアンスの製作に必要な器具を理解できる。

6 各種のオーラルアプライアンスにおける指導・管理ができる。

7 各種のオーラルアプライアンスにおけるメインテナンスができる。

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

【⾯接授業】オーラルアプライアンスを必要とする状況を説明できる。

ガイダンス（楠本）�
１ スポーツ医⻭学とスポーツ選⼿におけるマウスガードを知る。�
２ 睡眠時無呼吸症候群患者に装着するスリープスプリントを知る。�
３ 顎関節症患者への可逆的治療法として装着するオクルーザルスプリントを知る。�
４ ブラキシズム患者に装着するナイトガードを知る。�
５ その他のオーラルアプライアンスの紹介。�
�
特別講師：村⽥�侑右（上宮⾼校野球部監督）   �
１ ⾼校野球の実践指導�
２ スポーツ選⼿に対する健康教育 �
３ スポーツ選⼿に対する健康管理・指導�
４ スポーツ環境などに関する安全対策�
 授業後、5問の筆記試験形態の⼩テストを実施する。�
�
状況により、オンライン授業となる場合がある。�
授業後、５問の筆記試験形態の理解度⼩テストを実施する。

2

【⾯接授業】スポーツ選⼿に対し、顎⼝腔領域での外傷を知り、予防のために装着するマウスガードを知る。

１ スポーツ⻭科医学とは�
２ スポーツ外傷とスポーツ障害の違い�
 1）スポーツ外傷の具体例�
 2）スポーツ外傷の応急処置�
３ 顎⼝腔領域のスポーツ外傷�
４ スポーツ外傷の安全対策と予防�
５ マウスガードの定義・具備すべき条件�
６ マウスガード装着の効果と種類�
 授業後、5問の筆記試験形態の理解度⼩テストを実施する。�
 協⼒ 新家 義章 ⾮常勤講師

オーラルアプライアンス学
更新⽇：2021/10/22�11:22:31
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3

【⾯接授業】スポーツ選⼿に対し、顎⼝腔領域での外傷を知り、予防のために装着するマウスガードを知る。

７ マウスガードのデザイン�
 1）素材�
 2）外形�
 3）各種製作⽅法�
８ マウスガードのメインテナンス�
９ スポーツドリンクの危険性�
10 ⼥性アスリートへの留意点�
 授業後、5問の筆記試験形態の理解度⼩テストを実施する。�
 協⼒ 新家 義章 ⾮常勤講師

4

【⾯接授業】睡眠時無呼吸症候群の病態を知り、治療のために装着するスリープスプリントを知る。

１ はじめに�
 1）診療報酬における位置づけ�
２ 睡眠障害とは�
 1）⻭科と睡眠障害の関連�
 2）睡眠に関する障害の分類�
 （1）睡眠障害の概念�
 （2）睡眠障害の分類�
 （3）睡眠呼吸障害の分類�
３ 睡眠時無呼吸症候群とは�
 1）定義�
 2）分類�
 3）発症因⼦�
 4）合併症のリスク�
４ 閉塞型睡眠時無呼吸症候群とは�
 1）メカニズムと症状・所⾒�
  授業後、5問の筆記試験形態の理解度⼩テストを実施する。��
  協⼒ 新家 義章（⾮常勤）

5

【⾯接授業】睡眠時無呼吸症候群の病態を知り、治療のために装着するスリープスプリントを知る。

 2）全⾝疾患との関連�
 （1）循環器系・冠動脈系�
 （2）⽇本⻭科衛⽣⼠会の取り組み�
 3）検査・診断�
 （1）各種検査⽅法�
５ 閉塞型睡眠時無呼吸の治療�
 1）治療⽅法の選択�
 2）各治療⽅法の原理�
 3）スリープスプリントの種類�
 4）リープスプリントの製作�
 5）スリープスプリントのメインテナンス�
 授業後、5問の筆記試験形態の理解度⼩テストを実施する。��
 協⼒ 新家 義章（⾮常勤）

6

【⾯接授業】顎関節症患者への可逆的治療法として装着するオクルーザルスプリントを知る。

１ 顎関節症とは�
２ 顎関節症の病因�
３ 顎関節症の調査結果�
４ 顎関節症の病態分類�
５ 顎関節症の治療�
 1）基本治療�
 2）専⾨治療  �
 3）スプリント療法�
 （1）製作⽅法   �
６ 症例の提⽰�
 授業後、5問の筆記試験形態の理解度⼩テストを実施する。

7

【⾯接授業】ブラキシズム患者に装着するナイトガードを知る。

１ ブラキシズムとは�
２ ブラキシズムの現状�
３ ブラキシズムに関する問題�
４ ブラキシズムの原因�
５ ブラキシズムの診断�
６ ブラキシズム�
７ 症例の提⽰�
 授業後、5問の筆記試験形態の理解度⼩テストを実施する。
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8

【⾯接授業】その他のオーラルアプライアンスを紹介する。

１ その他の⼝腔内装置を紹介する。��
 1)�腫瘍等による顎⾻切除後の⼿術創の保護⽤  ��
 2)�放射線治療⽤��
 3)�顎間固定⽤��
 4)�出⾎創の保護圧迫⽌⾎��
 5)�気管内挿管時の⻭の保護��
 6)�咬傷などによる⼝腔粘膜等の保護��
 7)�⾆接触補助床⽤��
２ 楠本の臨床ケースを紹介する。��
 ケース１����⻭ぐきのすき間がかっこ悪い��
 ケース２ 前⻭から空気が漏れる��
 ケース３ 化粧がしにくい��
 ケース４ 唇があれる��
 ケース５ 腫瘍で⻭と顎がなくなりつらい�
 ケース６ 腫瘍で⼝腔粘膜があれる��
 ケース７ 腫瘍で周囲組織と交通している（顎義⻭）��
 ケース８ 先天的に⻭がなくご飯が⾷べれない� ��
  授業後、5問の筆記試験形態の理解度⼩テストを実施する。

成績評価の⽅法

・各授業において、毎回、授業終了時に実施する理解度⼩テストの試験成績を平常点とし、全試験成績の40％に割り当てる。�
⼩テスト（計8回実施）：1回5点満点で、計8回で40点満点。�
・単位試験を実施し、全試験成績の60％に割り当てる。

教科書

・特定の教科書はない。��
・知識の整理や理解を深めるための資料を適宜提⽰する。

授業外学修（予習・復習）

・各回の授業において、学⽣⾃⾝、学ぶべき事項を明⽰したシラバスをみて、予習（約30分）、復習（約30分）を⾏い、ノートにまとめ、整理しておく。��
・⾃分なりの解説した授業ノートを作成する。

その他

参考資料

・スポーツ⻭科臨床マニュアル ⽇本スポーツ⻭科臨床マニュアル 医学情報社 2007 978-4-903553-10-8�
・写真でマスターする顎関節症治療のためのスプリントのつくり⽅・つかい⽅ 鱒⾒進⼀、皆⽊省吾編 2011 ヒョウロン・
パブリシャーズ 978-4-86432-000-9�
・臨床家のためのオーラルアプライアンス⼊⾨ 杉⼭義祥編 医学情報社 2012 978-4-903553-43-6

受講⽣への要望等 ・⾃主的に予習（約30分）、復習（約30分）を⾏うこと。

授業の質問対応、連絡先

質問はできるだけ授業中にするように⼼がけて下さい。�
授業時間以外では、設定されているオフィスアワーに、楠本教授室へ来て下さい。�
メール（kusumoto@cc.osaka-dent.ac.jp）または科⽬ごとに設定されているMellyで連絡してもらってもいいですが、時間外
（特に夜間）、休⽇は避けて下さい。但し、返信は遅れる可能があることをご承知おき下さい。
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231005

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 310050

担当教員 末瀬 ⼀彦

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

31005 1○ H1◎  1○ E3◎ ⻭科医師

授業概要

本授業では、⻭科治療における「審美治療の重要性」について認識する。そのためには、顔貌、⼝腔、⻭との調和の基本、修復のための基本事項について理解

し、⻭科医師、⻭科衛⽣⼠、⻭科技⼯⼠がチーム⻭科医療としての専⾨的役割を実践できるように習得する。�
授業は主として講義を中⼼に⾏う。

到達⽬標

1 ⻭科医療における⻭科審美の位置づけおよび⻭の特徴を修得できる

2 ⼝腔の機能と⼼理を理解できる

3 顔⾯･⼝腔の加齢と⽼化を理解できる

4 ⻭科審美治療に関わる検査について説明できる

5 ⼝臭、PMTC、⻭のホワイトニングを理解できる

6 審美治療としての保存修復治療およびインプラント治療について説明できる

7 審美治療としての⻭冠修復および⽋損修復治療について説明できる

8 最新⻭科治療としてデジタルデンティストリーを理解できる

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

8

遠隔
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

0

授業計画

1

【講義】⻭科医療における⻭科審美の位置づけと顎顔⾯領域の形態について理解する

１）⻭の正常・異常について説明する�
２）⻭⾁の正常・異常について説明する�
３）⻭列の正常・異常について説明する�
４）上下顎の位置の正常・異常について説明する�
５）顔貌の正常を説明する�
６）⻭科医療の特異性と⻭科審美の位置づけについて概説する

2

【講義】顎顔⾯に調和した⾊について理解する

１）⾊の基本について説明する�
２）⻭の⾊彩的構造について説明する�
３）⻭・⻭⾁の標準的および病的な⾊調について説明する�
４）粘膜・⾆の標準的および病的な⾊調について説明する�
５）顔⾯の標準的および病的な⾊調について説明する�
６）⻭の⾊調採得法について説明する

3

【講義】顎⼝腔系の機能について理解する

１）咬合の正常・異常について説明する�
２）咀嚼・嚥下の正常・異常について説明する�
３）発⾳の正常・異常について説明する�
４）表情に影響する項⽬について説明する

4

【講義】加齢と⽼化に伴う変化について理解する

１）⻭の形態と⾊調の変化について説明する�
２）⻭⾁の退縮と⻭頸線の変化について説明する�
３）頬粘膜・⼝唇の緊張の喪失と滑⾆の低下について説明する�
４）⽪膚・⼼⾝の機能低下と⼼理的変化について説明する

5

【講義】治療と管理①

１）⼝臭の機序と治療について説明する�
２）ブリーチング法について説明する�
３）ラミネートベニア修復について説明できる

6

【講義】治療と管理②

１）審美的⻭冠修復について説明する�
２）有床義⻭の審美について説明する�
３）インプラントの審美について説明する

審美⻭科学
更新⽇：2021/10/04�16:10:58
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7

【講義】デジタルデンティストリー①

１）デジタルデンティストリーの概要を説明する�
２）CAD/CAMテクノロジーについて説明する

8
【講義】デジタルデンティストリー②

１）CAD/CAMテクノロジーに⽤いる材料および修復物について説明する

成績評価の⽅法

単位試験（100%）において理解度をチェックする

教科書

講義資料を中⼼に⾏う

授業外学修（予習・復習）

授業内容の復習を30分以上⾏う�

その他

参考資料

⻭科審美学（永末書店）�
基礎から学ぶCAD/CAMテクノロジー（医⻭薬出版）�
⻭科衛⽣⼠ベーシックスタンダード 審美⻭科�
⻭科衛⽣⼠ベーシックスタンダード インプラント（医⻭薬出版）�
シーシエの審美補綴（クインテッセンス出版）�
最新デジタルデンティストリー（医⻭薬出版）

受講⽣への要望等

近年、顎⼝腔・⻭の治療において単に形態的・機能的な回復だけでなく、個性的な⾃然感のある審美回復を誰もが願っていま

す。�
審美⻭科治療は材料や機器の発展に伴って⽇々進展しています。できるだけ新しい情報発信をしていきたいと思います。�
講義中は私語および携帯電話などの使⽤は厳に慎み、途中⼊退出は禁⽌する。

授業の質問対応、連絡先

質問はメールで受け付けます。�
メールアドレス suebon@tf6.so-net.ne.jp （質問、相談のみに使⽤してください！）�
質問、相談の際には、学年、学⽣番号、所属（⼝腔保健学科、⼝腔⼯学科）、⽒名を必ず記載してください。
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231101

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 311010

担当教員 松本 和浩

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

31101 1○ H1◎  1○ E1◎  ⻭科医師、⼝腔外科専⾨医

授業概要

顎⼝腔領域の疾患や⼿術について、視覚教材をパワーポイントで提⽰して臨床に即した実例を講義します。講義内容をフィードバックするため復習のプリント

「知識の整理」を使⽤して演習を⾏います。演習では理解の確認を⽬的として顎⼝腔領域の疾患や⼿術について学びます。

到達⽬標

1
顎⼝腔領域に発⽣する疾患（先天異常、外傷、⼝腔粘膜疾患、腫瘍、嚢胞、炎症、唾液腺疾患、神経疾患、⾎液疾患等）の病状、診断および治療法に

ついて修得できる。

2 ⼝腔外科⼿術の説明および注意点の説明を実践できる。

3 ⼝腔外科⼿術（抜⻭、腫瘍・嚢胞の⼿術、消炎観⾎⼿術等）の適切な介助法を実践できる。

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

【講義】総論、先天異常・発育異常（教科書 p2〜p26）

１）顎⼝腔領域に発⽣する疾患について�
２）⻭の発育異常について�
３）軟組織の先天異常、発育異常について�
４）⼝唇裂および⼝蓋裂について�
５）顎の先天異常、発育異常について

2

【演習】総論、先天異常・発育異常・【講義】損傷（教科書 p27〜p44）

１）総論・先天異常、発育異常について「知識の整理」での演習�
２）軟組織の損傷について�
３）⻭および⻭槽部の外傷について�
４）顎⾻⾻折について

3

【演習】損傷・【講義】⼝腔粘膜疾患（教科書 p50〜p70、p76〜p79）

１）損傷について「知識の整理」での演習�
２）⽔疱形成疾患について�
３）紅斑・⽩斑形成疾患について�
４）潰瘍形成疾患について�
５）⾊素沈着疾患について�
６）⼝腔乾燥・粘膜の萎縮疾患について

4

【演習】⼝腔粘膜疾患・【講義】化膿性炎症疾患・嚢胞（教科書 p80〜p97）

１）⼝腔粘膜疾患について「知識の整理」での演習�
２）炎症について�
３）⻭周組織・顎⾻・顎⾻周囲組織の炎症について�
４）嚢胞の病態、治療法について�
５）顎⾻に発⽣する嚢胞（⻭原性、⾮⻭原性）について�
６）軟組織に発⽣する嚢胞（⻭原性、⾮⻭原性）について

5

【演習】化膿性炎症疾患、嚢胞・【講義】腫瘍（教科書 p98〜p111）

１）化膿性炎症疾患・嚢胞について「知識の整理」での演習�
２）良性腫瘍（⻭原性・⾮⻭原性）について�
３）腫瘍類似疾患について�
４）悪性腫瘍について

6

【演習】腫瘍・【講義】唾液腺疾患、神経疾患（教科書 p112〜p129）

１）腫瘍について「知識の整理」での演習�
２）唾液腺の特徴と唾液腺疾患について�
３）唾液腺の炎症について�
４）シェーグレン症候群について�
５）唾液腺腫瘍について�
６）三叉神経痛について�
７）三叉⿇痺について�
８）顔⾯神経⿇痺について

⼝腔外科学
更新⽇：2021/09/29�11:00:55
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7

【演習】唾液腺疾患、神経疾患・【講義】顎関節疾患、⾎液疾患（教科書 p45〜p49、p70〜ｐ76、p163〜168）

１）唾液腺疾患、神経疾患について「知識の整理」での演習�
２）顎関節脱⾅について�
３）顎関節症について�
４）⼝腔内に症状が発現する⾎液疾患について�
５）出⾎性素因について�
６）⽌⾎法について

8

【演習】顎関節疾患、⾎液疾患・【講義】抜⻭・⼩⼿術・【演習】抜⻭・⼩⼿術（教科書 p130〜p172、p223〜p257）

１）顎関節疾患、⾎液疾患について「知識の整理」での演習�
２）抜⻭に必要な器具、術式および介助について�
３）消炎⼿術に必要な器具、術式および介助について�
４）嚢胞摘出術に必要な器具、術式および介助について�
５）インプラント⼿術について�
６）縫合に必要な器具、術式について�
７）抜⻭・⼩⼿術について「知識の整理」での演習

成績評価の⽅法

・科⽬試験60点以上で合格とする

教科書

最新⻭科衛⽣⼠教本 顎・⼝腔粘膜疾患 ⼝腔外科・⻭科⿇酔 全国⻭科衛⽣⼠教育協議会監修 医⻭薬出版 2019年 �
ISBN978-4-263-42823-8

授業外学修（予習・復習）

【予習】講義内容を事前に教科書で⽬を通しておくこと（15分）�
【復習】テキストを利⽤して復習すること（30分）

その他

参考資料 最新 ⼝腔外科学 第5版 榎本昭⼆他著 医⻭薬出版 2017年 ISBN978-4-263-45806-8

受講⽣への要望等

臨床実習にあたり重要な科⽬なので、広い範囲ですが理解できるよう努めて下さい。�
補講がありますので、時間割に気を付けて下さい。�
出席率が悪いと単位試験受験資格がありませんので気をつけること。

授業の質問対応、連絡先 講義⽇の授業前、休憩時間および講義後30分に質問に来てください。
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231102

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 311020

担当教員 松本 和浩

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

31102 1○ H1◎  1○ E1◎  ⻭科医師、ICD

授業概要

⻭科診療や技⼯操作では、エアロゾルや体液に�曝露する機会が多く、感染リスクも⾼い。そのため、学⽣が安全・安⼼に⻭科診療・技⼯操作を⾏うために感染
予防対策はとても重要である。感染予防学では、感染経路について理解し、感染予防の概念およびその具体的予防対策⽅法について学ぶ。授業では視覚教材で

実例を⽰しながら解説を⾏う。フィードバックのため「知識の整理」を⾏う。

到達⽬標

1 標準予防策を説明できる。

2 ⼿指衛⽣について説明できる。

3 機械器具の洗浄・消毒・滅菌について説明できる。

4 針刺し・切創の予防策を説明できる。

5 感染症の予防策について説明できる。

6 医療廃棄物の処理が実践できる。

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

【講義】院内感染について（教科書 p3〜p7、p88〜p95）

1) 感染が起こる原因および感染経路について�
2) 講義内容について「知識の整理」で演習

2

【講義】スタンダードプレコーション（標準予防策）（教科書 p7〜p8、p27〜p32）

1) ⻭科医療および技⼯操作と感染リスクについて�
2) スタンダードプレコーションの概念について�
3) 講義内容について「知識の整理」で演習

3

【講義】⼿指衛⽣について（教科書 p8〜p16）

1) ⼿指衛⽣の重要性について�
2) ⼿洗いの種類、⼿順について�
3) 講義内容について「知識の整理」で演習

4

【講義】個⼈防護具について（教科書 p16〜p23）

1) ⼿袋の必要性および未滅菌、滅菌⼿袋の装着法について説明する。�
2) 個⼈防護具（サージカルマスク、ゴーグル、プラスチックエプロン等）の⽬的および使⽤法について�
3) 講義内容について「知識の整理」で演習

5

【講義】器具、器材の洗浄・消毒・滅菌について（教科書 p27〜p87）

1) スポルディングの分類について�
2) 器具、器材の洗浄から滅菌について�
3) 消毒薬の適正使⽤について�
4) 印象体の洗浄・消毒・⽯膏注⼊の過程について�
5) 講義内容について「知識の整理」で演習

6

【講義】医療廃棄物について（教科書 p113〜p115） 

1) 感染性廃棄物、⾮感染性廃棄物について�
2) バイオハザードマークについて�
3) 講義内容について「知識の整理」で演習

7

【講義】針刺し切創および粘膜曝露への対応（教科書 p99〜p112）

1) 針刺し・切創および粘膜曝露防⽌対策について�
2) 針刺し・切創および粘膜曝露発⽣時の対応について�
3) 講義内容について「知識の整理」で演習

8

【講義】⻭科治療で注意すべき感染症について（教科書 p113〜p121）

1)��⻭科治療で注意すべき感染症（⿇疹、⾵疹、⽔痘、流⾏性⽿下腺炎、インフルエンザ、  ��HBV、HCV、HIV等）について�
2)��ワクチン接種の重要性について�
3)��講義内容について「知識の整理」で演習

成績評価の⽅法

感染予防学
更新⽇：2021/09/29�11:01:46
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・科⽬試験60点以上で合格とする。

教科書

新・⻭科医療における感染予防対策と滅菌・消毒・洗浄 ICHG研究会編 医⻭薬出版 2019年�
ISBN 978-4-263-44431-3

授業外学修（予習・復習）

【予習】教科書の項⽬のページを⽬を通しておくこと。15分�
【復習】講義の範囲を教科書を読み返すこと。30分

その他

参考資料

シチュエーションに応じた消毒薬の選び⽅・使い⽅ �尾家�重治著 じほう社 2014年�
ISBN 978-4-8407-4561-1�
⻭科訪問診療における感染予防対策の基本と実際 �ICHG研究会 砂書房 2004年 �
ISBN-13 �978-4901894197

受講⽣への要望等

⽇常⻭科診療や技⼯操作で必要な基礎知識ですので、授業をよく理解するように努めてください。�
補講がありますので、時間割に気を付けて下さい。�
科⽬試験60点以上で合格とする。出席率が悪いと単位試験受験資格がありませんので気をつけること。

授業の質問対応、連絡先 授業内容についての質問は、講義⽇の講義前、休憩時間、講義後30分に質問しに来て下さい。
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231103

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 311030

担当教員 �⼤下 修弘

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

31103 1○ H1◎ ⻭科医師、⻭科⿇酔専⾨医

授業概要

⻭科⿇酔学臨床に必要な医学的知識を修得する。�
全⾝管理の補助について学習する。�
救急蘇⽣に関する実習に参加し⼼肺蘇⽣法を修得する。

到達⽬標

1 バイタルサインを説明できる。

2 各種局所⿇酔法と施術時の注意点を説明できる。

3 ⻭科治療時の全⾝的偶発症（⾎管迷⾛神経反射、過換気症候群、アナフィラキシーショック）とその対応を説明できる。

4 精神鎮静法の適応症と種類を説明できる。

5 全⾝⿇酔の適応症と種類を説明できる。

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

6 2

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1
【講義】⻭科⿇酔学とは。呼吸、循環、全⾝疾患

「⻭科衛⽣⼠テキスト ⻭科⿇酔学・全⾝管理学」 1〜10

2
【講義】バイタルサイン

「⻭科衛⽣⼠テキスト ⻭科⿇酔学・全⾝管理学」11〜20

3
【講義】精神鎮静法、全⾝⿇酔法

「⻭科衛⽣⼠テキスト ⻭科⿇酔学・全⾝管理学」 21〜30

4
【講義】局所⿇酔法、局所⿇酔時の偶発症

「⻭科衛⽣⼠テキスト ⻭科⿇酔学・全⾝管理学」 31〜36

5
【講義】ペインクリニック

「⻭科衛⽣⼠テキスト ⻭科⿇酔学・全⾝管理学」 37〜46

6
【講義】⼀次・⼆次救命処置

「⻭科衛⽣⼠テキスト ⻭科⿇酔学・全⾝管理学」 47〜50

7

【実習】⼀次救命処置、AEDの使⽤法①

「⻭科衛⽣⼠テキスト ⻭科⿇酔学・全⾝管理学」 47〜48�
成⼈の⼀次救命処置について講義と実習を⾏う。

8

【実習】⼀次救命処置、AEDの使⽤法②

「⻭科衛⽣⼠テキスト ⻭科⿇酔学・全⾝管理学」 47〜48�
成⼈の⼀次救命処置について講義と実習を⾏う。

成績評価の⽅法

科⽬試験60％、授業態度30％、実習態度10％の割合で評価を⾏う。�

教科書

⻭科衛⽣⼠テキスト ⻭科⿇酔学・全⾝管理学 学建書院�
ISBN�978-4-7624-1169-4

授業外学修（予習・復習）

教科書の該当部分を読んで講義に臨んでください。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
JRC�蘇⽣ガイドライン2020,�AHA ガイドライン2020（G2020）�
スタンダード全⾝管理・⻭科⿇酔学 学建書院

受講⽣への要望等
講義中は私語を慎み、周りの迷惑にならないよう気をつけること。�
実習中は髪の⽑は束ね、動きやすい服装と靴を着⽤すること。

⿇酔学・⻭科⿇酔学
更新⽇：2022/02/04�08:46:06
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授業の質問対応、連絡先 ⼤阪⻭科⼤学⻭科⿇酔学講座 oshita@cc.osaka-dent.ac.jp� ⼤下
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231104

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 311040

担当教員 ⼩滝 真也,�⼭中 武志,�⼤草 亘孝,�有地 淑⼦

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

31104 1○ H1◎ ⻭科医師

授業概要

⻭科放射線学に関して、⻭科衛⽣⼠として具有すべき知識・態度・技能を⾝につける。各科に分散している⻭科放射線学の項⽬を整理しながら、放射線の性質

および⼈体に対する影響を理解し、⽇常⻭科診療への適応⽅法を学ぶ。放射線の発⽣から始まり、物質との相互作⽤、エックス線撮影装置、現像処理、デジタ

ル撮影システム、感染防⽌対策を含めた撮影⼿順、画像のマウント⽅法、⼝外法撮影、エックス線解剖、放射線⽣物・防護に関する知識を⾝につける。講義に

は知識確認のための⼩テストおよびレポート提出を含み、グループワークを含めた実習にて主として技能を習得する。

到達⽬標

1 放射線の⽣物学的影響を理解し、放射線防護を概説できる。

2 エックス線画像の形成原理を概説できる。

3 ⻭科領域におけるエックス線撮影の種類と適応を概説できる。

4 ⼝内法ならびにパノラマエックス線撮影の⼿技を説明できる。

5 ⼝内法エックス線写真とパノラマエックス線写真のエックス線解剖の概要を表記できる。

6 う蝕と⻭周病および顎⾻に⽣じる病変（嚢胞、腫瘍、炎症等）のエックス線所⾒を概説できる。�

7 超⾳波検査、CT（CBCT）およびMRIの原理と特徴を概説できる。

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

8 1

遠隔
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

0

授業計画

1

【講義】放射線の基礎知識・⻭科医療と放射線

放射線には多くの種類がある。共通する点や、それぞれで異なる点を学ぶ。�
われわれの周囲をとりまく電磁波にはどのようなものがを知る。�
⻭科領域で放射線の利⽤のされ⽅、画像検査とはどのようなものか、なぜ放射線が⽤いられるのかを知る。�
授業は講義形式で⾏う。

2

【講義】放射線の⼈体への影響と防護

放射線防護に関する知識、防護の概念３つ、被曝対象者による線量限度の違い、⾃然放射線と⽐べた場合の⻭科領域における画像検査の被曝線量な

どを学ぶ。�
授業は講義形式で⾏う。

3

【講義】エックス線と画像形成・フィルム

エックス線によりどのように画像形成がなされるのかを学ぶ。�
フイルムの表裏識別・構造、現像処理、デジタル画像を学ぶ。�
授業は講義形式で⾏う。

4

【講義】⻭科におけるエックス線検査

⻭科領域における単純撮影と特殊撮影、⻭科⽤エックス線撮影装置の各部名称、装置の構造、装置の扱い⽅を学ぶ。�
授業は講義形式で⾏う。

5

【講義】⼝内法エックス線撮影

⼝内法エックス線撮影に関して、撮影法、正常解剖像、病的像を学ぶ。�
授業は講義形式で⾏う。

6

【講義】パノラマエックス線撮影

パノラマエックス線撮影に関して、撮影法、正常解剖像、病的像を学ぶ。�
授業は講義形式で⾏う。

7

【講義】写真処理と画像保管

フィルムにおける写真処理・画像保管とデジタルでの写真処理・画像保管を学ぶ。�
授業は講義形式で⾏う。

8

【講義】放射線治療・放射線治療時の⼝腔管理

⻭科における放射線治療・放射線治療時の⼝腔内管理を学ぶ。�
授業は講義形式で⾏う。

9
【実習】⼝内法エックス線撮影・パノラマエックス線撮影実習

⼝内法エックス線撮影・パノラマエックス線撮影を実施し、それら正常解剖像を実習形式で学ぶ。�

⻭科放射線学
更新⽇：2021/11/16�11:10:56
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成績評価の⽅法

科⽬試験、授業態度、提出物をふまえ総合的に評価する。�
割合としては、単位試験70％、レポート20%、⼩テスト10％とする。�
レポートは授業ごとに内容を指定する。(昨年は3回レポート提出あり)�
⼩テストは毎回授業の最後に⾏い出席を確認する。

教科書

最新⻭科衛⽣⼠教本�⻭科放射線�(医⻭薬出版株式会社�全国⻭科衛⽣⼠教育協議会監修�岡野友宏�編集）�

授業外学修（予習・復習）

教科書の該当部分を読んで講義に臨んでください。また、復習の際は各回の⼩テストを解けることを⽬標に学習して下さい。時間の指定はありませんが、図書

館を活⽤するようにしてください。

その他

参考資料
⻭科衛⽣⼠講座�⻭科放射線学�(永末書店�⾦⽥�隆、奥村泰彦、�村上秀明�編集)�
⻭科放射線学第6版（医⻭薬出版株式会社�岡野友宏、清⽔⾕公成、⼩林�馨�編集�）

受講⽣への要望等

教科書・ノート・筆記⽤具を持参してください。�
⻭科放射線学の知識は、⻭科衛⽣⼠の業務にも役⽴ちます。なぜ、⾻の中の⻭が⾒えるのか？⻭の中が⾒えるのか？どうやっ

て放射線被曝から⾝を守るのか？などを学習していきます。

授業の質問対応、連絡先
⻭科放射線学講座 kotaki@cc.osaka-dent.ac.jp オフィスアワー：授業実施⽇の12:15〜13:15�
メール（kotaki@cc.osaka-dent.ac.jp）で、事前予約や質問を受け付けます。
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231201

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 312010

担当教員 原⽥ 京⼦,�⻘⽊ 翔

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

31201 1○ H1◎ ⻭科医師

授業概要

⼩児を対象とする⻭科保健医療全般について学ぶ。まず総論で、「⼩児とは」、そして「⼩児⻭科とは」どのようなものかを学ぶ。次に各論では、⼩児の発育

および⼩児への対応法について習得し、その上で⼩児の⻭科的疾患とその治療法についての知識を学び、将来⻭科衛⽣⼠として⼩児に積極的に対応できるよう

な知識を習得するよう講義を進める。

到達⽬標

1 ⼩児の発育および⾝体的・⼼理的特徴を説明できる。

2 ⼩児期の⻭科的疾患およびその治療法を説明できる。�

3 ⼩児⻭科における⻭科衛⽣⼠の役割を説明できる。

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 0 0 0

遠隔
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

0 0 0 0

授業計画

1

【講義】⼩児⻭科学総論

・⼩児とは�
・⼩児⻭科学とは�
・⼩児⻭科医療の⽬的�
・⼩児⻭科の特徴�
・⼩児⻭科診療における⻭科衛⽣⼠の役割�
・成⻑、発達、発育の定義�
・発育期の分類とそれぞれの特徴�
・⼩児の⽣理的特徴

2

【講義】⼼⾝の発育と⼩児への対応１

・⼩児の精神運動発達�
・⼩児患者・保護者・⻭科医師・⻭科衛⽣⼠の関係�
・⼩児への各種対応法

3

【講義】⻭列および⻭の発育とその異常

・顎、顔⾯、頭蓋の発育とその異常�
・⻭の発育とその異常�
・⻭列・咬合の発育とその異常

4

【講義】⼩児におけるう蝕予防

・乳⻭および幼若永久⻭の特徴�
・乳⻭う蝕の原因�
・乳⻭う蝕の特徴�
・幼若永久⻭う蝕の特徴�
・⼩児の各種う蝕予防法�
・ラバーダム法の⽬的、⽅法、利点、⽋点

5

【講義】⼩児⻭科診療における補助１

・⼩児⻭科診療の流れおよび補助�
・乳⻭および幼若永久⻭の各種⻭冠修復法�
・乳⻭および幼若永久⻭の⻭髄炎および根尖性⻭周炎の処置法�
・⼩児期の⼝腔外科処置�
・⼩児期の⻭の外傷

6

【講義】⼩児⻭科診療における補助２

・⼩児期の⻭周疾患�
・⼩児期の軟組織疾患�
・⼩児期の感染症

⼩児⻭科学
更新⽇：2021/10/04�16:10:22
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7

【講義】⼩児⻭科診療における補助３

・保隙の⽬的�
・保隙装置の種類�
・保隙装置の適応症および装着後の留意点�
・⼝腔習癖への対応

8

【講義】⼼⾝の発育と⼩児への対応２

・⻭科治療上注意すべき⼩児の全⾝疾患�
・摂⾷機能の発達�
・離乳期の特徴

成績評価の⽅法

本試験、授業中の⼩テストおよび授業態度などを総合的に評価する。�
評価の⽐率は、単位試験80％、⼩テスト20％とする。

教科書

新・⻭科衛⽣⼠教育マニュアル ⼩児⻭科学  クインテッセンス出版�
（テキストは授業中にも使⽤するので、必ず持参すること。）�
授業時配布資料

授業外学修（予習・復習）

シラバスにて講義の内容を確認し、テキストの該当箇所を読んで予習し、講義後はテキストおよび授業時配布資料を⽤いて20分程度復習をすること。

その他

参考資料

最新⻭科衛⽣⼠教本 ⼩児⻭科 医⻭薬出版�
⼩児⻭科 ベーシックテキスト、クリニカルテキスト�
⼦どもの⻭に強くなる本�
乳幼児の⼝と⻭の健診ガイド

受講⽣への要望等

⼩児⻭科診療では⻭科衛⽣⼠の役割は⾮常に⼤きく、⼩児のみならず保護者とのコミュニケーションも重要になります。保護

者へ⼗分説明ができる知識と、⼩児の診療中のストレスを軽減するための対応法やアシスト技術を習得するために、好奇⼼を

もって講義に出席してください。

授業の質問対応、連絡先 質問等で連絡を希望する際には、メール（kyoko-w@cc.osaka-dent.ac.jp：原⽥)までお願いします。
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231202

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 312020

担当教員 細⼭ 有規⼦,�松本 尚之,�細⼭ 智加⼦

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

31202 1○ H1◎ ⻭科医師

授業概要

矯正治療の⽬的、治療年齢に応じた顎・顔⾯・⻭列の発育、不正咬合の原因、不正咬合の診断、治療内容の実際などを習得して、矯正治療の中での診療補

助・予防処置・⼝腔衛⽣指導を⻭科衛⽣⼠が柔軟に⾏える素地を養う。また、不正咬合の原因である⼝腔にまつわる様々な悪習癖の除去への指導等、⻭科衛⽣⼠

にとって重要な役割についても学ぶ。また、⻭科矯正学の⽴場からみた⽬的に留まらず、他の⻭科専⾨領域と連携協⼒することにより、さまざまな⼝腔顎顔⾯領

域の疾患に対してより良い総合的な⻭科治療を患者に提供することを⽬的として学習する。�
授業の⽅法は、毎回授業プリントを配布し、スライドで講義を⾏い、授業を聴きながらプリントの⽳埋めを⾏って⾏く。その範囲の国家試験の過去問のプリ

ントを配布し、宿題として問題を解いてくること。次回の授業のはじめに、問題の解説をスライドで⾏い、その後、次の範囲の講義を⾏う。

到達⽬標

1 矯正治療の⽬的や意義を説明できる。

2 成⻑発育について説明できる。

3 正常咬合と不正咬合について説明できる。

4 診断に必要な検査を説明できる。

5 頭部X線規写真分析を説明できる。

6 矯正⼒の種類を説明できる。

7 矯正⼒による作⽤機序、⽣体反応を説明できる。

8 ⻭の移動様式について説明できる。

9 保定の意義を説明できる。

10 矯正装置について説明できる。

11 症例の分析・治療学について説明できる。

12 矯正治療に使⽤する器具・材料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

【講義】⻭科矯正学概論、頭部・顎・顔⾯の成⻑発育、⻭・⻭列の成⻑発育

1.�矯正治療の⽬的や意義を説明できる。��
2.�成⻑発育の概念を説明できる。        �
3.�顎顔⾯の成⻑発育を説明できる。�
4.�混合⻭列期の成⻑発育を説明できる。�
5.�混合⻭列期の成⻑発育を説明できる。

2

【講義】正常咬合と不正咬合

1.�不正咬合の先天的原因を説明できる。�
2.�不正咬合の後天的原因を説明できる。��
3.�正常咬合の概念を説明できる。�
4.�不正咬合の分類を説明できる。

3

【講義】矯正検査診断に関する知識

1.�診断に必要な検査を説明できる。�
2.�頭部X線規写真分析を説明できる。

4

【講義】矯正治療の⽣⼒学

1.�矯正⼒の種類を説明できる。�
2.�作⽤機序、⽣体反応を説明できる。�
3.�⻭の移動を説明できる。�
4.�保定の意義を説明できる。

5

【講義】矯正装置

1.�矯正装置の構造を説明できる。�
2.�矯正装置の使⽤⽬的と適⽤時期を説明できる。�
3.�保定装置について説明できる。�
4.�矯正装置装着時の指導ができる。

⻭科矯正学
更新⽇：2021/10/04�16:04:28
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6

【講義】症例の分析・治療学

1.�症例を的確に分析できる。�
2.�治療⽬標を⽴案することができる。�
3.�治療開始時期を説明できる。�
4.�治療の進め⽅を解説できる。�
5.�顎変形症を概説できる。

7

【講義】矯正治療に使⽤する器具・材料

1.�矯正⽤材料・器具を説明できる。�
2.�矯正治療時の補助について説明できる。�
3.�偶発症、後戻りについて説明できる。

8

【講義】総括

1.�顎顔⾯の成⻑発育、不正咬合について説明できる。�
2.�症例の分析、診断について説明できる。�
3.�矯正治療法、矯正装置について説明できる。�
4.�矯正治療時の補助について説明できる。

成績評価の⽅法

平常点は、講義内での⼝頭試問、課題として授業プリントの⽳埋め、宿題プリントを活⽤し勉強出来ているかを確認し、評価する。�
単位試験では、範囲から出題し、広範囲の習熟度を判定する。�
評価の⽐率は、単位試験70%、平常点30%とする。

教科書

全国⻭科衛⽣⼠教育協議会 『咀嚼障害・咬合異常２ ⻭科矯正』（医⻭薬出版）�

授業外学修（予習・復習）

教科書の該当部分を予習し、授業に望んで下さい。�
復習の際は、過去の国家試験問題をプリントにしてお渡しするので、画像写真とともに解説が出来るように学習をして下さい。�
問題プリントは範囲によって国家試験出題問題数が異なるため必要時間は、30分から２時間程度です。

その他

参考資料 第６版『⻭科矯正学』（医⻭薬出版）

受講⽣への要望等

毎回、国家試験の過去問をまとめたプリントを宿題にするので、次の授業までに解いてくるようにしてください。�
授業の最初に答え合わせをするので、忘れずに持って来てください。�
授業プリントを配りますが、⾜りない部分は教科書と併⽤して勉強してください。

授業の質問対応、連絡先 メールアドレス�chikako-h@cc.osaka-dent.ac.jp
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231203

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 312030

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

31203 1○ 2○ H1◎ ⻭科医師

授業概要

我々⻭科保健医療従事者の責務は、⼝腔疾患の予防に⽌まらず、国⺠の⼝腔の健康を保持増進して総合的（⾝体的、精神的、社会的）な健康を実現し、質の⾼い

⽣活を送ってもらうことに貢献することにある。そのためには、教科書レベルでの知識の習得はもちろんであるが、⻭科保健医療の実践現場では，清書に記載

がなくても⻭科医療従事者として理解しておかなければならない知識や技術、考え⽅、実践的⾏動なども多い。�
そこで本授業では、学⽣がパワーポイント資料や動画を⽤いた視覚的に理解できる授業およびデモンストレーションなどを通じて、教科書に記載されていない

予防⻭科領域についても理解を深めることができ、幅広い考え⽅や視点を有する⻭科衛⽣⼠になることができることを⽬指す。

到達⽬標

1 オーラルヘルスケアの概念と内容を説明できる。

2 ⻭科疾患の指標について説明できる。

3 ⼝腔内のセルフケアサポートについて説明できる。

4 ライフステージ別のオーラルヘルスケアについて説明できる。

5 災害時の⻭科保健活動について説明できる。

6 国際協⼒とその関連機関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

8

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

�【⾯接授業】オーラルヘルスケアの概念と内容

1）オーラルヘルスケアとは�
2）セルフケアとプロフェッショナルケア

2

【⾯接授業】医療⾯接、患者とのコミュニケーション�

1）医療⾯接の実際�
2）コミュニケーションの重要性

3

【⾯接授業】⻭・⼝腔に関する診査・検査と評価�

1）⽣活習慣、習癖・嗜好・⾷⽣活の診査と評価�
2）カリエスリスク検査・初期う蝕診査と評価�
3）⻭周疾患のリスク検査と評価�
4）⼝臭検査・味覚機能検査と評価

4

【⾯接授業】セルフケアサポートに関する知識と実際�

1）⼝腔清掃と補助的清掃⽤具�
2）⻭磨剤�
3）⾷⽣活指導法�
4）禁煙サポート法

5

�【⾯接授業】ライフステージ対応オーラルヘルスケアのポイント

1）乳幼児期の特徴とオーラルヘルスケア�
2）学齢期の特徴とオーラルヘルスケア�
3）成⼈期の特徴とオーラルヘルスケア�
4）⾼齢者の特徴とオーラルヘルスケア�
5）障がい者、要介護者の特徴とオーラルヘルスケア

6

【⾯接授業】全⾝の病気と⼝の健康、⾼齢者と⼝の健康�

1）⼝腔内のチェックポイント�
2）オーラルヘルスケアと指導の実践�
3）⾼齢者の⼝腔内のチェックポイント�
4）⾼齢者に対するオーラルヘルスケアの役割�
5）⾼齢者に対するオーラルヘルスケアと指導の実践

7

【⾯接授業】災害時の⻭科保健、国際⻭科保健�

1）災害における保健医療対策と対応�
2）被災地での⻭科保健活動�
3）国際協⼒と関連機関�
4）世界の⼝腔保健の現状

予防⻭科学
更新⽇：2021/10/12�09:46:35
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8

【⾯接授業】予防⻭科学のまとめ�

1）1〜7回で実施した⾯接授業の内容について、その理解度を確認する。�
2）授業のまとめを⾏う。

成績評価の⽅法

授業開始時には前回講義内容について⼩テストあるいは⼝頭試問を⾏う。また⾯接授業の内容について理解を深めるため、指定した課題に関するレポートの提出

を求める。�
形成的評価として科⽬試験を実施し総合的に評価する。�
評価⽐率は、⼩テスト10％、レポート課題10％、科⽬試験80％とする。

教科書

授業中に適宜資料を配付し、テキストの補助資料として使⽤する。

授業外学修（予習・復習）

授業終了時に、次回の授業履修までに準備学修（予習）しておく内容（⽬安時間:約10分）について教⽰する。�
また、授業開始時に⾏った⼩テストの内容については、授業中に正答を導くポイントを解説し、学⽣⾃⾝で確認・学修する⼀助とする。

その他

参考資料
「オーラルヘルスケア事典」学建書院�
また、授業中に適宜参考資料を配付する。�

受講⽣への要望等

わが国では、⾼齢者の残存⻭数が劇的に増加傾向を⽰しています。これは、国⺠の⻭や⼝腔に対する意識の⾼まりとともに、

⻭科保健医療の現場において「⻭や⼝腔の健康を保持・増進する」ことを推進してきた結果です。⾼齢化が加速度的に進む

中、⻭科疾患の予防という考え⽅は国⺠のニーズでもあります。また、⻭科衛⽣⼠の役割は、災害時対応や国際的貢献など多

岐に亘ります。�
本授業では、教科書に載っていない内容でも⻭科衛⽣⼠として知っておく必要がある内容について、皆さんに伝えていきま

す。皆さんは積極的な姿勢で臨み、予防⻭科に関する理論や⽅法を習得するとともに、視野を広く持つことを意識してくださ

い。

授業の質問対応、連絡先 質問対応は、オフィスアワー指定時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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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231301

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 313010

担当教員 柿本 和俊

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

31301 2○ 3○ H2◎  2○ 3○ E2◎  ⻭科医師

授業概要

⾼齢者の⼝腔内は⼀般成⼈と異なった特徴を持っている。また，⾼齢者は全⾝的，⼼理的および社会的状態においても，⼀般成⼈と同列に扱うことはできな

い。社会の⾼齢化に伴い，⻭科治療を受ける⾼齢者は急激に増加することが予想され，⻭科医療従事者として⾼齢者の特徴を理解しておくことは必要不可⽋で

ある。�
この科⽬では，講義によって⾼齢者の社会的，全⾝的，⼼理的及び⼝腔の特徴，さらに，⾼齢者に対する⻭科治療，訪問⻭科診療，⼝腔健康管理及び⾼齢者

で使⽤されることが多い⼝腔内装置について学習する。�

到達⽬標

1 ⽼化と⼝腔の加齢変化について説明できる。

2 ⾼齢者の全体像を説明できる。

3 要介護⾼齢者の⾝体疾患と⼝腔疾患について説明できる。

4 ⾼齢者⻭科における医療安全について説明できる。

5 ⾼齢者の⼝腔健康管理について説明できる。

6 ⻭科訪問診療を説明できる。

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

【講義】⾼齢者⻭科と⾼齢者の現状

・⾼齢者⻭科学の⽬的�
・⾼齢者⻭科での⻭科衛⽣⼠と⻭科技⼯⼠の役割�
・⾼齢者の年齢区分�
・⾼齢化の現状と将来�
・⾼齢者の社会保障制度

2

【講義】⽼ 化

・⽼化の定義・機序�
・⾼齢者の組織・器官の変化�
・⾼齢者の⾝体機能の変化�
・⾼齢者の精神・⼼理的変化�
・顎⼝腔系の加齢変化

3

【講義】⾼齢者の⼝腔疾患

・⾼齢者のう蝕の特徴�
・⾼齢者の⻭周疾患の特徴�
・⼝腔乾燥症�
・⾼齢者の⼝臭�
・味覚障害他の⾼齢者に多い⼝腔疾患

4

【講義】⾼齢者の⼝腔粘膜疾患と⻭科診療

・⾼齢者に多い⼝腔粘膜疾患�
・⾼齢患者とのコミュニケーション�
・⾼齢者の誘導�
・⾼齢者の医療⾯接�
・⾼齢者の診療補助�
・⾼齢者⻭科の医療安全

5

【講義】⾼齢者の全⾝管理

・⾼齢者に多い全⾝疾患と⼝腔との関係�
・⾼齢者に多い全⾝疾患と⻭科治療との関係�
・⾼齢者の服⽤薬に対する⻭科治療上の配慮

⾼齢者⻭科学
更新⽇：2021/10/19�16:03:48
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6

【講義】介護と訪問⻭科診療

・⽣活⾃⽴度�
・介護保険法の創設・背景と現状�
・在宅医療を受ける患者の特徴�
・訪問⻭科診療の意義�
・訪問診療器材�
・訪問⻭科診療の準備と処置�
・要介護⾼齢者のチームアプローチ

7

【講義】要介護者の⼝腔健康管理

・⼝腔健康管理の⽬的と分類�
・要介護者の⼝腔健康管理の流れ�
・要介護者の⼝腔衛⽣管理�
・要介護者の⼝腔機能管理

8

【講義】義⻭の取り扱いと要介護者の健康管理

・義⻭の取り扱い⽅法�
・終末期の⼝腔健康管理�
・介護予防�
・居宅療養管理指導�
・⾼齢者の栄養管理

成績評価の⽅法

レポート課題の評価と単位試験の成績で総合評価する。�
評価の⽐率は，科⽬試験�80％，レポート�20％とする。�
レポートは評価を付けて返却する。

教科書

「⻭科衛⽣⼠講座 ⾼齢者⻭科学」森⼾光彦ほか，著永末書店，2017年，ISBN978-4-8160-1312-6�
授業中の配布資料�
教科書に基づいて授業をします。教科書を必ず持参してください。�

授業外学修（予習・復習）

「超⾼齢社会における⻭科衛⽣⼠/⻭科技⼯⼠としての役割」についてのレポートを提出してもらいます。授業内容を復習し，⾃⾝の考えをまとめてくださ
い。復習は毎回20分程度⾏うように⼼がけてください。

その他

参考資料

「新⻭科衛⽣⼠教本 ⾼齢者⻭科」全国⻭科衛⽣⼠教育協議会，医⻭薬出版，2013年，ISBN978-4-263-42835-1�
「⽼年⻭科医学」森⼾光彦ほか，医⻭薬出版，2015年，ISBN978-4-263-45789-4�
「新訂版 知りたいことがすぐわかる ⾼齢者⻭科医療-⻭科医療に繋がる医学知識-」⼩⾕順⼀郎ほか，永末書店，2017年，I
SBN978-4-8160-1323-2�
「⾼齢者⻭科診療ガイドブック」⽇本⽼年⻭科医学会監修，⼝腔保健協会，2010年，ISBN978-4-89605-263-3�
「⽼年⻭科医学⽤語辞典」⽇本⽼年⻭科医学会編，医⻭薬出版，2016年，ISBN978-4-263-45793-1�
「有病者⻭科学」今井 裕ほか，永末書店，2018年，ISBN978-4-8160-1335-5

受講⽣への要望等
今後，⻭科医療スタッフとして⾼齢者と接する機会は増加します。⾼齢者に対する態度が⻭科医療スタッフとしての評価に⼤

きく影響します。⽇常においても⾼齢者と接する機会を多く持つように⼼掛けてください。

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。�
在室時にも応対可能です。
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231501

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 315010

担当教員 樋⼝ 鎮央

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

31501 4○ 4○ E3�◎ ⻭科技⼯⼠

授業概要

講義を通じて従来法とデジタル法の違いを理解し、修復物を製作するための知識⼒を養う。�
これまでの⻭科技⼯は，修復物を製作する上において印象材，⽯膏，ＷＡＸ，埋没材，⾦属，樹脂，セラミックスと絶えず膨張，収縮する不安定な材料を駆使

しながら修復物を製作していた。しかし，昨今では，⼝腔内スキャナーや⻭科⽤CAD/CAM・AM技術を使⽤することにより，それらに影響されることなく，精度
的にも材料的にも安全・安⼼で安定した修復物の製作ができるようになってきている。本コースではCAD/CAMシステムの構造の理解，ソフトウェアとハードウ
ェアについての理解，などの基礎的な理論と知識について習得する。

到達⽬標

1 デジタルデンティストリーの現状について説明できる。

2 これまでの修復物毎の製作⼯程の流れを説明できる。

3 CAD/CAMでの製造⼯程の流れについて説明できる。

4 ⻭科⽤CAD/CAMシステムのスキャナーの構造について説明できる。

5 CAD/CAM技術を応⽤した製作法による使⽤材料について説明できる。

6 切削法による加⼯⽅法と使⽤可能な材料についての説明できる。

7 三次元積層造形法（アディティブ・マニュファクチャリング）でのその製作⽅法を説明できる。

8 CTとCAD/CAMシステムを連携して製作した修復物を説明できる。

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

8

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1
【講義】デジタルデンティストリーの現状を説明

デジタルデンティストリーの現状を把握する。

2

【講義】これまでの⻭科技⼯製作⼯程の流れと特徴について

これまでの修復物毎の製作⼯程の流れと特徴について知識の習得を⾏う。�
クラウンブリッジ、フルデンチャー、パーシャルデンチャー等。

3
【講義】CAD/CAMでの製造⼯程の流れと特徴について

新しい、CAD/CAM技術を応⽤した製作法の製作⼯程の流れと特徴について知識の習得を⾏う。

4
【講義】⻭科⽤CAD/CAMシステムのスキャナーの構造と特性について

⻭科⽤CAD/CAMシステムのスキャナーの構造と特性について知識の習得を⾏う。

5
【講義】⻭科⽤CAD/CAMシステムで使⽤する材料の特性について

新しい、CAD/CAM技術を応⽤した製作法による使⽤材料の特性について知識の習得を⾏う。

6
【講義】⻭科⽤CAMによる加⼯⽅法と特徴（講義）

切削法による加⼯⽅法と使⽤可能な材料についての特徴について知識の習得を⾏う。

7

【講義】⻭科におけるアディティブ・マニュファクチャリング（AM）技術の特徴

新しい製作⽅法である、三次元積層造形法（アディティブ・マニュファクチャリング）では、現在使⽤されている樹脂、⾦属に加え、新たにセラミ

ックスの造形もできるようになっているがその製作⽅法と使⽤材料についての特徴について知識の習得を⾏う。

8
【講義】CTとCAD/CAMシステムで製作した装置の臨床応⽤

⽇常臨床の中でCTの違いとCAD/CAMシステムで製作した各種修復物の応⽤状況を把握。

成績評価の⽅法

レポート提出と授業中に数回，⼩テスト⾏う。状況によってはWeb授業とし、課題提出にて出⽋評価をする。単位試験を⾏い，総合評価する。�
評価の⽐率は，単位試験80％，授業態度および⼩テスト20％とする。�
⼩テストの解説は随時、講義で⾏い、提出物については返却時にコメント記⼊する。

教科書

・教科書としては無いので下記を使⽤。�
・「基礎から学ぶCAD/CAMテクノロジー」医⻭薬出版 末瀬⼀彦 宮﨑 隆 2017年８⽉ ISBN:978-4-263-43362-1�
・授業中の配布資料を主に⽤いる。

⼝腔デジタル基礎⼯学
更新⽇：2021/12/07�09:29:10
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授業外学修（予習・復習）

授業前に数回、前回の授業についての⼩テストを⾏うので，約60分は復習をしておいて下さい。�
授業前の予習については約60分は⾏い、範囲については授業中に指⽰します。

その他

参考資料

「⻭科⽤CAD/CAM ハンドブック 〜CAD/CAM基礎知識から材料特製まで〜」Ⅰ〜Ⅴ ⼭本貴⾦属地⾦ 2016年4⽉〜2017
年7⽉�
「補綴臨床別冊 最新デジタルデンティストリー」 医⻭薬出版社 末瀬⼀彦 宮﨑 隆 2018年4⽉ 08124-04�

受講⽣への要望等

⽇程の関係で講義内容の順序の変更を⾏なうことがある。�
配布資料は全てファイリングすること。�
デジタル加⼯技術に使⽤するシステムは急速に進歩している技術でもあり，そのメカニズムについて違いを理解しておく必要

があり、各種学会、デンタルショーへの参加やインターネット等、常に向上⼼を持って学習するように⼼掛けおくこと。

授業の質問対応、連絡先
Mellyにて対応します。�
分かり難ければ直接、研究室まで。
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開講年度 2022 学期 通年 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231603

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 316030

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

31603 2�○ 5�◎ H3�○ ⻭科衛⽣⼠

授業概要

本科⽬は、１年次に学修した⻭科保健指導論および⻭科保健指導実習Ⅰの知識と技術を基に、ライフステージに沿った個⼈および集団指導の基礎を学修す

る。�
第２学年前期では個⼈対象および地域⻭科保健活動において、ライフステージごとの対象者を把握し対象者に応じた健康教育活動ができることを⽬的とす

る。演習ではグループディスカッションを重ね、PDCAサイクルを実践するアクティブラーニングを⾏う。�
第２学年後期では対象者のライフステージに応じた⼝腔保健管理について学び、⻭科衛⽣過程をグループディスカッションを通じ合同実習で担当する患者（1

年⽣）に対応できるようになることを⽬的とする。

到達⽬標

1 ⼩学校3年⽣を対象とした健康教育の要点が理解できる。

2 ⼩集団を対象に健康教育を⾏う際の注意点を理解できる。

3 ⾃ら仲間と協働し、健康教育を作り上げるための連携ができる。

4 3年⽣の⼝腔保健臨地実習Ⅱの実習で⾏う乳幼児健診での実践内容を理解する。

5 ライフステージ別の対象者の⼀般的特徴と⼝腔の特徴および⻭科保健⾏動を説明できる。

6 ライフステージ別の⼝腔衛⽣指導ができる。

7 特別配慮を有する妊産婦、障がい児・者、要介護者の⼀般的特徴と⼝腔の特徴を説明できる。

8 特別配慮を有する妊産婦、障がい児・者、要介護者の⼝腔健康管理と指導ができる。

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

18 10 ２

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

1【講義】⻭科保健指導実習Ⅱガイダンス、ライフステージ別指導法(1)学齢期①�(1コマ)�：⽯川・前岨・尾形

1）⻭科保健指導実習Ⅱの概要を説明する。�
2）学齢期（⼩学３年⽣）の⼀般的特徴および⼝腔の特徴および⼝腔保健⾏動について説明する。�
3）�学齢期におけるプロフェショナルケアの⽬標、セルフケアの⽬標およびコミュニティケアの⽬標を説明する。�
4）�⽣活習慣の把握について説明する。�
5）⾷⽣活の把握と、⾷⽣活指導について説明する。�
6）⼝腔内状態の把握法と、⼝腔清掃指導について説明する。

2

2.3【演習】健康教育に必要な媒体（教材）の評価（2コマ）：前岨・⼤⻄・尾形・寺島・⽯川

2.3（演習）�
・健康教育に⽤いるために作成した媒体（教材）を評価する。�
・対象者（⼩学校3年⽣）に応じた媒体（教材）について振り返り、検討する。�
《復習》検討した媒体（教材）を追加で作成する。（90分）

3

4【講義】ライフステージ別指導法�(2)�妊産婦�(1コマ)：⽯川・前岨・尾形

1）妊産婦の⼀般的特徴および⼝腔の特徴�
2）妊娠期の経過と⺟体の変化�
3）胎児の⻭や⼝腔の発育�
5）妊産期および授乳期の⻭科衛⽣介⼊

4

5.6【講義】ライフステージ別指導法�(3)�乳児期①(2コマ)：⽯川・前岨・尾形

1）乳児期の⼀般的特徴および⼝腔の特徴�
2）乳児期におけるプロフェショナルケアの⽬標、セルフケアの⽬標�
3）乳児期の⼝腔清掃指導�
4）⾷⾏動と⾷機能の発達�
5）乳児期の⾷⽣活指導

5

7【講義】ライフステージ別指導法�(4)�幼児期�：前岨・尾形・⽯川

1）幼児期の⼀般的特徴および⼝腔の特徴および⼝腔保健⾏動について説明する。�
2）幼児期におけるプロフェショナルケアの⽬標、セルフケアの⽬標を説明する。�
3）幼児期の⼝腔清掃指導を説明する。�
4）幼児期の⾷⽣活の特徴と⾷⽣活指導について説明する。

⻭科保健指導実習Ⅱ
更新⽇：2021/11/10�17:35:42
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6

8【講義】ライフステージ別指導法(5)学齢期②：前岨・尾形・⽯川

1）学齢期の⼀般的特徴および⼝腔の特徴および⼝腔保健⾏動について説明する。�
2）�学齢期におけるプロフェショナルケアの⽬標、セルフケアの⽬標およびコミュニティケアの⽬標を説明する。�
3）�⽣活習慣の把握について説明する。�
4）⾷⽣活の把握と、⾷⽣活指導について説明する。�
5）⼝腔内状態の把握法と、⼝腔清掃指導について説明する。

7

9.10健康教育に必要な媒体（教材）の再評価、情報収集（2コマ）：前岨・⼤⻄・尾形・寺島・⽯川

9【演習】�
・健康教育に⽤いるために作成した媒体（教材）を再評価する。�
・対象者（⼩学校3年⽣）に応じた媒体（教材）について振り返る。�
10【講義】�
・必要な情報を収集する。�
・対象者（⼩学校3年⽣）の特性とニーズを把握する。

8

11【講義】ライフステージ別指導法(6)⻘年期：尾形・前岨・⽯川

1）⻘年期の⼀般的特徴および⼝腔の特徴について説明する。�
2）�⻘年期における望ましい⻭科保健⾏動、プロフェショナルケアの⽬標およびセルフケアの⽬標を説明する。�
3）�⻘年期の⾷⽣活の特徴と栄養について説明する。�
4）⻘年期の⾷⽣活指導について説明する。

9

12.13【講義】ライフステージ別指導法(7�)成⼈期：尾形・前岨・⽯川

1）成⼈期の⼀般的特徴および⼝腔の特徴について説明する。�
2）�成⼈期の⻭科衛⽣介⼊（プロフェショナルケアの⽬標およびセルフケアの⽬標）を説明する。�
3）�成⼈期の⾷⽣活の特徴と栄養について説明する。�
4）⽣活習慣病予防と栄養指導について説明する。

10

14【講義】配慮を要する者への⻭科衛⽣介⼊(1) 障害児者：⽯川・前岨・尾形

1）障害児者の⼀般的特徴および⼝腔の特徴について説明する。�
2）障害児者の⻭科衛⽣介⼊ー障害児者の⻭と⼝腔の健康管理の現状と重要性ーについて説明する。�
3）介護者によるケアの⽬標について説明する。

11

15【演習】教員による健康教育デモンストレーション（1コマ）前岨・⼤⻄・尾形・寺島・⽯川

（演習）�
・実施場所（⼩学校）での具体的対応法について理解する。�
・対象者（⼩学校3年⽣）に実施する時の注意点を理解する。�
・原稿試験に向けた練習を実施する。

12

16【講義】ライフステージ別指導法(8)⽼年期：⽯川・前岨・尾形

・⽼年期の⼀般的特徴�
・⽼年期の⼝腔の特徴�
・⽼年期の⻭科衛⽣介⼊�
・⼝腔機能低下症に対する指導�
・⽼年期の⾷⽣活の特徴と⾷⽣活指導

13

17.18【講義】配慮を要する者への⻭科衛⽣介⼊(2) 要介護⾼齢者：⽯川・前岨・尾形

・要介護者の特徴�
・ADLや認知機能等の評価指標�
・要介護⾼齢者への⻭科衛⽣介⼊

14

19.20⻭科衛⽣過程の展開（2コマ）：⽯川・前岨・尾形・⼤⻄・寺島

19.20�
【講義】�
・⻭科衛⽣過程のマネジメントサイクルを理解し、全体像を説明できる。�
・⻭科衛⽣過程における各構成要素の⽬的を説明できる。�
【演習】�
・模擬患者で⻭科衛⽣過程を展開する。�
・⻭科衛⽣過程展開⽅法について理解する。

15

21.22【演習】⻭科衛⽣過程の実践（2コマ） チェア実習室 ：⽯川・前岨・尾形・⼤⻄・寺島

（演習）�
・⻭科衛⽣過程における書⾯化（業務記録）の意義を説明できる。�
・⾏動変容モデルについて理解する。�
（演習）�
・模擬患者で⻭科衛⽣過程を展開する。�
・1年⽣との合同実習に向けて、⾃分の担当患者で⻭科衛⽣過程を展開する。�
・⼝腔衛⽣管理を⾏うための⻭科衛⽣介⼊計画が⽴案できる。

16

23【講義】⽣活習慣の指導 NCDs（1コマ）：尾形・前岨・⽯川

・⾮感染性疾患（NCDｓ）とは�
・NCDsの対象疾患について�
・NCDsの症例に合わせた⻭科保健指導

17

24【講義】矯正患者への⻭科保健指導（1コマ）：⽯川・尾形・前岨

・⻭科矯正治療の概要�
・矯正⻭科患者への⻭科衛⽣介⼊�
・矯正装置の種類と保健指導の要点
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18

25.26【実習】⼝腔衛⽣管理に関する清掃⽤具（デンタルフロス再考） 前岨・⼤⻄・尾形・寺島・⽯川

（実習）�
・⼝腔衛⽣管理に関する清掃⽤具を説明できる。�
・⼝腔清掃⽅法の選択と指導ができる。�
・1年⽣との合同実習に向けて、補助的清掃⽤具の使⽤⽅法と清掃効率について再考する。

19

27.28【演習】⻭科衛⽣過程の実践（2コマ） チェア実習室 ：⽯川・前岨・尾形・⼤⻄・寺島

27（演習）�
・⻭科衛⽣過程における書⾯化（業務記録）の意義を説明できる。�
・⾏動変容モデルについて理解する。�
28（演習）�
・模擬患者で⻭科衛⽣過程を展開する。�
・1年⽣との合同実習に向けて、⾃分の担当患者で⻭科衛⽣過程を展開する。�
・⼝腔衛⽣管理を⾏うための⻭科衛⽣介⼊計画が⽴案できる。

20

29.30地域⻭科保健活動のフィールドー⺟⼦保健（2コマ）：前岨・尾形・⽯川

29�【講義】�
・事業所、保健所・保健センター・地域・病院・施設における健康教育の概要を理解する�
・地域⻭科保健事業における⻭科衛⽣⼠の役割を説明できる。�
・乳幼児対象の⻭科保健指導を理解する。�
・市町村保健センターにおける乳幼児健診の概要について理解する。�
・う蝕罹患型について理解する。�
・⺟⼦保健法について理解する。�
30【演習】�
・⺟⼦⼿帳（１か⽉頃〜５歳の頃）から乳幼児の成⻑発達段階を理解する。

成績評価の⽅法

試験（90％）、授業態度及び提出物(10％)�
提出物については返却時にコメントをする。

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）

社会⼈の基本的なマナーを修得する。�
予習復習をそれぞれ30分以上⾏って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 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（医⻭薬出版）�
コミュニケーション検定 初級対策テキスト（ウイネット）�
『インタラクティブ・ティーチング アクティブ・ラーニングを促す授業づくり』（河合出版,栗⽥佳代⼦）�
⻭科衛⽣⼠教育サブテキスト臨地実習ハンドブック（クインテッセンス）�
⻭科⼝腔保健の推進に向けてライフステージに応じた⻭科保健指導ハンドブック（医⻭薬出版）�
最新⻭科衛⽣⼠教本 咀嚼障害・咬合異常２ ⻭科矯正�
最新⻭科衛⽣⼠教本 ⼩児⻭科第2版�
最新⻭科衛⽣⼠教本 障害者⻭科�第2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の持ち込み不可。�
オンライン講義は提出物を期限通り提出することで出席とみなす。�
新型コロナ感染症の状況に応じ、可能な範囲で相互実習も実施することがある。

授業の質問対応、連絡先 ⻭科衛⽣⼠教員室またはメリーにて対応します。
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開講年度 2022 学期 通年 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231608

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 316080

担当教員
緒⽅ 智壽⼦,�吉川 ⼀志,�辻 則正,�⼤⻄ 愛,�寺島 雅⼦,�松本 和浩,�細⼭ 有規⼦,�橋本 正則,�柿本 和俊,�⻄崎 宏,�楠本 哲次,
⾕ 亜希奈,�松本 尚之,�細⼭ 智加⼦,�濱本 愛⼦,�津守 紀昌

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

31608 1�○ H1�◎ ⻭科衛⽣⼠

授業概要

⻭科衛⽣⼠は、各種治療がスムーズに進⾏するように術式を把握し、器材の使⽤⽬的及び、使⽤⽅法について理解しておく必要がある。さらに⻭科医師と⻭

科衛⽣⼠は緊密な連携が不可⽋であり、フォーハンドテクニックによるアシスタントワークができることが求められる。この科⽬では、前期・後期を通じて保

存修復・⻭内治療、⻭周治療、⼝腔外科、⼩児⻭科、矯正⻭科、⻭科放射線科の科⽬についての診療の流れを講義によって理解し、患者に術前術後の説明やア

シスタントワークができる能⼒をつける。また実習では治療時に使⽤する器具の取扱いを理解する。

到達⽬標

1 保存修復時の⻭科診療補助を理解し、必要な器具・器材を準備できる。

2 保存修復材料の取扱いができる。

3 防湿法に⽤いる器具や材料の名称と⽤途を説明できる。

4 ラバーダム防湿ができる。

5 ⻭⾁圧排法に⽤いる器材の操作・取扱いができる。

6 ⻭間分離法に⽤いる器具の名称を述べることができる。

7 切削⽤器械、器具の準備ができる。

8 コンポジットレジン修復の⼿順が説明できる。

9 グラスアイオノマーセメント修復の⼿順が説明できる。

10 コンポジットレジン修復の器材や材料の準備ができる。

11 グラスアイオノマーセメント修復の器材や材料の準備ができる。

12 インレー修復の⼿順が説明できる。

13 インレー修復の器材や材料の準備ができる。

14 ⻭内治療時の⻭科診療補助を理解し、必要な器具・器材を準備できる。�

15 ⻭周治療時の⻭科診療補助を理解し、必要な器具材料を準備できる。

16 ⼝腔外科治療時の⻭科診療補助を理解し、必要な器具・器材を準備できる。�

17 ⼩児治療時の⻭科診療補助を理解し、必要な器具・材料を準備できる。�

18 矯正⻭科治療時の⻭科診療補助を理解し、必要な器具・材料を準備できる。�

19 ⻭科放射線撮影時の撮影⽅法を理解し準備できる。

20 障がい者⻭科における⻭科診療補助を理解し必要な器具・材料を準備できる。

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

5 26

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

⻭科材料の取扱い実習(2コマ：1.2）（⼤⻄・寺島）

【⾯接実習】�
・連合印象採得時の器具器材の取扱い�
・寒天印象材の取扱い⽅法

2

ラバーダム防湿法模型実習(2コマ：3.4）（⼤⻄・寺島）

【⾯接実習】�
・ラバーダム防湿法の⽬的�
・ラバーダム防湿法に使⽤する器具の取扱い�
・ラバーダム防湿の⼿順�
・模型にラバーダム防湿を⾏う

3

⻭周治療における⻭科衛⽣⼠の役割①（1コマ：5）（緒⽅先⽣）

【⾯接講義】�
・⻭周疾患の原因や病態について

⻭科診療補助実習Ⅱ
更新⽇：2021/11/19�15:23:07
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4

保存修復学実習①（1コマ：6）（吉川先⽣・⾕本先⽣・岩⽥先⽣・⼤⻄・寺島）

【⾯接実習】�
・タッフルマイヤー型リテーナーの取扱い及び装着�
・2級窩洞の覆髄・裏層

5

⻭周治療における⻭科衛⽣⼠の役割②（1コマ：7）（緒⽅先⽣）

【⾯接講義】�
・治療計画の⽴案�
・予防の重要性・必要性

6

⻭内治療におけるインスルメント実習①（1コマ：8）（辻先⽣・⼤⻄・寺島・⾕）

【⾯接実習】�
・根管治療に⽤いる器具・器材の使⽤⽬的と器具のスケッチ

7

⻭周治療における⻭科衛⽣⼠の役割③（1コマ：9）（⼭内先⽣）

【⾯接講義】�
・⻭周基本治療の意義・⽬的・内容について

8

⻭内治療におけるインスルメント実習②（1コマ：10）（辻先⽣・⼤⻄・寺島・⾕）

【⾯接実習】�
・根管充填に⽤いる器具・器材の使⽤⽬的とスケッチ

9

保存修復学実習②（1コマ：11）（吉川先⽣・⾕本先⽣・岩⽥先⽣・⼤⻄・寺島）

【⾯接実習】�
・5級窩洞グラスアイオノマーセメント充填実習�
・5級窩洞コンポジットレジン充填実習�
・3級窩洞コンポジットレジン充填実習

10

⻭周治療における⻭科衛⽣⼠の役割④（1コマ：12）（緒⽅先⽣）

【⾯接講義】�
・⻭周外科の術式について

11

リーマーファイルの鑑別および各種インスルメントの復習（1コマ：13）（⼤⻄・寺島・⾕）

【⾯接実習】�
・根管治療に⽤いる器材の鑑別�
・各種インスルメントの使⽤⽬的の復習

12

⻭周治療における⻭科衛⽣⼠の役割⑤（1コマ：14）（緒⽅先⽣）

【⾯接講義】�
・根分岐部病変に対する処置�
・薬物療法の⽬的

13

⻭周病治療におけるインスルメント実習（1コマ：15）（緒⽅先⽣・⼤⻄・寺島）

【⾯接実習】�
・⻭周治療に⽤いる器具・器材の使⽤⽬的とスケッチ

14

補綴治療時における器具の取扱いと⻭科衛⽣⼠の役割（3コマ：16-18）（⻄崎先⽣・楠本先⽣・⾕・⼤⻄・寺島）

【⾯接実習】�
・クラウン・ブリッジ治療時の⻭科衛⽣⼠の役割と器具・器材の取扱い�
・部分床義⻭治療時の⻭科衛⽣⼠の役割と器具・器材の取扱い�
・全部床義⻭治療時の⻭科衛⽣⼠の役割と器具・器材の取扱い�
・シリコン印象材での印象採得実習�
・ディスペンサーの取扱い実習�
・咬合紙・咬合紙ホルダーの取扱い実習

15

各科で使⽤するインスルメントの名称と使⽤⽬的（1コマ：19）（⼤⻄・⾕・寺島）

【⾯接実習】�
・各科で使⽤するインスルメントの使⽤⽅法復習

16

インプラント治療時における器具の取扱いと⻭科衛⽣⼠の役割（2コマ：20.21）（楠本先⽣・⼤⻄・寺島）

【⾯接実習】�
・インプラント治療の患者説明�
・インプラント治療の流れ�
・術前診断のアシスタント�
・⼿術時の準備・アシスタント�
・外科器具のメインテナンス

17

⻭周治療時における器具の取扱いと⻭科衛⽣⼠の役割（2コマ：22.23）（⼤⻄・⾕・寺島）

【⾯接実習】�
・⻭周治療の流れ�
・⻭周基本治療について�
・⻭周組織検査について�
・⻭周外科治⼿術時の補助のポイント�
・⻭周外科⼿術後の術後説明�
・⻭周パックの取扱い実習
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18

⼝腔外科における器具の取扱いと⻭科衛⽣⼠の役割（2コマ：24.25）（松本先⽣・⼤⻄・⾕・寺島）

【⾯接実習】�
・内科疾患を持つ患者の⻭科治療時の注意点�
・普通抜⻭時における⻭科衛⽣⼠の役割と使⽤器具の取扱い�
・難抜⻭時における⻭科衛⽣⼠の役割と使⽤器具の取扱い�
・⼩⼿術時における⻭科衛⽣⼠の役割と使⽤器具の取扱い�
・滅菌グローブの着脱実習�
・カートリッジ注射器の取扱い実習�
・メスの取扱い実習�
・持針器の取扱い実習

19

エックス線撮影時の⻭科衛⽣⼠の役割、⼝腔内写真撮影実習（2コマ：26.27）（⼤⻄・⾕・寺島）

【⾯接実習】�
・⾃動現像機の取扱い実習�
・⼝腔内写真撮影実習

20

⼩児⻭科・障がい者⻭科における⻭科衛⽣⼠の役割と使⽤器具・器材の取扱い（2コマ：28.29）（濱本・⼤⻄・⾕・寺島）

【⾯接実習】�
・⼩児⻭科における⻭科衛⽣⼠の役割�
・コンポジットレジン冠修復時の⼿順と使⽤器具・器材�
・乳⻭⽤既製冠修復時の⼿順と使⽤器具・器材�
・⽣活⻭髄切断時の⼿順と使⽤器具・器材�
・特別な対応を必要とする患者対応について

21

⻭科矯正治療時の⻭科衛⽣⼠の役割と使⽤器具・器材の取扱い（2コマ：30.補講）（濱本・⼤⻄・寺島）

【⾯接実習】�
・⻭科矯正治療に必要な資料�
・⻭科矯正治療⽤材料の名称と取扱い�
・⻭科矯正治療時の衛⽣⼠の役割�
①バンドのセメント合着時�
②装置の除去時�
③ブラケットの装着時�

・セパレーティングプライヤーの使⽤⽅法（演習）�
・結紮時の⼿順および使⽤器具・器材（演習）�
・各種プライヤーのスケッチ（実習）

成績評価の⽅法

単位テストにて100％評価する。

教科書

最新⻭科衛⽣⼠教本 「⻭科診療補助論 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�
毎回異なる教本（専⾨科⽬）の指⽰があるので準備すること�

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 臨床科⽬の教科書

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までに補講を受講すること。�
配布資料は全てファイリングする。�
講義最終回にファイル提出あり。�

授業の質問対応、連絡先 簡単な質問であれば「melly」で⾏ってください。それ以外は直接研究室を訪ねてきてください。
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開講年度 2022 学期 通年 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231613

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 316130

担当教員 梶 貢三⼦,�髙⽥橋 美幸,�尾形 祐⼰,�濱本 愛⼦,�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

31613 1�○ H1�◎  ⻭科衛⽣⼠

授業概要

前期では、⻭科予防処置論・⻭科予防処置実習Ⅰで習得した基礎知識と⼝腔内診査・⻭⾁縁上⻭⽯除去⽅法をもとに、グレーシーキュレットスケーラーを使⽤

した⻭⾁縁下⻭⽯除去や⻭⽯除去後の⻭⾯研磨の技術をファントム実習および相互実習を通して習得する。また、使⽤後のグレーシーキュレットスケーラーの

シャープニング⽅法を習得する。う蝕予防処置では、基礎知識やフッ化物の取り扱い（綿球塗布）を習得する。後期では、超⾳波スケーラー・エアースケーラ

ーの器具器材の基礎知識および基本的な使⽤⽅法をファントム実習および相互実習を通して習得する。相互実習においては、患者との信頼関係の構築に⽋かせ

ないコミュニケーション、医療従事者としてふさわしい態度・姿勢を習得する。

到達⽬標

1 う蝕予防を概説できる。

2 う蝕の原因と進⾏を説明できる。

3 う蝕予防処置の臨床的効果、作⽤機序、安全性、および便宜性を説明できる。

4 フッ化物⻭⾯塗布（綿球塗布）法の使⽤薬剤の種類、濃度、およびその取扱い法を説明できる。

5 フッ化物⻭⾯塗布（綿球塗布）の適応⻭を説明できる。

6 フッ化物⻭⾯塗布（綿球塗布）の術式を説明できる。

7 フッ化物⻭⾯塗布（綿球塗布）を実施できる。

8 フッ化物⻭⾯塗布（綿球塗布）実施上の注意点を説明できる。

9 キュレットタイプスケーラーを操作できる。

10 キュレットタイプスケーラーのシャープニングができる。

11 超⾳波スケーラーを操作できる。

12 エアスケーラーを操作できる。

13 ⻭⾯清掃・⻭⾯研磨の意義を説明できる。

14 ⻭⾯研磨剤の種類と⽤途を説明できる。

15 ⻭⾯清掃ができる。

16 ⻭⾯研磨できる。

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

１・２【実習】⼿⽤スーケーラー①（グレーシータイプキュレットスケーラー）/ファントム実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

・グレーシータイプキュレットスケーラーの特徴と使⽤⽬的�
・グレーシータイプキュレットスケーラーの操作⽅法（上顎前⻭）

2
３・４【実習】⼿⽤スーケーラー②（グレーシータイプキュレットスケーラー）/ファントム実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

・グレーシータイプキュレットスケーラーの操作⽅法（下顎前⻭・左側）

3
５・６【実習】⼿⽤スーケーラー③（グレーシータイプキュレットスケーラー）/ファントム実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

・グレーシータイプキュレットスケーラーの操作⽅法（右側）

4
７・８【実習】シャープニング（グレーシータイプキュレットスケーラー）/ファントム実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

・シャープニングの⽅法

5

９・１０【実習】⻭⾯研磨/ファントム実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

・⻭⾯研磨の⽬的�
・⻭⾯研磨の使⽤器具器材�
・回転器具（コントラ）の操作⽅法�
・⻭⾯研磨剤の種類と特徴�
・使⽤時の注意事項

⻭科予防処置実習Ⅱ
更新⽇：2021/11/10�17:28:38
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6

１１・１２【実習】⻭⾯研磨相互実習/チェア実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

⻭⾯研磨相互実習�
 ・回転器具を使⽤して⻭⾯研磨�
 ・⻭⾯研磨剤の選択�
 ・患者へ処置前、処置後の注意事項を説明�
 ・患者への配慮

7

１３・１４【講義】う蝕予防処置/セミナー室（２コマ）（濱本・尾形・梶）

う蝕予防処置�
 ・臨床的効果�
 ・作⽤機序�
 ・安全性�
 ・便宜性

8

１５・１６【実習】フッ化物⻭⾯塗布法（綿球塗布）/ファントム実習室（２コマ）（濱本・尾形・梶・⼤森））

フッ化物⻭⾯塗布法�
 ・使⽤薬剤の種類と濃度�
 ・取扱い⽅法�
 ・適応⻭�
 ・術式�
 ・実施上の注意

9

１７・１８【実習】パワースケーラー/ファントム実習室・チェア実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

パワースケーラー�
 ・種類と特徴�
 ・使⽤⽬的�
 ・操作⽅法�
 ・使⽤時の注意事項

10
１９・２０【実習】超⾳波スケーラー模型実習①/チェア実習室・第２教室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

超⾳波スケーラーの操作⽅法（下顎）

11
２１・２２【実習】超⾳波スケーラー模型実習②/チェア実習室・第２教室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

超⾳波スケーラーの操作⽅法（上顎）

12

２３・２４【実習】超⾳波スケーラー相互実習①/チェア実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

相互実習（下顎）�
 ・超⾳波スケーラーを使⽤しスケーリング（デブライドメント）を実施�
 ・患者へ処置前、処置後の注意事項を説明�
 ・患者への配慮

13

２５・２６【実習】超⾳波スケーラー相互実習②/チェア実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

相互実習（上顎）�
 ・超⾳波スケーラーを使⽤しスケーリング（デブライドメント）を実施�
 ・患者へ処置前、処置後の注意事項を説明�
 ・患者への配慮

14
２７・２８【実習】エアースケーラー模型実習/チェア実習室・第2教室（２コマ）（梶・尾形・⼤森・他３⼈）

エアスケーラーの操作⽅法

15

２９・３０【実習】エアースケーラー相互実習①/チェア実習室・第２教室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

相互実習（下顎）�
 ・エアスケーラーを使⽤しスケーリング（デブライドメント）を実施�
 ・患者へ処置前、処置後の注意事項を説明�
 ・患者への配慮

成績評価の⽅法

中間・期末試験（100％）にて評価。

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30分程度実施して実習すること.�

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

全回出席すること。�
⽋席者は実習担当者に申し出て次回実習までに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。�

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 231617

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 316170

担当教員 前岨 亜優⼦,�⼤⻄ 愛,�寺島 雅⼦,�和唐 雅博,�橋本 正則,�⼭中 武志,�⽯川 由美,�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

31617 2�○ H1�◎ H3�○  ⻭科衛⽣⼠

授業概要

⻭科衛⽣⼠として活動する場の⼀つとしてあげられる⼩学校において、⼩学校3年⽣を対象とした健康教育の実際を経験する。�
45分間の講座を円滑に進めるために、前⽇には担当する⼩学校単位で引継ぎをおこないシミュレーションをする。�
実習終了後は担当した⼩学校単位でフィードバックの時間を設けてグループディスカッションをおこなう。�
また、⾃⼰評価および他者評価を⽤いて、次回に向けてのよりよいプレゼンテーション⽅法を考える。�
児童が持ち帰る配布物を作成し、保護者にも児童の⼝腔健康管理の要点を理解してもらう。�
実習では対象者の把握のみならず対象者を取り巻く養護教諭や学級担任との関わりを学ぶ。�
また、基礎知識および専⾨知識や技術を現場で応⽤修得することにより、将来の⻭科衛⽣⼠としての資質を⾼める。�

附属病院で４年⽣の臨床実習の様⼦を⾒学する。次年度５⽉から開始となる臨床実習の現場を知ることで、半年後に向けて各⾃が準備すべきことを理解する。

到達⽬標

1 対象者に⻭・⼝腔の発育や疾病・異常など、⾃分の⻭や⼝の健康状態を伝えることができる。

2 対象者にう蝕や⻭周疾患の予防に必要な⻭の磨き⽅・望ましい⾷⽣活などを伝えることができる。

3 対象者に⻭や⼝の健康を保つのに必要な態度や習慣を⾝につける⽅法を助⾔できる。

4 他者との協働・連携の必要性と重要性が体感できる。

5 対⼈関係⼒を向上させることができる。

6 社会性（マナーやルール）を習得することができる。

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

9 11 25

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1 １【⾯接講義】実技試験に関するガイダンス・最終練習 （前岨・⼤⻄）

2

２【⾯接講義】⼝腔保健臨地実習Ⅰオリエンテーション（前岨・⼋尾市⻭科医師）

（講義）特別講師：⼋尾市⻭科医師会在籍の⻭科医師�
・⼋尾市内の⼩学⽣の⼝腔内の現状、⼝腔衛⽣に関する意識等を学ぶ。�
・臨地実習の⽬的および意義を理解する。

3

３・４⼝腔保健臨地実習Ⅰオリエンテーション（前岨・⼤⻄）

実習デモンストレーションの実施・実施時の留意点・指導案の作成�
３【演習】�
・対象者（⼩学校3年⽣）に応じた45分間の健康教育の学習指導案の計画⽴案ができる。�
・対象者（⼩学校3年⽣）に応じた45分間の健康教育の⼯夫と留意点を説明できる。�
４【⾯接講義】�
・⻭科保健指導における書⾯化（業務記録）の意義を説明できる。�
・SOAP形式による業務記録を作成する。�
《復習》2年⽣の2⽉に提出できるよう成⼈⽤の教材を作成する準備を始める。

4

5-16実習期間についての具体的な説明（前岨・⼤⻄・濱本）

5.【⾯接講義】しおりに沿って説明�
6.【演習】初⽇のチームによる演習�
7.8.【⾯接講義】天満橋附属病院⾒学に関するガイダンス�
9.10.【演習】附属病院⾒学に引率してもらう先輩からの引継ぎ�
11.【⾯接講義】⼩学校活動の具体的なガイダンス�
12.【演習】初⽇のチームによる演習（時間を測定して実施）�
13.【⾯接講義】⽇誌の記載⽅法について�
14.【⾯接講義】期間中の課題について�
15.【演習】現場に⾏くための⼩学校ごとの引継ぎ�
16.【演習】課題

⼝腔保健臨地実習Ⅰ
更新⽇：2022/03/22�16:19:13
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5

17-41【臨地実習】⼝腔保健臨地実習Ⅰ（担当全教員）

17-37（臨地実習）�
実習場所：⼤阪府⼋尾市内 全⼩学校（28校）�
対象者：⼩学校3年⽣�
実施内容：集団⻭科保健指導�
�
各々が定められた⼩学校を訪問し、児童に対しう蝕のメカニズムと⻭・⼝の清掃法に関する講演、指導を⾏い、⼝腔衛⽣思想の普及を図る。�
そのために、45分間の講座の中で以下の内容を⾏う。�
・う蝕の原因となる⻭垢について理解させる。�
・なぜ⻭を磨く必要があるかを理解させる。�
・⻭みがきの実技指導を⾏う。�
�
38−41（臨地実習）�
実習場所：⼤阪⻭科⼤学附属病院 各臨床科�
実施内容：⾒学実習�
・上級⽣が各臨床科で実習を⾏っている様⼦を⾒学する。�
・⾒学を通して、

6

42−45【演習】⼝腔保健臨地実習Ⅰの振り返り、引継ぎ（前岨・⼤⻄）

42−45【演習】�
・臨地実習で取り組んだ内容を振り返り、各⼩学校単位でグループディスカッションを⾏う。�
・意⾒をまとめて各⼩学校の代表者が全体の前で発表し、それに対して質疑応答の時間を設け、意⾒交換を⾏う。�
・⼝腔保健臨地実習Ⅰで学んだ内容を共有し、4年時の⼝腔保健臨地実習Ⅱに繋げる。�
・現場での実習を1年⽣対象に⾏い、次年度の引継ぎを⾏う。

成績評価の⽅法

実技試験・現場での実習評価（55％）と実習⽇誌の内容（45％）で評価する。

教科書

なし�
臨地実習要項（授業時に配布）

授業外学修（予習・復習）

現場実習でのグループによる綿密な事前の打ち合わせと事後のフィードバックをする。�
実習前には⾃分が担当する箇所の復習が必要となる。（約15〜30分間）�

その他

参考資料
⻭科衛⽣⼠教育サブテキスト臨地実習ハンドブック（クインテッセンス）�
⻭科衛⽣⼠倫理綱領

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ってください。�
実習現場へは黒無地のスーツ・⽩無地襟付きシャツ（シンプルなもの）を着⽤。（2021年は更⾐室がある実習先ではズボン・
無い実習先ではスカートでした）�
現場に⾏くために黒い⼤きなカバン（2021.10に先輩から⾒せてもらったようなサイズ）を準備してください。�
実習期間中は健康管理を怠らないように気を付けてください。�
万が⼀現場に遅れる場合は、遅れる事態がわかった時点で必ずすぐに実習班員に伝え、当⽇朝教員に連絡をしてください。�
態度・⾝嗜み・服装・準備物などにおいて不備があったり、指導を受けても改善されない場合は実習が受けられなくなります

ので気をつけてください。�
�
実技試験は原稿を前半・中盤・後半の３部に分けて実施します。試験後も暗記できるまで再度チェックを繰り返します。

授業の質問対応、連絡先 「melly」もしくは教員室で対応します。
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231803

学年 2 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 318030

担当教員 佐久間 泰司

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

31803 1○ 2◎   1○ 2○ E4◎ 病院医療安全管理責任者

授業概要

⻭科医療従事者は、医療の現場において多くの患者に接し、対応する。そのためには患者の⼼理状態を知り、適切なコミュニケーションをできる能⼒が必要で

す。�

本教科では、患者と遭遇する様々な⻭科医療の現場において、適正かつ迅速に対処できるようコミュニケーションの特性を学び、また実践できる能⼒を得るこ

とを⽬的とします。�

授業は講義及び演習を主体に⾏います。  

到達⽬標

1 ⾔語的および⾮⾔語的コミニュケーションの⽅法を概説できる。

2 対⼈関係に影響を及ぼす⼼理的要因を概説できる。

3 疾患が患者に及ぼす⼼理的影響について説明できる。

4 チームワークの重要性を例⽰して説明できる。

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

6 2

遠隔
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

0 0

授業計画

1

【講義】コミュニケーション論

コミュニケーションとは�

コミュニケーションの構成要素と成⽴過程�

コミュニケーションの特徴

2

【講義】コミュニケーションの種類

⾔語的コミュニケーション�

⾮⾔語的コミュニケーション�

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

3

【講義】コミュニケーションに影響するもの

コミュニケーションにおける4つの交流�

コミュニケーションに影響する要因�

良好なコミュニケーションに必要なこと

4

【講義】良好なコミュニケーションに必要な技法−質問技法−

コミュニケーションの場⾯を設定する（環境を整える）��

聴くための技法:質問技法

5

【講義】積極的傾聴と共感

積極的傾聴とは�

共感とは�

積極的な傾聴と共感

6

【講義】良好なコミュニケーションに必要な技法−関係構築の技法−

なぜ関係構築の技法が必要なのか�

感情探索の技法�

感情操作の技法�

良好なコミュニケーションには促進の技法を統合して活⽤する

7

【演習】⾯接のプロセス

患者中⼼の⾯接�

医療者中⼼の⾯接への移⾏��

統合された医療⾯接

8
【演習】コミュニケーションのトレーニング（グループワーク）

ロールプレイ

成績評価の⽅法

筆記試験�40％、グループワークの参加度�40％、レポート課題�20％�

グループワークを重視します。�

医療コミュニケーション学
更新⽇：2021/10/04�16:08:46
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レポート課題は、コミュニケーションに関する具体例を考えていただく内容です。�

ただしコロナの状況により、グループワークの⽐率が下がる可能性があります。

教科書

⼭蔦圭輔 本⽥周⼆著、メディカルスタッフのための基礎からわかる⼈間関係論（南⼭堂）�

教科書を⽤いて授業をしますので、必ず持参してください。

授業外学修（予習・復習）

毎回、教科書を読んで予習をしてきてください。�

グループワークに予習は必須です。

その他

参考資料

以下は図書館で参照してください。�

マガジンハウス社/伝わるしくみ�

医学書院/系統看護学講座 ⼈間関係論�

篠原出版/医療コミュニケ―ション�

⼤修館/ヘルスコミュニケーション学⼊⾨�

チーム医療/わかりやすい交流分析1�

医療タイムス社/医療の接遇�

⼤修館/⾏動変容のためのヘルスコミュニケーション�

和⽥仁孝ほか/医療メディエーション�

医療タイムス社教育研修事業部/医療の接遇�

廿⽇出庸治/患者に寄り添う医療コミュニケーション�

國頭英夫/死にゆく患者�(ひと)�と、どう話すか�

Lloyd,M./事例で学ぶ医療コミュニケーション・スキル�

⽔⽊さとみ/⻭科医療コミュニケーション�

⼩澤⽵俊/死を前にした⼈にあなたは何ができますか？"�

⽇本医療マネジメント学/臨床事例で学ぶコミュニケーションエラーの“⼼理学的”対処法�

⼭本美保/医療現場の⼈間関係につまずき「ナース向いてないかも…」と思う前に試してみたいコミュ⼒アップ術25��

上⾕�実礼/ナースのためのアドラー流勇気づけ医療コミュニケーション:�メンタルヘルスの専⾨家・ミレイ先⽣が⼈間関係の悩

みを解決！�

三瓶舞紀⼦/看護の現場ですぐに役⽴つ�患者接遇のキホン�(ナースのためのスキルアップノート)��

浅野�マリ⼦/笑顔の⼒�病院ボランティア経験でわかったコミュニケーションメソッド�

園部浩司/ファシリテーション超技術�

井上真⼀郎/「⼤⼈の発達障害」トリセツのつくりかた�

島崎敢/⼼配学「本当の確率」となぜずれる？�

宮⼝幸治：ケーキの切れない⾮⾏少年たち�

杉⼭登志郎/⼦ども虐待という第四の発達障害

受講⽣への要望等
友達や家族との会話と異なり、患者とのコミュニケーションには知識と技術が必要です。学問的な背景をよく学んでくださ

い。

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。なお回答は遅れることがありますので、急ぐ時は教務を通じ

て催促してください。
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