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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220605

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 206050

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

20605 3○ H1○ H2◎  ⻭科医師

授業概要

我々⻭科保健医療従事者が安定した⻭科保健医療を国⺠に提供し医療貢献するためには、診療（供給）側の状況および患者（需要）側の状況をしっかりと掌握

し、保健医療⾏動に繋げることが前提となる。また、医療従事者として遵守しなければならない根拠（法律）や他職種の業務範囲・役割、および⻭科医療従事

者との連携・協同について理解し⾏動することが求められている。�
本授業では、学⽣⾃⾝が⻭科医療従事者の需給状況、患者の⻭科保健医療に対する満⾜度などについて考察するとともに、⻭科保健医療に関わる職種と連携・

協同体制についても学ぶ。�
授業は双⽅向性の対話（問いかけ）⽅式で実施し、学⽣が理解を深めることができるようにする。

到達⽬標

1 わが国の⻭科需給状況と患者の通院⾏動を概説できる。

2 わが国の⻭科保健医療制度を概説できる。

3 チーム⻭科医療や多職種連携・協働について説明できる。

4 医療や介護の現場で活躍する職種とその役割について説明できる。

5 国家統計調査および⻭科保健統計の概要について説明できる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

8

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

【⾯接授業】わが国の⻭科の需給状況と患者の通院⾏動�

1）⻭科保健医療の需要量�
2）患者の通院⾏動�
3）⻭科医療機関の状況�
4）⻭科保健医療の供給量�
5）⻭科医療従事者の状況

2

【⾯接授業】⻭科衛⽣⼠と法律（1）⻭科三法

1）⻭科衛⽣⼠法の⽬的と⻭科衛⽣⼠の業務範囲�
2）⻭科医師法の概要�
3）⻭科技⼯⼠法の概要

3

【⾯接授業】⻭科衛⽣⼠と法律（2）その他の⻭科関連法

1）⻭科⼝腔保健の推進に関する法律の概要�
2）医療法とその範囲�
3）医療安全の確保�
4）医療提供体制の確保

4

【⾯接授業】医療関係職種とその業務・法律

1）看護師と保健師助産師看護師法の概要�
2）臨床検査技師、診療放射線技師の役割と法�
3）⾔語聴覚⼠の役割と法�
4）医師の役割と法�
5）薬剤師の役割と法�
6）薬事に関連する法規�
7）保健衛⽣に関連する法規�
8）その他の衛⽣法規

5

【⾯接授業】その他の医療・介護関係職種とその役割�

1）理学療法⼠、作業療法⼠�
2）視能訓練⼠、臨床⼯学技⼠、義肢装具⼠�
3）柔道整復師�
4）栄養⼠

⼝腔衛⽣管理学
更新⽇：2021/11/10�15:42:52
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6

【⾯接授業】チーム⻭科医療、多職種との連携・協働�

1）コ・デンタルスタッフと⻭科医師�
2）医療機関完結型から地域完結型へのシフト、地域包括ケア�
3）⼝腔ケアの果たす役割�
4）周術期における⻭科衛⽣⼠の役割�
5）全⾝疾患と⼝腔内の臨床所⾒

7

�【⾯接授業】衛⽣統計の基礎

1）⺟集団と標本�
2）標本調査�
3）スクリーニング検査�
4）データのまとめ⽅・分析⽅法

8

【⾯接授業】国家統計調査と⻭科保健統計、授業のまとめ

1）国家統計調査の種類と情報�
2）⻭科保健統計に関する情報�
3）授業の総括・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、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・試問を⾏う。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％、ディスカッション・試問10％、科⽬試験80％とする。

教科書

「⻭科衛⽣⼠と法律・制度�第3版」医⻭薬出版（ISBN978-4-263-42861-0）�
なお、準備学習（予習）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）について資料配布する。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

「⻭科衛⽣⼠テキスト ⼝腔衛⽣学�第4版」学建書院（ISBN978-4-7624-5177-5）�
「⻭・⼝腔の健康と予防に関わる⼈間と社会の仕組む１�保健⽣態学第3版」医⻭薬出版（ISBN978-4-263-42862-7）�
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

⻭科衛⽣⼠の果たすべき役割は、⻭科診療所で⻭科疾患の予防処置や診療補助に従事することだけではありません。特に、超

⾼齢社会に突⼊しているわが国では、⻭科医療従事者に求められる需要は⼤きく様変わりしてきています。少々難しい内容を

扱う授業ですが、受講⽣の皆さんが現在そしてこれからの⻭科医療の在り⽅について考えるきっかけとなることが、本授業の

意義です。受け⾝ではなく⾃ら考える授業として臨んでください。

授業の質問対応、連絡先 質問対応は、オフィスアワー指定時に医療保健学部の教員室に来るか、授業⽤SNS（Melly）で随時⾏う。
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2022/04/08

開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220701

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 207010

担当教員 中原 かおる

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

20701 3�◎ H1�○  3�◎ E1�○ 
医療事務講師、レセプト点検員、⻭科

医療事務管理⼠取得

授業概要

この科⽬では、健康保険法や療養担当規則に基づき、医療保険制度の仕組みや、医療機関の顔となる窓⼝業務の基礎知識について講義形式にて学習する。また⻭

科診療報酬点数表に基づき、初診料・再診料・検査・⻭冠形成や⻭冠修復などの診療報酬の算定⽅法を学ぶ。

到達⽬標

1 医療保険のしくみと医療事務の仕事内容を理解できる。点数算定の基本を理解できる。

2 点数算定の基本を理解できる。

3 ⻭冠修復の点数算定を理解できる。

4 ⻭冠修復の点数算定を理解できる。

5 硬組織疾患の点数算定とカルテの内容が理解でき、レセプト作成を修得できる。

6 ⻭髄疾患の点数算定とカルテの内容が理解でき、レセプト作成を修得できる。

7 ⻭周組織疾患と軟組織疾患の点数算定とカルテの内容が理解でき、レセプト作成を修得できる。

8 ⻭周疾患とその他の疾病の点数算定とカルテの内容が理解でき、レセプト作成を修得できる。

9 ⻭科医療事務管理⼠技能認定試験の学科問題を実践し、診療報酬請求事務の仕事を理解できる。

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

授業計画

1

【講義】医療保険制度、初診料・再診料（点数算定）

・医療保険制度の概要�
・医療事務の仕事�
講義形式にて、上記を解説する。�
・初診料・再診料の点数算定⽅法とルールを解説する。�

2
【講義】医学管理・画像診断・⿇酔・検査（点数算定）

講義形式にて、医学管理・画像診断・⿇酔・検査の点数算定⽅法とルールを解説する。

3
【講義】⻭冠修復（点数算定）

講義形式にて、⻭冠修復の点数算定⽅法とルールを解説する。

4
【講義】⻭冠修復（点数算定）

講義形式にて、⻭冠修復の点数算定⽅法とルールを解説する。

5
【講義】傷病による治療（点数算定）

講義形式にて、硬組織疾患の点数算定⽅法とルールを解説する。

6
【講義】傷病による治療（点数算定）

講義形式にて、⻭髄疾患の点数算定⽅法とルールを解説する。

7
【講義】傷病による治療（点数算定）

講義形式にて、⻭周組織疾患と軟組織疾患の点数算定⽅法とルールを解説する。

8
【講義】傷病による治療・軟組織疾患（点数算定）

講義形式にて、⻭周疾患とその他の疾病の点数算定⽅法とルールを解説する。

9
【補講・講義】医療保険制度と点数の知識（学科）の試験対策

⻭科医療事務管理⼠技能認定試験の受験対策として、模擬問題に取り組む。講義形式にて解説する。

成績評価の⽅法

「診療報酬の算定⽅法」「窓⼝業務の基本」の理解度をはかる課題レポートを⾏い、評価する。�
評価は、課題レポート60点以上とする。レポートは、点数を記⼊して返却する。

教科書

⻭科医療事務テキスト（ソラスト教材）�
テキスト1 医療保障制度�
テキスト2 診療報酬の算定�

医療事務学Ⅰ
更新⽇：2021/10/22�09:14:34
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テキスト3 サポートブック�
テキスト4・5 トレーニングブック�
学習レポート�
レセプト⽤紙

授業外学修（予習・復習）

医療保険制度に興味を持って取り組んでください。毎回の講義後に診療報酬の算定ルールの復習を必ず⾏ってください。（⽬安時間：約60分）

その他

参考資料 なし

受講⽣への要望等 ⼗分な予習・復習を⾏ってください。必要なもの「電卓・インデックス」初回授業で伝えます。

授業の質問対応、連絡先
質問等については、講義終了後15分まで講義室にて講師が受け付けます。�
授業⽤SNS「melly」の使⽤も可。
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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 220702

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 207020

担当教員 中原 かおる

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

20702 3�◎ H1�○  3�◎ E1�○ 
医療事務講師、レセプト点検員、⻭科

医療事務管理⼠取得

授業概要

この科⽬では、まず診療の流れに沿って⻭周病、ブリッジ・義⻭等について、診療報酬の算定⽅法を講義形式にて学習する。次に今までの総まとめとして、

「医療事務学Ⅰ」で学習した知識を活⽤し、カルテに記載された内容を基に診療報酬明細書（レセプト）の作成と、誤って作成されたレセプトの点検問題に取

り組むものである。本講義は実際の「⻭科医療事務管理⼠技能認定試験」の対策に役⽴つ講義内容であり、診療報酬請求業務や患者接遇等、医療現場のニーズ

を重視した内容でもあるため、資格取得も⽬指すことが可能である。

到達⽬標

1 ブリッジの点数算定を理解できる。

2 有床義⻭の点数算定を理解できる。

3 修理、再装着、未来院請求などの点数算定を理解できる。

4 カルテの内容が理解でき、レセプトの作成⽅法を修得できる。

5 カルテの内容が理解でき、レセプトの点検と作成⽅法を修得できる。

6 ⻭科医療事務管理⼠技能認定試験の模擬問題（学科）を実践し、診療報酬請求業務の仕事を理解できる。

7 ⻭科医療事務管理⼠技能認定試験の模擬問題を実践し、診療報酬請求業務の仕事を理解できる。

8 ⻭科医療事務管理⼠技能認定試験の模擬問題を実践し、診療報酬請求業務の仕事を理解できる。

9 ⻭科医療事務管理⼠技能認定試験の模擬問題を実践し、診療報酬請求業務の仕事を理解できる。

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

授業計画

1
【講義】明細書作成問題（レセプト作成）

実際にカルテとレセプトの作成問題に取り組む。作成後、講義形式にて解説し、注意点を確認していく。

2
【講義】明細書作成問題（レセプト作成）

実際にカルテとレセプトの作成問題に取り組む。作成後、講義形式にて解説し、注意点を確認していく。

3
【講義】明細書作成問題（レセプト作成）

実際にカルテとレセプトの作成問題に取り組む。作成後、講義形式にて解説し、注意点を確認していく。

4
【講義】明細書作成問題（レセプト作成）

実際にカルテとレセプトの作成問題に取り組む。作成後、講義形式にて解説し、注意点を確認していく。

5
【講義】明細書点検問題（レセプト点検）

実際にカルテとレセプトの点検問題に取り組む。点検後、講義形式にて解説し、注意点を確認していく。

6
【講義】医療保険制度と点数の知識（学科）の試験対策

⻭科医療事務管理⼠技能認定試験の受験対策として、模擬問題に取り組む。講義形式にて解説する。

7
【講義】明細書点検と作成問題

⻭科医療事務管理⼠技能認定試験の受験対策として、模擬問題に取り組む。講義形式にて解説する。

8
【講義】明細書点検と作成問題

⻭科医療事務管理⼠技能認定試験の受験対策として、模擬問題に取り組む。講義形式にて解説する。

9
【補講・講義】学科と明細書点検問題

⻭科医療事務管理⼠技能認定試験の対策として、模擬問題に取り組む。講義形式にて解説する。

成績評価の⽅法

「診療報酬の算定⽅法」「明細書点検問題」「明細書作成問題」の理解度をはかる課題レポートを⾏い、評価する。�
評価は、課題レポート60点以上とする。レポートは、点数を記⼊して返却する。

教科書

⻭科医療事務テキスト（ソラスト教材）�
テキスト1 医療保障制度�
テキスト2 診療報酬の算定�
テキスト3 サポートブック�

医療事務学Ⅱ
更新⽇：2021/10/22�09:15:35
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テキスト4・5 トレーニングブック�
学習レポート�
レセプト⽤紙

授業外学修（予習・復習）

医療保険制度に⼗分な関⼼を持ってください。毎講義終了後にはしっかり復習を⾏い、不明点は次回の講義で質問できるようにしてください。（⽬安時間：約6
0分）

その他

参考資料 なし

受講⽣への要望等
⼗分な予習・復習を⾏ってください。�
必要なもの「電卓」

授業の質問対応、連絡先
質問等に関しては、講義終了後15分まで講義室にて講師が受け付けます。�
授業⽤SNS「melly」も使⽤可。
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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 220803

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 208030

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

20803 3�○ H2�◎ 3�○ E2�◎  社会福祉⼠、専⾨社会調査⼠

授業概要

社会調査の量的調査⽅法を復習する。その上で、質的調査⽅法の概要を学ぶ。また、社会調査を実施する際のリサーチマインド、倫理と個⼈情報保護について

学ぶ。すべて講義形式で⾏うが、適宜、グループディスカッションを授業内に⾏う。

到達⽬標

1 社会福祉調査の前提となるリサーチマインドが理解できる。

2 社会福祉領域における量的調査の種類、⽅法とその意義を理解できる。

3 社会福祉領域における質的調査の種類、⽅法とその意義を理解できる。

4 調査時に不可⽋な個⼈情報保護の内容と⽅法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

8コマ

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

社会調査の種類、特徴、社会福祉における意義を概説する。また、調査を実施する際のリサーチマインドについて学ぶ。【講義】

2
量的調査の⽅法１

量的調査の種類と特徴について概説する。【講義】

3
量的調査の⽅法２

量的調査のサンプリング⽅法について概説する。【講義】

4
量的調査の⽅法３

調査票の作成⽅法と留意点、調査票の配布と回収について説明する。【講義】

5
量的調査の⽅法４

量的調査のデータ⼊⼒、集計について概説する。【講義】

6
質的調査の⽅法１

質的調査の種類と⽅法を概説する。実際にデモンストレーション的に、グループ内でインタビュー調査を設計し、実施する。【講義】

7
質的調査の⽅法２

質的調査の分析と図式化、考察について概説する。前回のインタビュー調査の結果を⽤い、分析、考察を⾏う。【講義】

8

社会調査における倫理と個⼈情報の保護

社会調査の実施において守るべき倫理と個⼈情報について概説する。またそのための⼿続きについて、グループディスカッションを通して、理解を

深める。最後に、社会福祉領域における社会調査の意義とその脆さについて議論する。【講義】

成績評価の⽅法

授業内で課すレポート課題によって評価する（100%)。

教科書

社会福祉⼠養成講座編集委員会『社会調査の基礎』中央法規

授業外学修（予習・復習）

普段より新聞、ネット等の福祉に関わるニュースを注視し、特に調査が⾏われていた場合はその⽅法、内容、考察をよく読み、授業で学んだことと照らし合わ

せてみるようにすること（30分）。

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 私語はしないこと。双⽅向の授業を⾏うため、積極的に授業に参加すること。

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。

社会福祉調査学
更新⽇：2021/11/01�11:39:14
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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 220804

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 208040

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

20804 3�〇 H2�◎  3�〇 E2�◎  なし

授業概要

⼼理学理論については、福祉分野と関連の深い事項を学習し、⼼理的存在としての⼈間の理解を深める。また⼼理的⽀援については、⼼理検査や⼼理療法など

の理論的背景と実施⽅法を学ぶ。

到達⽬標

1 福祉分野に関わる⼼理学の理論を理解できる

2 福祉分野での⼼理的⽀援について理解できる

3 福祉分野で⽤いられる⼼理検査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

遠隔
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

8

授業計画

1

【オンデマンド授業】性格の⼼理学

⼈間の⾏動を特徴づける性格について⼼理学的に理解し、性格検査と⼼理アセスメントの実施⽅法と評価について学ぶ。�
＜この授業の到達⽬標＞�
１．性格の理論について理解し説明できる。�
２．性格検査と⼼理的アセスメントについて理解し説明できる。�
３．⼼理検査の実施⽅法と評価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２章、第１１章第２節１）（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）

2

【オンデマンド授業】感情の⼼理学

感情の⼼理学について発達的な観点から理解する。また愛着の発達と理論、幼少期の愛着の質と内的作業モデルについて学び愛着の形成について理

解する。�
＜この授業の到達⽬標＞�
１．感情の⼼理学について発達的な観点から理解し説明できる。�
２．感情にかかわる問題についての対応や対策について理解し説明できる�
３．愛着の発達と理論や愛着の質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２章、第９章第２節）（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

【オンデマンド授業】欲求・動機づけと⼼理療法１

欲求と動機づけのメカニズムと欲求不満や葛藤、原因帰属のスタイルなどについて学習する。学習⽬標は以下のとおりである。また⼼理療法の⽬的

とパーソンセンタード・カウンセリング、�精神分析、�遊戯療法の理論的背景と概要、実施法について学ぶ。�
１．欲求と欲求不満、動機づけの理論について理解し説明できる。�
２．原因帰属のスタイルと⾃⼰効⼒感について理解し説明できる。�
３．防衛機制について理解し説明できる。�
４．⼼理療法（パーソンセンタード・カウンセリング、精神分析、�遊戯療法）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３章、第１１章第１節、第２節２、第３節１，２，４）（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

【オンデマンド授業】適応・ストレス

ストレスについて⼼理学的な観点から学習し、問題となる状況について理解し、適切な対処法や⽀援について学ぶ。学習⽬標は以下のとおりであ

る。�
1.�ストレスに関する⼼理学的理論について理解し説明できる。�
2.�ストレス反応の個⼈差について理解し説明できる。�
3.�バーンアウトついて理解し説明できる。�
4.�ストレスコーピング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Ⅱ
更新⽇：2021/10/20�09:25:35
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

5

【オンデマンド授業】記憶と学習のメカニズム

記憶と学習のメカニズムについてまなび、思考や⾏動の中枢である脳の機能について学ぶ。学習⽬標は以下のとおりである。�
1.�記憶のメカニズムについて理解し説明できる。�
2.�学習のメカニズムについて理解し説明できる。�
3.�思考や⾏動の中枢としての脳の機能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１２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） 

6

【オンデマンド授業】⼼理療法２

⾏動療法や認知⾏動療法、また各種⼼理療法について理解し学ぶ。学習⽬標は以下のとおりである。�
1.�⾏動療法の技法と対象となる問題について理解し説明できる。�
2.�認知⾏動療法の技法と対象となる問題について理解し説明できる。��
3.�福祉分野で⽤いられることが多い⼼理療法について技法と対象となる問題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１１章第３節３，５〜９）（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）� 

7

【オンデマンド授業】認知と社会の⼼理

認知のメカニズムについて理解し、社会的関係の⼼理、対⼈交流コミュニケーションについて学ぶ。学習⽬標は以下のとおりである。�
1.�認知のメカニズムについて理解し説明できる。�
2.�対⼈認知と社会⼼理について理解し説明できる。�
3.�集団の⼼理について理解し説明できる。�
4.コミュニケーションの理論と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４章、第７章、第８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） 

8

【オンデマンド授業】知能と発達の⼼理

知能の理論と知能検査について学び、発達の理論と⼈の⽣涯発達について⼼理学的に理解する。学習⽬標は以下のとおりである。�
1.�知能の理論について理解し説明できる。�
2.�知能検査の種類と実践について理解し説明できる。�
3.�発達段階と発達課題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６章、第９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）

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全ての課題提出が確認されてから、google�class�roomで公開する。

教科書

新・社会福祉⼠養成講座〈2〉�⼼理学理論と⼼理的⽀援�第3版��
中央法規出版�
ISBN-10:�9784805851012�
ISBN-13:�978-4805851012�

�

�

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 授業中に適宜指⽰する。

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、パソコンの操作等については対応できない。�
mellyは使⽤しないので、質問等にも対応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 220810

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 208100

担当教員 ⼩島 和貴

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

20810 3○ H2◎  3○ E2◎ 

授業概要

この授業では福祉をとりまく⾏政の動態やそれを担保する諸制度、財政の動向などについて学⽣が理解を深めることができるよう予定する。学⽣がここで学ぶ

より具体的な事柄は、福祉制度の形成過程、福祉の⾏政機関の役割、福祉の専⾨職の役割、福祉をめぐる財政制度及びその動向などである。これらは学⽣が福

祉専⾨職となってい以降も活⽤ができるものばかりである。福祉制度は時代の状況とともに変更が加えられるが、福祉制度を⽀える基調に対する学びを学⽣は

実践することとなる。なお授業の進め⽅としては、テキストを利⽤して福祉⾏財政の基礎的タームの理解を進め、そののち、グループに分かれてのグループワ

ーク及びプレゼンテーション、ディスカッションに参加することが学⽣は求められる。この授業では適宜ICTを活⽤することで効果的な授業の実現を図ろうとす
る。

到達⽬標

1 現在活⽤されている福祉の諸制度の形成過程を説明できる。

2 福祉の⾏政機関についてその役割を説明することができる。

3 福祉の専⾨職についてその役割を説明することができる。

4 福祉を取り巻く財政状況について説明することができる。

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

2

遠隔
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

13

授業計画

1

【講義】イントロダクション

この授業のより具体的な進め⽅、テーマ、テキストの確認を⾏います。�
各⾃テキストを概観してもらい、この授業で扱うテーマの確認を⾏ってもらいます。この授業で使⽤する⽤語等、すでに知っているものと初めて触

れるものなど、知識を整理します。グループに分かれて、テキストの内容について、若⼲のディスカッションを⾏います。

2

【講義】福祉制度の体系

社会保障、社会福祉、「福祉六法」など、福祉⾏政の実務でよく出てくるタームの理解を深めます。�
ここでは、社会福祉の語源的意味、⽇本国憲法第25条に⾒える、「社会福祉」、「社会保障」、「公衆衛⽣」の含意、社会福祉法と社会福祉法制の
使い分けの意義等を論点として取り上げます。

3

【講義】福祉制度のあゆみ1

戦前の社会福祉制度について理解を深めます。�
ここでは恤救規則や救護法の意義、明治後期から⼤正期にかけて広まる社会政策、厚⽣労働省が設置される経緯などを取り上げます。学説的に「救

貧政策」というタームが使⽤されることがかつては多くありましたが、その含意についても検討します。その際、イギリスの救貧法や新救貧法の意

義にも触れることとなります。

4

【講義】福祉制度のあゆみ2

戦後福祉制度の形成過程について理解を深めます。�
1945年の終戦を境にして、⽇本国憲法が制定されました。国⺠には⽣存権や幸福追求権が認められるようになりました。この憲法の制定と同時に、
当時間接統治をおこなっていたGHQは、福祉の「国家責任」を求めました。そして、⽣活保護法や児童福祉法、⾝体障害者福祉法が制定されまし
た。この「福祉三法体制」の時代がいかに形成されたのかをここでは取り上げます。

5

【講義】福祉のあゆみ３

⾼度経済成⻑期前後の「貧困」と⾏政対応について理解を深めます。�
1951年のサンフランシスコ講和条約を経て、GHQの⽇本からの撤退が決定し、⽇本は「戦後復興」の時代へと⼊ります。1950年代後半から60年代
にかけて⽇本は、「⾼度経済成⻑」という時代を経験し、「豊かさ」を実感する場⾯が増えました。例えば、「三種の神器」が普及したことは、そ

の「豊かさ」の象徴とされることもあります。しかしその⼀⽅で、⾼度経済成⻑の「豊かさ」を享受できない⼈たちがいることにも注⽬されるよう

になります。「新たな貧困」への注視です。ここではこの「新たな貧困」に対する⾏政対応を取り上げます。

6

【講義】福祉のあゆみ4

1973年の福祉元年宣⾔とは裏腹に⽇本の経済成⻑は鈍化しました。この結果、「福祉⾒直し」が叫ばれるようになります。ここではまず1970年代
「福祉⾒直し」の内容を確認します。次に1980年代以降強調されるようになる「新⾃由主義」について、その意義について理解を深めます。

7

【講義】福祉のあゆみ５

1970年代以降、急速に⾼齢化が進⾏する中、福祉改⾰が⾏われます。介護保険法や社会福祉法の制定は、象徴的な出来事として理解できます。ここ
ではこれら福祉改⾰の意義について理解を深めます。

8

【講義】福祉⾏政を実施する仕組み

福祉は⾏政の活動なくして成⽴しません。実際に⽇本では国の⾏政機関として厚⽣労働省が設置されており、地⽅には福祉事務所などの機関が置か

れております。ここでは国と地⽅の役割分担の基本的な考え⽅や国、都道府県、市町村の主な役割について理解を深めます。

福祉⾏財政と福祉計画
更新⽇：2022/01/06�10:31:44
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9

【講義】福祉サービスを利⽤するための仕組み

社会福祉基礎構造改⾰では「措置から契約へ」、「中央集権から地⽅分権へ」といったことが唱えられました。その結果、福祉サービスを利⽤する

際に地⽅、とりわけ市町村の役割がそれまで以上に重要となりました。ここでは、介護保険サービスを事例にして、住⺠がサービスを利⽤するため

にはどのような仕組みが⽤意されているのかについて理解を深めます。

10

【講義】福祉の財源と財政

⾏政を運営していくためには、権限と⼈員、そして財源が必要となります。これは福祉⾏政にあっても例外ではありません。ここでは福祉の財源に

はどのようなものがあるのか、そして財源を運営するための財政の機能について理解を深めます。例えば、「所得の再分配」は財政の重要な機能で

すが、この含意について議論を重ねます。

11

【講義】福祉の財源を確保するための仕組み

福祉の財源を確保するための仕組みとして、⼤別すると、「公費負担⽅式」と「社会保険⽅式」があります。前者は公的扶助などの財源を確保する

際に利⽤され、後者は介護保険や医療保険といった社会保険の財源を確保する際に利⽤されます。ここではこれらの⽅式が利⽤される意味について

理解を深めます。そして⽇本ではこれらの⽅式がどのように具体的な福祉⾏政に反映されているのかを確認します。

12

【講義】福祉⾏政の組織や団体

ここでは⽇本の福祉⾏政を⽀える⾏政組織や、各種団体について取り上げます。具体的には福祉事務所、児童相談所、⾝体障害者更⽣相談所、知的

障害者更⽣相談所、婦⼈相談所、社会福祉協議会、社会福祉法⼈、などです。

13

【講義】福祉⾏政における専⾨職

ここでは⽇本の福祉⾏政を⽀える専⾨職について理解を深めます。具体的には、社会福祉⼠、介護福祉⼠、精神保健福祉⼠、保育⼠、介護⽀援専⾨

員、社会福祉主事、⺠⽣委員、などです。

14

【講義】福祉⾏政と⼈権の保障

⼈権は⼤別すると⾃由権と社会権に分かれます。前者は、精神の⾃由や経済の⾃由、⾝体の⾃由によって構成され、後者は⽣存権や労働基本権など

によって構成されます。そして福祉⾏政とのかかわりでは特に、⽣存権のありかたについてこれまで議論が積み重ねられてきました。憲法が保障す

る⽣存権をどのように理解することができるのかについてここでは理解を深めます。加えて「包括的基本権」として予定される幸福追求権について

も取り上げます。

15

【講義】福祉⾏政と福祉計画およびまとめと試験

社会福祉基礎構造改⾰以降、地⽅⾃治体は福祉のための「計画」を策定することが求められるようになりました。ここでは福祉⾏政における「計

画」を策定することの意義について理解を深めます。そして本講義で取り上げてきたテーマについて再度確認し、試験を⾏うことを予定します。

成績評価の⽅法

成績評価は以下のとおりとする。�
科⽬試験：60％�
受講態度：20％�
課題への取り組み：20％

教科書

永⽥祐ほか『よくわかる福祉⾏財政と福祉計画』ミネルヴァ書房、2018（ISBN:978-4-623-06625-4）

授業外学修（予習・復習）

授業を受講するにあたり以下の学修を求める。�
・テキストの概要を理解する。�
・授業で取り上げたテーマ、テクニカルターム等をテキストを利⽤しながら理解を深める。

その他

参考資料 なし。

受講⽣への要望等 積極的な授業への参加を望みます。

授業の質問対応、連絡先
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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
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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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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 220818

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 208180

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

20818 3�◎ H2�○  3�◎ E2�○  社会福祉⼠

授業概要

権利擁護は現代の福祉において極めて重要なソーシャルワークのひとつとなっている。そこで、本講義では、権利擁護に関わる基礎的な法律に関する知識、社

会福祉における権利擁護の考え⽅を概説する。それを踏まえた上で、権利擁護の制度として、成年後⾒制度、⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業等を説明する。また事例等

を⽰しながら、権利擁護の⽀援⽅法について概説する。さらに、これらの制度、⽀援に関するあり⽅と今後の課題について、適宜、グループディスカッション

を取り⼊れながら、検討する。

到達⽬標

1 権利擁護に関する基礎的な法律、制度に関する知識を⾝につけることができる。

2 成年後⾒制度、⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業の仕組み、内容を理解することができる。

3 権利擁護の⽀援⽅法について理解することができる。

4 権利擁護の制度、⽀援に関するあり⽅について、⾃分の考えを持てるようにすることができる。

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

15コマ

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ー権利に関わる法的知識

⼈権の歴史を概説し、世界⼈権宣⾔、⽇本国憲法から⼈権とは何かを学ぶ。その上で、権利擁護を⽀える憲法、⺠法、⾏政法について概説する。

【講義】

2

社会福祉における権利と権利擁護

社会福祉における権利、現代社会における⼈権に関する問題を概説し、それを踏まえた上でとソーシャルワークにおける権利擁護の必要性につい

て、グループディスカッションを通して、検討する。【講義】�
 

3

社会福祉における権利擁護と⺠法

現代の社会福祉において権利擁護と深く関わる、⺠法の基礎知識と契約の概念について学ぶ。【講義】�
 �

4
成年後⾒制度の背景と仕組み

成年後⾒制度が創設された背景、制度の⽬的、意義について講義を⾏う。また、成年後⾒制度の仕組みについて概説する。【講義】

5

法定後⾒制度の仕組み・内容

法定後⾒制度の仕組みと内容について講義を⾏う。【講義】�
 

6
任意後⾒制度・成年後⾒登記制度

任意後⾒制度の仕組みと内容について講義を⾏う。また、成年後⾒登記制度の概要について概説する。【講義】

7
成年後⾒の流れ

成年後⾒制度を開始するまでの流れ、⼿続きについて概説する。【講義】

8
後⾒⼈等の財産管理事務について

後⾒⼈等の財産管理事務の内容について概説する。また実際の事例も⽰し、理解を深める。【講義】

9
後⾒⼈等の⾝上監護事務

後⾒⼈等の⾝上監護事務の内容について、実際の事例を⽰しながら概説する。特に社会福祉⼠の果たすべき役割について検討する。【講義】

10

その他成年後⾒制度に関する事項

利益相反⾏為、後⾒事務の終了、成年後⾒制度利⽤⽀援事業についてその内容と留意点等を概説する。最後に成年後⾒制度の動向について概説し、

社会福祉⼠の役割と連携に基づく権利擁護について考察する。【講義】�
 

11
⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業の仕組み

⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業について、創設された背景、⽬的、意義を概説する。また当事業の仕組み、⽀援内容について講義を⾏う。【講義】

12

⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業の実際と課題

⽇常⽣活⾃⽴⽀援事業の事例を⽰し、権利擁護としての⽀援、社会福祉⼠の役割について概説する。また、近年の動向も⽰しながら、今後の課題に

ついてグループディスカッションを⾏う。【講義】

13

権利擁護に関わる組織

（講義・演習）権利擁護と相談援助活動について学び、権利擁護活動の実際について、演習形式により理解を深める。�
 

権利擁護と成年後⾒論
更新⽇：2021/11/01�11:34:38
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

14

虐待について

近年の虐待に関する問題の状況、虐待防⽌に関する法制度を概説する。それを踏まえて、虐待防⽌に向けた権利擁護のあり⽅について検討する。

【講義】�
 

15

総括

授業で学んだことを振り返り、権利擁護のあり⽅、社会福祉⼠の役割について考え、まとめる。【講義】�
 

成績評価の⽅法

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

教科書

新井誠編著『権利擁護と成年後⾒』ミネルヴァ書房

授業外学修（予習・復習）

普段から⼈権、福祉問題、権利擁護に関わる新聞記事、ニュースを確認すること（15分）。次回の授業で学ぶ教科書の章、節を読んでおくこと（30分）。授業
の初めに前回の復習を簡単に⾏うので、毎回のノート、資料を読んでから授業に臨むこと（15分）。

その他

参考資料
永⽥祐『よくわかる権利擁護と成年後⾒制度＜改訂版＞』ミネルヴァ書房�
⽊原活信『社会福祉と⼈権』ミネルヴァ書房

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

授業の質問対応、連絡先 授業終了後に教室で、オフィスアワーに研究室で受け付けます。
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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 220820

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 208200

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

20820 3○ H2◎ 3○ E2◎ 社会福祉⼠

授業概要

ソーシャルワーカーに求められる価値と倫理、⾃⼰覚知、コミュニケーション技術、⾯接技術について演習形式で学ぶ。

到達⽬標

1 ⾃⼰覚知できる

2 基本的なコミュニケーション技術が習得できる�

3 基本的な⾯接技術が習得できる

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

15

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

オリエンテーションおよび⾃⼰開⽰

【講義+演習】�
本授業の⽬的、進め⽅を講義し、各⾃で本授業における習得⽬標を設定する。�
⾃⼰開⽰のため、⾃分について書き出す。

2

⾃⼰覚知と他者理解

【演習】�
⾃⼰覚知と他者理解を進めるため、ペアになり、⾃分について語り合い、フィードバックする。�

3

価値観について知る

【演習】�
事例「滅びゆく地球からの脱出」で⾃分の価値観と他者の価値観の違いを知る

4

⼈間の平等と尊厳、個性の尊重について理解を深める①

【演習】 �
事例「伝道師と⽼⼈、少年の物語」を個⼈およびグループで検討する中で、⼈間の平等と尊厳、個性の尊重を学ぶ。

5
⼈間の平等と尊厳、個性の尊重について理解を深める②

事例「伝道師と⽼⼈、少年の物語」を個⼈およびグループで検討する中で、⼈間の平等と尊厳、個性の尊重を学ぶ。

6
⼈間の平等と尊厳、個性の尊重について理解を深める③

事例「伝道師と⽼⼈、少年の物語」を個⼈およびグループで検討する中で、⼈間の平等と尊厳、個性の尊重を学ぶ。

7

コミュニケーションとは何か

【演習】 �
「図形伝達ゲーム」「⺟⾳トーク」を通して、共有することの難しさ、⼯夫や努⼒の必要性を学ぶ。⾔語、準⾔語、⾮⾔語コミュニケーションの役

割について学ぶ。

8

コミュニケーショントレーニング

【演習】�
挨拶の意味と⽅法、敬語の使い⽅を学ぶ。また「エア⼤縄跳び」「イマージナリーボール」「YES＆YEAHゲーム」「プレゼントゲーム」などを⾏い
ながら、コミュニケーション技術を⾼める。

9

相⼿の⽴場に⽴った⾔葉

【演習】 �
利⽤者満⾜度の結果から、喜ばれる⾔葉、嫌われる⾔葉の共通点を探る。また専⾨⽤語を利⽤者にわかりやすく説明する⽅法を考える

10

相⼿の⽴場に⽴った考え⽅

【演習】 �
⼈とのかかわりの中で嫌な（不快な）思いをした場⾯・⾔動について詳しく５つ書く。その５つをそれぞれ相⼿の⽴場に⽴ってできるだけ肯定的な

⾔葉・考えで置き換えて書いてみる。

11

アサーティブ

【演習】 �
⾃分の要求や意⾒を、相⼿の権利を侵害することなく、誠実に、率直に、対等に表現する⽅法について学ぶ。

12

アクティブリスニング

【演習】 �
メッセージの受けてとして、利⽤者の⾔葉をきく際には２通りのきき⽅がある。１つは「聞く」hearで受動的、もう１つは「聴く」listenで能動的
である。さらには、相⼿の気持ちにまで⽿を傾けて聴く（アクティブリスニング）⽅法について事例をもとに学ぶ。

社会福祉演習Ⅰ
更新⽇：2021/10/22�12:03:44
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

13

⾯接技術として対⼈空間

【演習】�
⾯接場⾯における「座る位置」「⽬の⾼さ」「距離」について経験しながら適切な対⼈空間を学ぶ。

14

⾯接技法

【演習】�
「うなずきと相づち」「繰り返し」「明確化」「要約」「共感」「質問」について、それぞれひとつずつ経験しながら理解し、習得するためにペア

になりトレーニングを⾏う。

15

社会福祉演習１のまとめと今後の課題

【演習】�
社会福祉演習1で学んだことを振り返りながら、初回授業で設定した⽬標の到達点について⾃⼰採点し、⾃分の得意なこと苦⼿なことを把握する。

成績評価の⽅法

評価�
・授業への取組み意欲・態度・提出物 50％�
・中間・期末レポート  50％�
提出物やレポートにはコメントをつけて返却する。�

教科書

テキストは使⽤せず、毎回資料を配布する。

授業外学修（予習・復習）

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

その他

参考資料

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

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

ど。その他、必要に応じて、授業で紹介する。

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。授業時間外はメリーにて質問・予約すること。
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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 220821

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 208210

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

20821 3○ H2◎ 3○ E2◎ 社会福祉⼠

授業概要

ソーシャルワーカーに求められる知識・技術・価値・倫理を習得するために、事例検討、ロールプレイなど演習⽅式で学ぶ。

到達⽬標

1 社会福祉⼠に求められる相談援助に係る知識・技術・価値・倫理について習得できる。

2 �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

オリエンテーションおよび社会福祉演習Ⅰで学んだことの整理

【演習】�
ソーシャルワーカーに必要な援助技術について確認する。�
社会福祉演習Ⅰで学んだことを書き出し、グループで確認し、発表する。�
そこから、社会福祉演習Ⅱにおける⾃分の⽬標を設定する。

2

事例を使った学び⽅

【演習】�
導⼊事例とてして、友⼈に対する相談援助の⽅法を考える。�
また、事例検討におけるポイントを理解する。

3

ソーシャルワークの展開過程の理解

【演習】�
２の事例を⽤い、友⼈としての援助とソーシャルワーカーとしての援助の違いについて、展開過程を中⼼に検討する。

4

ソーシャルワークにおける⾯接①

【演習】�
ソーシャルワーカーとして⾯接する際に、気を付けるポイントを整理し、検討する。

5

ソーシャルワークにおける⾯接②

【演習】�
ソーシャルワーカーとして⾯接のロールプレイを⾏い、⾃分の課題を確認する。

6

ソーシャルワークにおける⾯接③

【演習】�
５で得た⾃分の課題をもとに再度ロールプレイを⾏う。

7

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検討し、発表する。

8

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①

【演習】�
事例を⽤い、中途障害者の発⾔や⾏動から、利⽤者理解を試みる。

9

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②

【演習】�
８から具体的にアセスメントを⾏い、グループで検討し、発表する。

10

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】�
９の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。

11

⾼齢者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①

【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、発表する。

12

⾼齢者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②

【演習】�
介護に悩んで虐待してしまう⼈たちに対して、ネットワーキングを⽤いて⽀援する⽅法を考え、発表する。

社会福祉演習Ⅱ
更新⽇：2021/11/01�16:32:47
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

13

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】�
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。

14

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】�
13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。

15

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】�
14を⽤いてプランニングを⾏い、発表する。

16

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。

17

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。

18

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。

19

DVケースへのソーシャルワークにおけるチームアプローチ①

【演習】�
DVについて、どのような社会資源があるかを考え、発表する。

20

DVケースへのソーシャルワークにおけるチームアプローチ②

【演習】�
DVの事例について、チームアプローチを⽤いして、⽀援の⽅法を考え、発表する。

21

低所得者へのソーシャルワークにおける社会資源の活⽤・調整・開発①

【演習】�
ゲスト講師をお招きし、貧困問題について学ぶ。

22

所得者へのソーシャルワークにおける社会資源の活⽤・調整・開発②

【演習】�
貧困に対して、新たな社会資源を考え、発表する。

23

ホームレスへのソーシャルワークにおけるアウトリーチ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。

24
ホームレスへのソーシャルワークにおけるアウトリーチ②

23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、発表する。

25

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。

26

社会的排除の事例（LGBT）におけるソーシャルワーク②

【演習】�
25をもとに、どのような⽀援が考えられるか話し合い、発表する。

27

社会的排除の事例（外国籍の⼈々）におけるソーシャルワーク

【演習】�
⽂化や⾔葉の壁を越えて、どのように⽀援をするか考え、発表する。

28

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】�
ハンセン病問題について学び、問題点について話し合い、発表する。

29

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】�
ハンセン病回復者の声を聴き、どのような問題が現在に通じるかを考える。

30

まとめ―すべての⼈の⼈権が尊重される社会を⽬指して

【演習】�
ソーシャルワーカーとして、ケースワークやグループにとどまらず、ソーシャルアクションなども利⽤し、すべての⼈の⼈権が尊重される社会を⽬

指して⾃分ができることを考え、発表する。

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％�
提出物やレポートにはコメントをつけて返却する。

教科書

教員が適宜資料を作成し、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20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20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）。

- 22 -



⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

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。その他、必要に応じて、授業で紹介する。

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。連絡先やアポイントの取り⽅についてなど詳

細は初回の授業で説明する。
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⼤阪⻭科⼤学
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220823

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 208230

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

20823 3○ H2◎ 3○ E2◎ 社会福祉⼠

授業概要

本科⽬は、相談援助実習の前年に受講する実習事前指導を⽬的とする科⽬であり、相談援助実習に向けて、実習の意義や事前学習の具体的取り組み⽅、実習

先の理解と学習、社会福祉⼠としての相談援助実習のあり⽅等を学ぶことを⽬的とする。よって、本科⽬を受講しなければ、次年度の相談援助実習を実施する

ことができないことの認識が重要である。 �
実習に必要な知識・技術の習得のために、講義と演習を組み合わせて授業を⾏う。

到達⽬標

1 相談援助実習の意義について理解できる

2 相談援助実習に係る個別指導並びに集団指導を通して、相談援助に係る知識と技術について具体的かつ実際的に理解できる

3 実践的な技術等を体得できる

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

2 13

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

社会福祉実習とは

【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する。

2

⾃⼰開⽰と理想とするソーシャルワーカー像について

【演習】�
⾃分について、さまざなな側⾯から⾃⼰紹介を⾏う。�
⾃分が理想とするソーシャルワーカーや希望する実習先を考える。

3

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グループで調べる。

4

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グループで調べる。

5

実習先の理解③

【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グループで調べる。

6

実習先についての発表①

【演習】�
調べてきた内容を発表し、その内容について考察する。

7

実習先で⾏われる介護や保育等に関連業務に関する基本的な理解①

【演習】�
社会福祉⼠の実習で、なぜ介護や保育を経験するのかその意味について学ぶ。

8

実習先で⾏われる介護や保育等に関連業務に関する基本的な理解②

【演習】�
社会福祉⼠の実習で、なぜ介護や保育を経験するのかその意味について学ぶ。

9

ソーシャルワーカーの実践におけるスタンスや視点

【講義】�
次年度実習に向けて、ソーシャルワーカーをお招きして、講義いただく。

10

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】�
ソーシャルワーカーの話を聞いた上で、前回に記⼊した理想のソーシャルワーカー像を再考し、⾃分の課題を明確化する。

11

個⼈票作成①

【演習】�
実習先に提出する個⼈票を作成する。

社会福祉実習指導Ⅰ
更新⽇：2021/10/05�14:30:26
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

12

個⼈票作成②

【演習】�
実習先に提出する個⼈票を作成する。

13

実習先仮決定と計画書作成①

【演習】�
仮決定した次年度実習先で学びたいことを整理する。

14

計画書作成②

【演習】�
実習計画書の下書を作成する。

15

実習指導Ⅰまとめ

【演習】�
これまでの学びを振り返り、改めて⾃分の課題を明確にする。

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

教員が作成し、適宜配布する。

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20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20時間）。

その他

参考資料

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』��
杉本貴代栄ほか『ソーシャルワーカーの仕事と⽣活―福祉の現場で働くということ』�
杉本貴代栄『私はソーシャルワーカー―福祉の現場で働く⼥性21⼈の仕事と⽣活』��
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。連絡先やアポイントの取り⽅についてなど詳

細は初回の授業で説明する。
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231302

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 313020

担当教員 ⼩野 圭昭

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

31302 2○ 3○ H2◎  2○ 3○ E1◎  ⻭科医師

授業概要

⼀般⻭科医院においても障がい者の⻭科治療の機会は多く、障害者⻭科学の必要性は⾼い。しかし、障がい者の⻭科治療や⼝腔ケアを⾏う際には、より専⾨

的な配慮が必要となる。⻭科衛⽣⼠や⻭科技⼯⼠が⻭科医師とともに障がい者の⻭科治療を補助し、⼝腔の健康を維持・向上するためには、「障害」の概念を

理解した上で、さまざまな障害を体系的に把握し、さらに、その詳細について理解して、障がい者に対して⾏う基本的な治療⽅法を知る必要がある。�
この科⽬では、講義によって⻭科医療⼈として必要な障害者の知識を習得するとともに、医療現場において、障がい者に対し適切に対応して治療を⾏うため

の知識を⾝に付ける。

到達⽬標

1 障がい者⻭科の基本理念を理解できる。

2 社会と健康、疾病と障害の関係や地域保健医療について理解できる。

3 さまざまな障害を理解できる。

4 障害のある⼈に対して必要な⻭科医療を⾏うための知識を修得できる。

5 ⾏動調整法ならびに⻭科保健活動を⾏うための知識を修得できる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

8

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

【講義】障害の概念と障がい者⻭科総論

・健康と疾病と障害の概念を説明する。�
・国際⽣活機能分類について説明する。�
・ノーマライゼーションを説明する。�
・障害のある⼈のQOLについて説明する。�
・障害のある⼈の社会的、⼼理的問題を理解する。  

2

【講義】障がい者の保健・医療・福祉の仕組み

・障害のある⼈の医療・福祉の仕組みについて説明する。�
・地域における障がい者⻭科医療について説明する。�
・障がいのある⼈へのチーム医療、多職種連携について説明する。

3

【講義】障害の種類Ⅰ

・精神発達・⼼理的発達の障害について概説する。�
・神経・運動障害について概説する。

4
【講義】障害の種類Ⅱ

・感覚障害と⼝腔機能障害について概説する。

5

【講義】障害の種類Ⅲ

・精神および⾏動の障害について概説する。�
・⻭科治療時に配慮すべき症候群について概説する。

6

【講義】障害のある⼈への⾏動調整Ⅰ

・コミュニケーション法について説明する。�
・障害のある⼈への⾏動調整について説明する。

7

【講義】障害のある⼈への⾏動調整Ⅱ

・薬物を⽤いない⾏動療法について説明する。�
・薬物を⽤いた⾏動療法について説明する。�
・物理的な体動の調整法について説明する。

8

【講義】障害者の⼝腔衛⽣管理・障害者⻭科における医療安全

・障害者本⼈や介護者による⼝腔衛⽣管理・専⾨的⼝腔衛⽣管理�
・障害者の全⾝疾患と⼝腔健康管理�
・⻭科治療におけるリスク評価�
・障害者のリスクへの対応�
・医療安全管理�
・障害者⻭科における感染対策

成績評価の⽅法

障害者⻭科学
更新⽇：2021/10/20�10:59:55
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授業態度、課題レポートおよび単位試験を⾏い総合的に評価する。�
評価の⽐率は、授業態度10％、課題レポート�10％、科⽬試験�80％とする。

教科書

「最新⻭科衛⽣⼠教本 障害者⻭科」全国⻭科衛⽣⼠教育協議会，医⻭薬出版，2013年，ISBN978-4-263-42836-8�
授業中の配布資料�
教科書に基づいて授業を⾏います。教科書を必ず持参してください。

授業外学修（予習・復習）

質問は「Melly」にてお願いします。�
第８回の講義終了後に「障害者⻭科における⻭科衛⽣⼠と⻭科技⼯⼠の役割」に関するレポートを提出してもらいます。⾃⾝の考えを、授業を聞いて⼗分に整理

しておいてください。�
各授業の後に、授業の内容について20分程度の復習を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 障害者⻭科学」緒⽅克也ほか，永末書店，2014年，ISBN978-4-8160-1365-2�
「⻭科衛⽣⼠のための障害者⻭科」緒⽅克也ほか，医⻭薬出版，2006年，ISBN978-4-263-42158-1

受講⽣への要望等
障がい者の⻭科治療では、⼀般の患者以上に配慮が必要となります。臨床実習でもしっかり対応できるように学修してくださ

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。
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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 231303

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 313030

担当教員 柿本 和俊,�寺島 雅⼦,�尾形 祐⼰,�⽷⽥ 昌隆

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科

備考

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

31303 H1○ H2○ H3◎  ⻭科医師

授業概要

障害者や要介護⾼齢者は⼝腔清掃状態が悪く，構⾳や摂⾷嚥下機能などの⼝腔機能が低下していることが多い。障害者や要介護⾼齢者にとって，⼝腔衛⽣管理な

らびに⼝腔機能管理は，⼝腔のみならず全⾝の健康にとって⾮常に重要である。�
この科⽬では，学⽣相互の演習とグループ・ディスカッションによって，障害者や要介護⾼齢者および介護者に対する⼝腔衛⽣管理ならびに⼝腔機能管理の計画

と指導⽅法を取得する。

到達⽬標

1 要介護者の⼝腔健康管理プランを⽴案し実践できる。

2 要介護者の⼝腔健康管理のためのアセスメントができる。

3 要介護者の⼝腔健康の課題を分析できる。

4 要介護者の⼝腔健康管理に⽤いる器材を理解している。

5 要介護者の⼝腔健康管理に⽤いる器材を使⽤できる。

6 要介護者の⼝腔健康管理プランの⽴案ができる。

7 要介護者の⼝腔健康管理プランを評価できる。

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 3

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

【講義】要介護者の⼝腔健康管理のためのアセスメント（⽷⽥）

・ガイダンス�
・⼝腔健康管理のエビデンス�
・既存評価法の理解（OHAT-J,OAG,CORCHなど）�
・各評価法の問題点

2

【講義】要介護者の⼝腔健康管理のためのアセスメントと課題分析（⽷⽥）

・課題分析型アセスメントの理解�
・MDSーrapsの理解�
・GW：⼝腔健康管理プランの作成

3

【講義】要介護者の⼝腔健康管理に⽤いる器材の概説�1（柿本）

・⻭を対象とする⽤具�
・主に粘膜を対象とする⽤具�
・義⻭を対象とする⽤具�
・その他⼝腔健康管理に使⽤する⽤具

4

【講義】要介護者の⼝腔健康管理に⽤いる器材の概説�2（柿本）

・⻭を対象とする⽤具�
・主に粘膜を対象とする⽤具�
・義⻭を対象とする⽤具�
・その他⼝腔健康管理に使⽤する⽤具

5

【演習】味覚障害の検査（柿本，⽯川，寺島，尾形）

・味覚障害の症状�
・味覚障害の原因�
・味覚障害の検査�
・味覚障害の治療�
・濾紙ディスク検査の実施�
・レポート作成

6

【演習】義⻭清掃と安定剤（柿本，⽯川，寺島，尾形）

・義⻭⽤ブラシによる清掃�
・義⻭洗浄剤の種類と使⽤�
・義⻭安定剤の種類と使⽤�
・レポート作成

要介護者の⼝腔ケア
更新⽇：2021/11/16�10:09:56
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7

【演習】⼝腔健康管理相互実習

・細菌カウンターによる⼝腔内細菌量の計測�
・注⽔、吸引による⼝腔健康管理の⼿技確認�
・⼝腔健康管理実施（相互）�
・⼝腔健康管理後の⼝腔内細菌数の確認

8

【講義】総括（⽷⽥，柿本）

・⼝腔健康管理後の細菌カウンターによる細菌数の確認�
・⼝腔健康管理の効果検証の確認と問題点の抽出（グループ討議）�
・要介護者の⼝腔健康管理の要点とまとめ

成績評価の⽅法

課題レポートとグループ討議の参加で総合評価する。�
評価の⽐率は，課題レポート�80％，討議参加�20％とする。

教科書

適宜資料を配布する。

授業外学修（予習・復習）

授業中に配布する資料

その他

参考資料

「⻭科衛⽣⼠講座�⾼齢者⻭科学」森⼾光彦ほか，永末書店，2017年，ISBN978-4-8160-1312-6�
「最新�⻭科衛⽣⼠教本�⾼齢者⻭科」，全国⻭科衛⽣⼠教育協議会監修，医⻭薬出版，2013年，ISBN978-4-263-42835-1�
「⻭科衛⽣⼠講座�障害者⻭科学」緒⽅克也ほか，永末書店，2014年，ISBN978-4-8160-1365-2�
「最新�⻭科衛⽣⼠教本�障害者⻭科」，全国⻭科衛⽣⼠教育協議会監修，医⻭薬出版，2013年，ISBN978-4-263-42836-8

受講⽣への要望等

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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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 231401

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 314010

担当教員 ⽷⽥ 昌隆

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

31401 1○ H1◎  1○ E1◎  ⻭科医師

授業概要

⼝腔の担う機能（話す、⾷べる、呼吸など）は⽣活あるいは⽣命維持に必要な機能である。しかしながら、先天性あるいは後天性（中途障害）に⼝腔機能の低下

や障害が認められることが多い。また成⼈・⾼齢者においては⼝腔機能の低下から始まる全⾝機能の低下が認められることもある。特に⾼齢社会では⼝腔機能

障害への対応・指導可能な⻭科衛⽣⼠を⽬指すことが必要である。今授業では⼝腔機能のみならず⼼⾝の「機能障害」と社会的背景や対応法について総合的に

理解した後に、⼝腔機能障害とその対応法の基礎的考え⽅を学習する。講義の形式はスライドを⽤いて⾏い、実際の障害をもつ⽅々の⼝腔機能障害への対応法

は動画等を⽤いて講義する。

到達⽬標

1 ⼝腔の担う機能（⼝腔機能）を説明できる。

2 障害について全⾝、局所（特に⼝腔の各器官）の障害の原因について説明できる。

3 認知症を含めた⾼次脳機能障害をはじめとする機能的障害を説明できる。

4 嚥下障害のメカニズムを説明できる。

5 神経・⼼理学的障害の分類を説明できる。

6 発育段階で獲得する⼝腔機能と周辺事項を説明できる

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

７ １

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

【講義】ガイダンス、ICFにおける機能障害と⽣活機能の概念、脳（中枢）の構造と役割

・WHOの機能障害に関する考え⽅�
・⼤脳機能と⽇常⽣活�
・延髄の機能�
・⼩脳の役割�
・その他中枢の役割

2

【講義】運動と感覚と関節運動

・錐体路と錐体外路�
・運動機能と感覚の関連性�
・関節運動�
・内転と外転�
・痙縮�
・固縮�
・萎縮 

3

【講義】運動障害と感覚障害

・運動失調障害�
・運動可動域障害�
・協調運動障害�
・筋疾患�
・神経筋接合部の障害�
・下位運動ニューロン障害�
・上位運動ニューロン障害�
・⿇痺によって起こる⼝腔障害�
・痙縮�
・固縮�
・萎縮

4

【講義】⾼次脳機能障害と認知症と⼝腔機能障害

・⾼次脳障害とは�
・広義の⾼次脳障害�
・狭義の⾼次脳障害�
・⼝腔の失⾏�
・⼝腔の失認�
・失語による⼝腔症状�
・⾼次脳機能障害と認知症（鑑別と分類） 

⼝腔機能障害学
更新⽇：2022/01/06�11:32:09
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5

【講義】摂⾷・嚥下障害

・摂⾷嚥下障害とは�
・摂⾷嚥下州外によって引き起こされる問題�
・嚥下障害のメカニズム（球⿇痺・仮（偽）性球⿇痺を中⼼に）�
・摂⾷嚥下障害に診られる⼝腔機能障害�
・⼝腔機能と嚥下のかかわり

6

【講義】神経・⼼理的障害と⼝腔機能

・⼼理学的障害と⼝腔の症状�
・⼼理学的障害が先か⼝腔障害が先か？�
・⼼理的障害の⼝腔機能への影響�
・摂⾷障害の原因

7

【講義】発育段階でおこる障害と⼝腔機能の関連

・⼩児における⼝腔の障害とは�
・発達段階での機能障害の分類�
・⾷べることの機能の成⻑障害 など

8
【演習】まとめと演習

・⼝腔機能障害のまとめ

成績評価の⽅法

本学学則、授業科⽬の履修⽅法、試験・評価規程および施⾏細則に従う。�
単位試験を実施し、学習態度により総合的に評価を⾏う。�
・単位試験�85％�
・学習態度�15％

教科書

適宜、資料を配布する。

授業外学修（予習・復習）

講義の復習をすること（15分）

その他

参考資料 「機能障害科学⼊⾨」九州神陵⽂庫

受講⽣への要望等 復習をすること（講義後15分程度でまとめておくこと）

授業の質問対応、連絡先
質問は随時受け付けます。1号館1階⽷⽥⾃室、授業中、休み時間、メールなどにて。�
E-mail：itoda@cc.osaka-dent.ac.jp

- 31 -



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 231402

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 314020

担当教員 ⽷⽥ 昌隆,�⼤森 あかね,�板並 悠⾹,�吉本 美枝

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

31402 H1�○ H2�◎  ⻭科医師

授業概要

医療、介護、福祉あるいは地域での健康増進への取り組みなどの現場においては様々な要因により、⼝腔領域に機能低下、障害をもつ⽅々が多く診られる。こ

れら背景から、今授業では⻭科衛⽣⼠として国際⽣活機能分類ICF（International�Cassification�of�Funtioning,�Disability�and�Health）に準じたリハビリテー
ションを⽬指し、摂⾷・嚥下リハビリテーションを含む⼝腔リハビリテーションのセラピストとしての基礎知識と専⾨的技術を習得することを⽬的とする。ま

た地域における地域リハビリテーション事業を基とした地域⽀援事業（介護予防など）について理解し、⻭科衛⽣⼠として地域との関わりや⼝腔機能向上への

アプローチについても学習する。講義の形式は、主にスライドを⽤いて⾏い、各種検査資料を配布・使⽤し説明を⾏う。実際の⼝腔機能障害への対応、⼝腔リハ

ビリテーションの訓練内容や症例については動画を⽤いて講義する。

到達⽬標

1 リハビリテーションの概念とICIDH,ICFなどの関連性を概説できる。

2 リハビリテーションの治療の流れを説明できる。

3 正常嚥下像を説明できる

4 成⼈の嚥下障害の問題を説明できる

5 嚥下評価と検査法を説明できる

6 嚥下障害に対する間接訓練法を列挙し説明できる

7 摂⾷嚥下障害の⾷事時の注意点を説明できる

8 障害に合わせたリハビリテーションのプランを⽴案できる

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

７ １

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

【講義】ガイダンス、リハビリーションを実施する際に必要な評価と診断の流れ

・リハビリテーションとは�
・WHOの医学体系�
・ノーマライゼーションとQOL、ADL�
・障害分類と障害受容�
・⾝体学的評価�
・精神機機能評価�
・認知機能評価 etc

2

【講義】⼝腔リハビリテーションに必要な解剖学、⽣理学、嚥下の正常像と診断・治療の流れ

・頭頸部の筋と神経⽀配�
・⼝腔の⽣理機能（咀嚼、嚥下、発声、呼吸）�
・摂⾷嚥下時の時期分類�
・各時期での器官の活動�
・プロセスモデルについて

3

【講義】嚥下機能評価・スクリーニング、専⾨的検査と総合的⼝腔アセスメント

・⾝体観察ポイント�
・スクリーニングとは�
・各種スクリーニング検査�
・嚥下造影検査�
・嚥下内視鏡検査�
・超⾳波エコー検査�
・筋電図検査など�
・OHAT-J�
・OAG�
・CORCH 

⼝腔リハビリテーション学
更新⽇：2022/01/06�11:33:44
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4

【講義】器官別⼝腔機能・嚥下機能評価と⼝腔機能低下症の検査 リハビリテーション計画の⽴案

・ディサースリア検査�
・咀嚼⼒検査�
・⾆圧検査�
・嚥機能評価（MASA、RSST、EAT-10など）�
・嚥下機能の専⾨的検査（VF、VE、嚥下聴診、etc）�
・PDCAサイクル

5

【講義】⼝腔リハビリテーションの訓練計画の⽴案と具体的訓練（間接訓練）

・間接訓練の⽬標�
・間接訓練の考え⽅と種類�
・具体的⽅法

6

【講義】⼝腔リハビリテーションの具体的訓練（直接訓練）と⻭科治療

・直接訓練の原則と配慮すべき点�
・基本的な⾷事への配慮事項�
・具体的訓練法�
・⼝腔リハビリテーションの中での⻭科治療の位置付け�
・⻭科治療を実施する時期

7

【講義】実際の⼝腔リハビリテーションと⻭科治療の効果の評価、特別な治療機器

・⾷事場⾯の観察点（ミールラウンド）�
・ミールラウンド時に必要な視点�
・必要な器具�
・介護予防事業における⻭科衛⽣⼠の役割�
・低周波�
・電気的刺激機器�
・温熱療法など

8
【演習】ケーススタディ

・実際の嚥下障害患者さんの模擬評価と訓練計画の⽴案

成績評価の⽅法

本学学則、授業科⽬の履修⽅法、試験・評価規程および施⾏細則に従う。�
単位試験を実施し、学習態度により総合的に評価を⾏う。�
・単位試験�85％�
・学習態度�15％

教科書

「⻭科衛⽣⼠のための摂⾷・嚥下リハビリテーション」医⻭薬出版�
追加資料を配布する

授業外学修（予習・復習）

なし

その他

参考資料
「標準ディサースリア検査」インテルナ出版�
「５疾病の⼝腔ケア」医⻭薬出版

受講⽣への要望等 国家試験にも多く出題される範囲である。復習を⾏うこと

授業の質問対応、連絡先

随時受けつける.�
居室に不在時は下記メールにて質問・相談を．�
E-mail：itoda@cc.dent-osaka.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 231403

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 314030

担当教員
⽷⽥ 昌隆,�板並 悠⾹,�貴島 真佐⼦,�永久 景那,�今井 美季⼦,�⼤森 あかね,�⼤⻄ 愛,�尾形 祐⼰,�寺島 雅⼦,�吉本 美枝,�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

31403 H2�◎ H3�○  ⻭科医師

授業概要

実習では、⼝腔リハビリテーション学を第３学年前期で学習した基本知識をもとに、⼝腔機能および嚥下機能評価⽅法、⼝腔リハビリテーションの具体的訓練

内容に関しての実習を⾏い、専⾨的技術を習得するために⾏う。また⼝腔リハビリテーションを実施する際の訓練計画の⽴案についても学習する。�
実習の進⾏は、はじめにスライドを⽤いて配布する各種検査資料を基に説明を⾏う。また実際の検査・評価実習に関しては相互実習を基本とし評価を体験する。

実際の⼝腔機能障害への対応、⼝腔リハビリテーションの訓練内容や症例については動画を⽤いて演習する。�

到達⽬標

1 ⼝腔機能の評価法について概説できる。

2 各種⼝腔機能・嚥下機能検査、評価に意義について説明できる。

3 各種⼝腔機能・嚥下機能検査、評価の⽅法を実践できる。

4 各種嚥下訓練、⼝腔機能訓練について説明・実践できる。

5 リハビリテーションプランを概説できる。

6 終末期の患者さんへの対応の基礎的考え⽅を説明できる。

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

2 2 11

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

ガイダンス、⼝腔ケア相互実習Ⅰ（⼝腔アセスメント）

・⼝腔リハビリテーションとは�
・OHAT-J評価内容の確認�
・OAGによる評価

2

⼝腔ケア相互実習②（⼝腔ケアの具体的⼿技）

・ファーラー位、仰臥位、側臥位�
・注⽔、吸引�
・ワイプ法 など

3

⼝腔機能評価 Ⅰ

・咀嚼能⼒検査�
・オーラルディアドコキネシス�
・⾆圧検査

4

⼝腔機能評価 Ⅱ

・細菌検査�
・⼝腔乾燥度検査�
・pH検査 etc

5

嚥下機能評価・スクリーニング Ⅰ

・RSST�
・⽔飲みテスト＆改訂⽔飲みテスト�
・咳反射テスト etc

6

嚥下機能評価・スクリーニング Ⅱ

・嚥下聴診�
・フードテスト etc

7

嚥下機能評価 Ⅲ

・嚥下造影検査�
・嚥下内視鏡検査

8

質問式嚥下評価

・聖隷式嚥下質問評価�
・EAT-10�
・KTバランスチャート

⼝腔リハビリテーション実習
更新⽇：2021/10/21�19:09:26
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9

実際の⼝腔リハビリテーションの訓練内容 （間接訓練）1

・頬ふくらまし、⾆運動（抵抗運動法）�
・ブローイング�
・プッシングメソッド など

10

実際の⼝腔リハビリテーションの訓練内容 （間接訓練・直接訓練・咀嚼訓練）Ⅱ

・シャキア法、おでこ体操�
・メンデルゾーン法��etc�
・姿勢調整�
・⼀⼝量調整�
・⾷事具の調整 など

11

介護予防事業における⼝腔機能向上アプローチ

・集団訓練法の検討�
・講和の意義と⼿法

12

⼝腔・嚥下リハビリテーションと考慮すべき事項（講義）

・栄養の基礎�
・運動処⽅（リハ処⽅）の考え⽅

13

ケーススタディ、グループディスカッション（演習）

・嚥下障害の患者さんへの対応法�
・栄養法の考え⽅

14

重度⼝腔機能障害、嚥下障害患者への対応⽅法（講義）

・最終栄養法の決定�
・臨床死⽣学について

15
まとめ（演習）

・GW：⼝腔リハビリテーションと死⽣学演習とまとめ

成績評価の⽅法

本学学則、授業科⽬の履修⽅法、試験・評価規程および施⾏細則に従う。�
実習課題の提出物の内容を評価する。また実習中の態度・⾏動を観察（態度、技能、表現⼒、応⽤⼒）・評価し、総合的に評価を⾏う。�

教科書

実習に際して、資料を配布する。

授業外学修（予習・復習）

その⽇中に30分程度の復習を⾏うこと。

その他

参考資料 なし

受講⽣への要望等 なし

授業の質問対応、連絡先
質問は随時受け付けます。1号館1階⽷⽥⾃室、授業中、休み時間、メールなどにて。�
E-mail：itoda@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 通年 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231604

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 316040

担当教員 前岨 亜優⼦,�北垣 志⿇,�尾形 祐⼰,�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

31604 2�○ 5�○ H1�◎ ⻭科衛⽣⼠

授業概要

臨地（保育所・幼稚園・⼩学校・中学校・⽀援学校）における⻭科保健指導,公衆衛⽣現場活動における⻭科衛⽣教育を実施するための事前学習をおこなう。�
グループ毎にプレゼンテーションの⽅法をディスカッションし、相⼿の理解を促すような「伝える⽅法」を考え、アクティブラーニングを取り⼊れることで対

象者の問題解決に主体的に取り組む姿勢を⾝につける。�

⾼齢者・有病者を対象とした対象者別の⼝腔健康管理（情報収集・⼝腔衛⽣管理・⽣活習慣指導・⾷⽣活指導・⼝腔機能管理）が実践できることを⽬的とする

到達⽬標

1 幼児を対象とした⻭科保健指導を実施する

2 児童を対象とした⻭磨き指導を実施する

3 障がい者を対象とした⻭科保健指導を実施する

4 保健センターにおける乳幼児健診における⻭科保健指導を実施する

5 バイタルサインを測定できる

6 要介護者を対象とした⼝腔健康管理を実施する

7 フレイル、⼝腔機能のアセスメントを実施する

8 ⼝腔外科患者を対象とした⼝腔健康管理の要点を説明できる

9 禁煙指導・⽀援ができる

10 地域包括ケアシステム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

31回

遠隔
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

1回

授業計画

1

1【講義・演習】現場における健康教育活動の概要（1コマ）(1)�

1.臨地実習Ⅱ（保健センター・保育所・⼩学校・中学校・視覚⽀援学校実習）の詳細を理解する�
2.保健センターおよび保育所における集団指導実習の演習を⾏う

2

2-8【講義・演習】現場における健康教育活動 保育所・⼩学校実習（7コマ）(2-8)

2  ⼩学校集団指導演習・⻭科検診補助演習�
3-4 保育所イオン導⼊法実習及び集団指導演習（デモ）�
5-6 ⼩中学校⻭科検診補助（実技試験）及び集団指導演習�
7-8 ⼩学校マウスピース法実習及び集団指導演習（デモ）

3

9-11【講義・演習】現場における健康教育活動 ⽀援が必要な⽅を対象とした実習（3コマ）(9.10.11) 【１コマはオンデマンドで実施】

9（講義）障がいについて理解する�
10（演習）視覚障がい者に対する⻭科保健指導の演習を⾏う（アイマスク体験）�
     視覚障がい者に対する⻭科保健指導の演習を⾏う（症例分析）�
11（演習）視覚障がい者に対する⻭科保健指導の実際を報告し学びを共有し、後期の実習につなげる（症例報告）

4

【講義・実習】⾼齢者・要介護者を対象とした⼝腔衛⽣管理（3コマ）(12-14)：⽯川・前岨・尾形・寺島・他2名

要介護⾼齢者を想定した⼝腔衛⽣管理実習�
0）⼝腔ケア器材の種類と使⽤⽅法の概要�
1）対象者のアセスメント�
  全⾝の健康状態・認知状態・精神状態・服薬の把握・⼝腔内の状態・⼝腔機能など�
  バイタルチェック演習（脈拍測定、⾎圧測定、経⽪的動脈⾎酸素飽和度測定）�
  ⽣活機能の把握・⽣活習慣と⽣活環境の把握（⽇常⽣活動作・⽇常⽣活⾃⽴度を含む）�
2）⻭科衛⽣介⼊計画⽴案�
3）⻭科衛⽣介⼊（⼝腔衛⽣管理の実施）�
4）介⼊後の評価�
5）⻭科衛⽣業務記録の作成�
 ベッド上での体位確認�
 デンタルチェアから⾞椅⼦への移乗演習�
新型コロナ感染症の状況に応じて可能であれば相互実習も実践する

⻭科保健指導実習Ⅲ
更新⽇：2021/11/30�18:55:04
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5

【講義・演習】⾼齢者・要介護者を対象とした⼝腔機能管理（2コマ）(15-16)：⽯川・前岨・尾形・寺島・他2名

・⼝腔機能の評価（各種スクリーニングテスト、頸部聴診など）�
・⾷事介助�
・摂⾷嚥下機能低下の体験

6

【講義・演習】栄養アセスメント・フレイルチェック（４コマ）(17-18)：⽯川・前岨・尾形・寺島・他2名

・フレイル、オーラルフレイルのアセスメント�
・栄養スクリーニング�
・⾝体計測（⾝⻑・体重・体脂肪率等の推定）�
・栄養状態を把握するためのフィジカルアセスメント�
・フレイル予防の指導

7

【講義・演習】禁煙指導�(2コマ)�(19-20)：尾形・⽯川・前岨

・喫煙による健康被害�
・⽇本における喫煙状況�
・喫煙状況のアセスメント�
・禁煙ステージのアセスメントと禁煙⽀援�
・禁煙治療、禁煙指導

8

【講義・演習】在宅・施設における⼝腔健康管理�(2コマ)�(21-22)：猪原・⽯川・前岨・尾形

・在宅医療および訪問看護とは�
・在宅医療の体制�
・在宅医療を受ける患者の動向�
・在宅で⾏われる医療処置�
・在宅・施設における⼝腔健康管理

9

【講義・演習】⼝腔外科患者の⼝腔管理�(2コマ)�(23-24)：⽯川・前岨・尾形・他2名

・⼝腔外科患者の⼝腔管理の意義�
・疾患別の⻭科衛⽣過程に基づいた対応�
・⼊院管理を伴う⼝腔外科患者への⼝腔管理

10

【講義・演習】地域包括ケアシステム�(2コマ)�(25-26)：猪原・⽯川・前岨・尾形

・地域包括ケアシステムとは（⽬的・背景）�
・地域ケアシステムの構成要素�
・地域ケアシステムの主な取り組み�
・地域医療での多職種連携�
・地域ケア会議の基礎

11

【講義・演習】⽀援が必要な⽅への⻭科保健指導（4コマ）（27-30）前岨・⽯川・尾形・⼤⻄・寺島

（講義）27�
東淀川⽀援学校より講師を招き、実習に際し配慮すべきこと等を学ぶ�
（演習）28.29.30�
⽀援学校におけるブラッシング指導について計画を⽴案し・実施するための準備を⾏う

成績評価の⽅法

・課題提出（10％）�
・筆記試験（90％）前期後期の内容をまとめて後期に実施する

教科書

⻭科衛⽣⼠講座 ⾼齢者⻭科学（永末書店）第3版第2刷(2020年2⽉出版) （情報が⼤きく変更しています。国家試験に対応するため必ず最新版を準備してくだ
さい）�
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）

社会⼈としての基本的なマナーの修得。30分以上の復習をして受講することが望ましい。

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・⼝腔の健康と予防にかかわる⼈間と社会の仕組み１保健⽣態学（医⻭薬出版）�
最新 ⻭科衛⽣⼠教本 顎・⼝腔粘膜疾患�⼝腔外科・⻭科⿇酔

受講⽣への要望等

実習⽇程に近い⽇に実習内容の授業を⾏うため、実習先の都合により授業の順番は変更することがあります。�
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。

授業の質問対応、連絡先 随時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 231609

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 316090

担当教員 辻 則正,�⼤⻄ 愛,�寺島 雅⼦,�南部 智⼦,�⾕ 亜希奈,�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

31609 1�○ 2�○ H1�◎  ⻭科衛⽣⼠

授業概要

臨床実習を⾏う中で⻭科医師との連携や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。また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。各種の⻭科材料や⻭科器具を復習し⻭科診療補助がスムーズにできるよ

うに研鑽する。�
4年⽣で⾏う医科病院での実習で必要な周術期の患者に対する⻭科衛⽣⼠の役割についても学ぶ。�

到達⽬標

1 テンポラリークラウンを製作できる。

2 各種の⻭科器具の名称及び使⽤⽬的を述べることができる。

3 各⻭科治療に応じた器具及び材料の準備ができる。

4 周術期における⻭科衛⽣⼠の役割りが理解できる。

5 対象者を想定した概形印象採得ができる。

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

32

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

テンポラリークラウンの製作①（2コマ：1.2）（南部・⼤⻄・寺島・⾕）

【⾯接実習】�
・既製冠を⽤いて製作する⽅法�
・常温重合レジンのみで製作する⽅法�
・テンポラリークラウンの調整⽅法

2

⻭科材料の取扱い（2コマ：3.4）（⼤⻄・寺島・⾕）

【⾯接実習】�
・合着材の取扱い�
・接着材の取扱い�
・印象材の取扱い�
・仮封材の取扱い�
・仮着材の取扱い

3

⻭内治療実習①�（2コマ：5.6）（辻先⽣・⼤⻄・寺島・⾕）

【⾯接実習】�
・模型⻭を使⽤して根管治療実習を⾏い、必要な器具・器材を確認

4

⻭内治療実習②�（2コマ：7.8）（辻先⽣・⼤⻄・寺島・⾕）

【⾯接実習】�
・模型⻭を使⽤して根管充填実習を⾏い、必要な器具・器材を確認

5

連合印象採得 相互実習（2コマ：9.10）（⼤⻄・寺島）

【⾯接実習】�
・アルジネート印象材と寒天印象材を⽤いた連合印象採得

6

保存修復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：11.12）（⾕本先⽣・⼤⻄・寺島・⾕）

【⾯接実習】�
・コンポジットレジン充填時の⻭科衛⽣⼠の役割と使⽤器具・器材の取扱い�
・グラスアイオノマーセメント充填時の⻭科衛⽣⼠の役割と使⽤器具・器材の取扱い�
・間接修復時の⻭科衛⽣⼠の役割と使⽤器具・器材の取扱い�
・⻭髄保護時の⻭科衛⽣⼠の役割と使⽤器具・器材の取扱い

7

各種材料・器具の取扱い復習（2コマ：13.14）（⼤⻄・寺島）

【⾯接実習】�
・各診療科の⻭科診療補助内容の復習

8

補綴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：15.補講）（⻄崎先⽣・⼤⻄・寺島）

【⾯接実習】�
・模型⻭を使⽤して⽀台築造（直接法）、印象採得を⾏い、必要な器具・器材を確認

⻭科診療補助実習Ⅲ
更新⽇：2021/11/19�15:58:02
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9

テンポラリークラウンの製作②、仮封材の取扱い（2コマ：16.17）（南部・⼤⻄・寺島・⾕）

【⾯接実習】�
・常温重合レジンでテンポラリークラウンを製作�
・テンポラリークラウンを仮着�
・余剰セメント除去�
・各種仮封材の取扱い

10

各種材料・器具の取扱い復習（2コマ：18.19）（⼤⻄・寺島・⾕）

【⾯接実習】�
・各診療科の⻭科診療補助内容の復習

11

⼿順に沿った器材の準備、⻭科診療補助のデモ①（2コマ：20.21）（⼤⻄・寺島・⾕）

【⾯接実習】�
・保存修復治療、⻭内療法、⻭科補綴治療の⼿順�
・⼿順に沿った器材を準備�
・準備した器材を⽤いてデモ

12

⼿順に沿った器材の準備、⻭科診療補助のデモ①（2コマ：22.23）（⼤⻄・寺島）

【⾯接実習】�
・保存修復治療、⻭内療法、⻭科補綴治療の⼿順�
・⼿順に沿った器材を準備�
・準備した器材を⽤いてデモ

13

各種材料・器具の取扱い復習（2コマ：24.25）（⼤⻄・寺島・⾕）

【⾯接実習】�
・各診療科の⻭科診療補助内容の復習

14

対象者に配慮した印象採得 相互実習（2コマ：26.27）（⼤⻄・寺島・⾕）

【⾯接実習】�
・有病者、⾼齢者、障がい者を想定した印象採得

15

パステクニック、吸引操作 相互実習（2コマ：28.29）（⼤⻄・寺島・⾕）

【⾯接実習】�
・⼝腔外科、保存修復、⻭内療法、⻭科補綴に関する器具のパステクニック�
・外科⽤バキュームの使⽤⽅法�
・⾼齢者を想定した吸引操作

16

有病者の診療補助（2コマ：30.補講）（⼤⻄・寺島）

【⾯接実習】�
・全⾝疾患の症状の読み取り�
・服薬の状態を把握�
・意識レベルの把握�
・⾎圧、脈拍、⼼機能、呼吸のモニタリング�
・⼀時救命処置の⼿順、⽤いる器材�
・⼆時救命処置の⼿順、⽤いる器材�
・全⾝的偶発症への対応

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）

各臨床科⽬の復習を⾏い、実習後には指定された課題を実施して受講すること。(30分以上）

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。�
提出物などを忘れた場合は追加課題をもらいに来ること。�
配布資料は全てファイリングし、講義最終回にファイル提出すること。�

授業の質問対応、連絡先 少しの質問であれば授業⽤SNS「melly」を利⽤してください。それ以外は直接研究室に来てください。
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開講年度 2022 学期 通年 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231614

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 316140

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

31614 1�○ 2�◎ H1�○  ⻭科衛⽣⼠

授業概要

臨地実習におけるフッ化物塗布実習のために使⽤する薬剤の安全量、使⽤⽅法、各種器材の使⽤⽅法について演習を⾏う。安全⾯への配慮も⼗分に検討し、相

互実習を通じ実践に近い形で習得する。�
また、患者対応の技術を⾼めることを⽬的に相互実習を通じ実践に近い形で実習を展開する。１年次より習得してきた基本的な知識と技術、患者と関わる姿

勢・態度を複合的に活⽤し、対象者の⼝腔衛⽣・⼝腔機能を維持管理する⽅法を実践することで、コミュニケーション法・器具操作の運動⽅法・操作ポジショ

ン・器具の取扱い・器具のメンテナンス⽅法を習得することを⽬的とする。

到達⽬標

1 ⼩窩裂溝填塞材の種類と特徴を説明できる。

2 ⼩窩裂溝填塞の適応⻭を説明できる。

3 ⼩窩裂溝填塞の術式を説明し、実施できる。

4 ⼩窩裂溝填塞実施上の注意事項を説明できる。

5 フッ化物⻭⾯塗布（イオン導⼊・マウスピース）の薬剤の種類と濃度を説明できる。

6 フッ化物⻭⾯塗布（イオン導⼊・マウスピース）の取り扱い⽅法を説明できる。

7 フッ化物⻭⾯塗布（イオン導⼊・マウスピース）の術式を説明できる。

8 フッ化物⻭⾯塗布（イオン導⼊・マウスピース）を実施できる。

9 フッ化物⻭⾯塗布（イオン導⼊・マウスピース）の実施上の注意事項を説明できる。

10 フッ化物洗⼝に使⽤する薬剤の種類、濃度および取扱い法を説明できる。

11 フッ化物洗⼝法の対象年齢と洗⼝⽅法を説明できる。

12 フッ化物洗⼝法の実施上の注意事項を説明できる。

13 フッ化物配合⻭磨剤の種類と特徴を説明できる。

14 年齢に応じたフッ化物配合⻭磨剤の使⽤量、使⽤⽅法を説明できる。

15 フッ化物配合⻭磨剤の使⽤法を説明できる。

16 う蝕リスク判断のために⾏う、う蝕活動性試験の⽬的と種類を説明できる。

17 う蝕活動性試験を実施できる。

18 対象者のう蝕活動性を評価し、う蝕予防プログラムを⽴案できる。

19 う蝕予防処置におけるメインテナンスの⽬的が説明できる。

20 う蝕予防処置におけるメインテナンスの評価項⽬と⽅法、処置を説明できる。

21 う蝕のリスクとメインテナンスの必要性を説明できる。

22 PMTCの⽬的を説明できる。

23 PMTCの術式を説明し、実施できる。

24 ⻭⾯清掃器材の種類と使⽤⽅法を説明できる。

25 根分岐部病変の診査、評価ができる。

26 SRPの⽬的が説明できる。

27 SRPの術式を説明し、実施できる。

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【講義・実習】⼩窩裂溝填塞法（シーラント）/ファントム実習室（２コマ）（濱本・尾形・梶・⼤森）

⼩窩裂溝填塞法�
 ・使⽤器具器材の種類と特徴�
 ・適応⻭�
 ・術式�
 ・実施上の注意事項

⻭科予防処置実習Ⅲ
更新⽇：2021/11/10�17:45:57
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2

３・４【講義・実習】⻭周病患者のメインテナンス/チェア実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

・メインテナンスの⽬的�
・評価項⽬と⽅法�
・処置内容�
・⻭周病リスク�
・メインテナンスの必要性�
・⼝腔内診査と評価

3

５・６【講義・実習】フッ化物集団応⽤の実際①/セミナー室・ファントム実習室・介護実習室（２コマ）（濱本・尾形・梶・前岨）

フッ化物イオン導⼊法（フロリアート）�
 ・使⽤薬剤の種類と濃度と取扱い⽅法�
 ・適応⻭�
 ・術式�
 ・使⽤時の注意事項�
（⻭科保健指導とコラボ）

4

７・８【講義・実習】フッ化物集団応⽤の実際②/セミナー室・ファントム実習室・介護実習室（２コマ）（濱本・尾形・梶・前岨）

フッ化物マウスピース法�
 ・使⽤薬剤の種類と濃度と取扱い⽅法�
 ・適応⻭�
 ・術式�
 ・使⽤時の注意事項�
（⻭科保健指導とコラボ）

5

９・１０【実習】プレ2.3年合同実習/チェア実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

相互実習�
 ・⼝腔内診査�
 ・問題点を抽出�
 ・処置内容を選択�
 ・超⾳波スケーラー�
 ・⻭⾯研磨�
 ・患者への説明�
 ・処置内容の記録

6

１１・１２【実習】沈着物の除去/チェア実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

相互実習�
 ・⼝腔内診査�
 ・超⾳波スケーラー・エアスケーラーの⽐較�
 ・⻭⾯研磨・研磨剤の選択�
 ・患者への説明�
 ・処置内容の記録

7

１３・１４【実習】付着物の除去/チェア実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

相互実習�
 ・⼝腔内診査�
 ・サブソニックブラシシステム�
   特徴�
   適応�
 ・処置内容の記録

8

１５・１６【講義・実習】⻭⾯清掃器・PMTC模型実習/ファントム実習室・チェア実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

⻭⾯清掃器�
 ・使⽤⽬的と種類と特徴�
 ・使⽤⽅法�
 ・使⽤上の注意事項�
PMTC�
 ・⽬的�
 ・使⽤機材�
 ・実施上の注意事項

9

１７・１８【実習】⻭⾯清掃・PMTC相互実習/ファントム実習室・チェア実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

相互実習�
 ・⼝腔内診査�
 ・⻭⾯清掃器�
 ・PMTC�
 ・患者への説明�
 ・処置内容の記録

10

１９・２０【講義・実習】フッ化物洗⼝剤・⻭磨剤/ファントム実習室（２コマ）（濱本・尾形・梶・⼤森)

フッ化物洗⼝�
 ・使⽤器具器材の種類と特徴�
 ・濃度及び取扱い⽅法�
 ・対象年齢と洗⼝⽅法�
 ・実施上の注意事項�
⻭磨剤�
 ・種類と特徴�
 ・対象年齢と使⽤⽅法�
 ・使⽤上の注意事項
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11

２１・２２【講義・演習】う蝕予防処置メインテナンス/ファントム実習室（２コマ）（濱本・尾形・梶・⼤森）

・う蝕予防処置におけるメインテナンスの⽬的�
・メインテナンス時の評価項⽬と⽅法、処置�
・う蝕のリスク�
・メインテナンスの必要性

12

２３・２４【実習】ファーケーションプローブ・⽔平ストローク/ファントム実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

・⻭周病の評価�
・根分岐部病変の有無と程度�
・ファーケーションプローブの使⽤⽅法�
・⽔平ストローク（キュレットタイプスケーラー）

13

２５・２６【実習】グレーシータイプキュレットスケーラー相互実習/チェア実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

模型実習�
 ・対象者の情報収集�
 ・⼝腔内診査�
 ・全部位復習�
   使⽤⽅法�
   ポジション�
   ストローク�
相互実習準備

14

２７・２８【実習】スケーリング・SRP相互実習①（前⻭部）/チェア実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

相互実習（前⻭部）�
 ・⼝腔内診査�
 ・SRP（グレーシータイプキュレット）�
 ・⻭⾯研磨�
 ・患者への説明�
 ・処置内容の記録

15

２９・３０【実習】スケーリング・SRP相互実習②（⾅⻭部）/チェア実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

相互実習（下顎右側⾅⻭部）�
 ・⼝腔内診査�
 ・SRP（グレーシータイプキュレット）�
 ・⻭⾯研磨�
 ・患者への説明�
 ・処置内容の記録

成績評価の⽅法

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

順番どおりに全回出席すること。�
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 通年 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231618

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 9.0 科⽬コード 316180

担当教員
前岨 亜優⼦,�⼤森 あかね,�⾕ 亜希奈,�⽯川 由美,�梶 貢三⼦,�和唐 雅博,�尾形 祐⼰,�柿本 和俊,�楠本 哲次,�樋⼝ 鎮央,�髙⽥
橋 美幸

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

31618 2�○ H1�◎ H3�○ ⻭科医師

授業概要

⼤阪⻭科⼤学附属病院にて実習を⾏う。�

⻭科衛⽣⼠が⽇常業務として⾏っている内容について学ぶ。校内での基礎実習をふまえた上で、現場での⻭科衛⽣⼠の業務の内容を⾒学や実習を通して、⻭科

衛⽣⼠としての知識、技術および態度を⾝につける。専⾨職としてニーズに応じた適切な動きや⼝腔健康管理をどのように提供することが必要なのかを学ぶ。

このことを通して⾃分の価値観や思考の特性に気づき、⼈間関係を深め、成⻑することを⽬的とする。�
また、医療従事者にふさわしい⼈格を養成することを⽬的とする。

到達⽬標

1 ⻭科医師からの指⽰内容を踏まえた対応ができる

2 プライバシーを配慮した態度で対応できる

3 対象者の守秘義務を遵守できる

4 診療室のルールを理解した⾏動ができる

5 医療安全管理に配慮した⾏動ができる

6 感染予防（消毒・滅菌、⼿指消毒等）対策に応じた⾏動ができる

7 器材、機器および薬品の管理の⽅法を理解した⾏動ができる

8 対象者のデータ管理の⽅法を理解した⾏動ができる

9 ⻭科医師からの指⽰内容を理解し、実践できる

10 ⻭科衛⽣に必要なスクリーニングと検査ができる

11 資料やデータから⻭科衛⽣業務の内容を理解できる

12 業務記録が理解できる

13 今後のデジタルデンティストリーに対応し、発展させる能⼒を取得する

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

203

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

⻭科矯正科での臨床実習（担当：細⼭）【16コマ】

【実習】�
（概要）�
矯正治療と予防矯正を⾏っている。�
�
（実習内容）�
・矯正診療の補助と、矯正患者に対する接し⽅などを学ぶ。�
・矯正患者に対する⻭⼝清掃指導を⾏う。�

2

⼩児⻭科での臨床実習（担当：原⽥）【16コマ】

【実習】�
（概要）�
乳⻭列期から永久⻭列期完成までの⼩児を対象とし、⻭科治療および予防処置を⾏われる。�
�
（実習内容）�
・⼩児期の特徴、⻭科治療の特徴、その対応⽅法などを学ぶ。�
・保護者への対応法や指導内容などを学ぶ。

⼝腔保健臨床実習Ⅰ
更新⽇：2022/01/18�17:41:35
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3

障がい者⻭科での臨床実習（担当：⽥中）【8コマ】

【実習】�
（概要）�
特別な配慮を必要とする患者を対象とした診療科である。�
⼀般の⻭科医院では対応が困難な患者の治療を⾏うとともに、治療後の再発防⽌を⽬的に、患者本⼈あるいはセルフメンテナンスのキーパーソンに

対しての⻭科保健指導を⾏う。�
また、定期的な⼝腔清掃指導や⻭⾯清掃を実施し、継続的にう蝕や⻭周病の予防、⼝腔機能の維持を⾏っている。可能な限り短時間で終了させるた

め、やむを得ず開⼝器や抑制具を併⽤することもある。�
�
（実習内容）�
・障がいの特徴、障がい者⻭科での⻭科治療の特徴、障がい児(者)への対応法などを学ぶ。�
・保護者への対応法や指導内容などを学ぶ。

4

⻭科⿇酔科での臨床実習（担当：新井）【8コマ】

【実習】�
（概要）�
⼝腔外科⼿術や障がい者の⻭科治療のための全⾝⿇酔、精神鎮静法下での⻭科治療を⾏っている。�
�
（実習内容）�
・⻭科⿇酔科外来においての診療介助を学ぶ。�
・全⾝⿇酔による⼿術⾒学を⾏う。

5

⼝腔インプラント科での臨床実習（担当：武⽥）【20コマ】

【実習】�
（概要）�
インプラント治療に際してＣＴ等を⽤いて詳細に診断し、無菌化された⼩⼿術室を使⽤して全⾝管理下にてインプラントの埋⼊⼿術等を⾏ってい

る。�
また、各症例に応じたインプラントシステムを選択し、機能回復だけではなく審美的回復の向上に努めている。�
�
（実習内容）�
インプラント治療に関する診療補助・予防処置・保健指導を学ぶ。

6

保存科での臨床実習（担当：仲間）【20コマ】

【実習】�
（概要）�
保存修復処置と⻭内治療処置を⾏っている。�
�
（実習内容）�
⻭の保存療法についてさまざまな診療の流れを学ぶ。

7

補綴咬合治療科での臨床実習（担当：⻄崎）【20コマ】

【実習】�
（概要）�
顎補綴を含むあらゆる補綴患者を取り扱う。�
顎関節症、咬合異常の診断や治療も⾏なっている。�
�
（実習内容）�
・補綴治療における診療補助ならびに、補綴物装着患者に対する接し⽅などを学ぶ。�
・⻭科衛⽣⼠教員が補綴咬合治療科で直接的な指導をするCI（Clinical�Instructor）実習を⾏っている。�
・CI実習で学内で習得した知識・技能・態度を臨床実習において、実践できる能⼒を⾝につける。

8

⻭科⼝腔外科での臨床実習（担当：松本）【20コマ】

【実習】�
（概要）�
観⾎処置、⼝腔癌、顎⾻⾻折、顎変形症など⼝腔と顎・顔⾯の治療・⼿術を⾏っている。�
�
（実習内容）�
・⼝腔外科治療の補助と⼝腔外科患者に対する接し⽅を学ぶ。�
・術後の指導を⾏う。�

9

⼝腔診断・総合診療科（南館）での臨床実習（担当：⾠⺒）【8コマ】

【実習】�
（概要）�
⻭科医師と⻭科衛⽣⼠によるチーム医療を⾏っている。�
⼀般の診療室と同じように、⻭周治療、⻭内療法、保存修復、補綴処置、⼝腔外科など各分野の⻭科治療が⾏われている。�
�
（実習内容）�
・⻭科医師と⻭科衛⽣⼠によるフォーハンドシステムを⾒学し、各治療の流れを考えて補助することにより、治療がスムーズに進むことの重要性、

また患者や術者への配慮の⼤切さを学ぶ。�
・⻭内療法、保存修復、補綴治療、⻭周治療、⼝腔外科治療の関連を理解する。�
・⻭科衛⽣⼠業務を認識する。�
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10

中央画像検査室での臨床実習（担当：⼩滝）【12コマ】

【実習】�
（概要）�
各科からの撮影依頼を受け、最適な画像検査を⾏う。�
⻭科放射線専⾨医が画像を読影し、画像診断情報を画像診断報告書にて各科に提供する。�
�
（実習内容）�
・Ｘ線画像撮影の⾒学、補助を⾏う。�
・定められた臨床実習課題を⾏う。

11

⼝腔診断・総合診療科（本館）での臨床実習（担当：辻）【8コマ】

【実習】�
（概要）�
初診患者に対し問診（主訴・既往歴）と⼝腔診査を⾏い、病状に応じた診療科を決定する。�
�
（実習内容）�
初診患者を誘導し、⼝腔内診査の準備・記⼊など補助業務を⾏う。

12

⼝腔リハビリテーション科での臨床実習（担当：永久）【8コマ】

【実習】�
（概要）�
摂⾷嚥下障害をはじめとした、さまざまな⼝腔の障害を呈した患者が来院する。原因疾患として、⼝腔悪性腫瘍術後や脳⾎管疾患、⼝腔の悪習癖な

どが挙げられる。このような患者を対象として、⼝腔機能の評価を⾏い、⽇常⽣活を送る上での機能回復に必要なリハビリテーションを実施してい

る。�
また、機能訓練と併せて、⻭科補綴治療をはじめ、⻭周治療、う蝕処置などの全顎的治療も⾏っている。�
�
（実習内容）�
・⼝腔や全⾝の機能が低下している患者に対する接し⽅や、⻭科治療時における診療補助などを学ぶ。�
・⼝腔リハビリテーションの実施に必要な⼝腔機能障害を学び、⼝腔機能評価ができるように実習を⾏う。�

13

⾼齢者⻭科での臨床実習（担当：島⽥）【16コマ】

【実習】�
（概要）�
70歳以上の⾼齢者の⼀般的な⻭科治療および義⻭治療を⾏っている。�
�
（実習内容）�
・⾼齢者の特徴、治療の特徴、⾼齢者に対する接し⽅などを学ぶ。

14

⻭周治療科での臨床実習（担当：緒⽅）【15コマ】

【実習】�
（概要）�
⻭周疾患の治療と再⽣治療などの先進医療を⾏っている。�
�
（実習内容）�
・⻭周治療の補助と予防処置を⾏う。�
・患者の⼝腔状態に応じた⻭⼝清掃指導を⾏う。
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15

⼝腔内スキャナ実習（担当：柿本、楠本、樋⼝、梶、⾕、⼤森）【8コマ】

（概要）�
⼝腔内装置の製作法は、⻭科技⼯⼠の⼿技による⽅法から３次元データに基づくデジタル加⼯に移⾏しつつある。現在、⼝腔内状態を３次元データ

として記録できる⼝腔内スキャナーが数多く開発され⻭科臨床での利⽤が進んでいる。⼝腔の３次元データは⼝腔内装置の製作に留まらず、今後は

⻭科医療に広く利⽤されることが予測される。�
この科⽬では、⼝腔内のデジタルデータの取得と利⽤法を学修し、今後のデジタルデンティストリーに対応し、発展させる能⼒を取得する。�
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
（到達⽬標）�
・⼝腔のデジタル表現を説明できる�
・３次元スキャナーの原理を説明できる�
・⼝腔内スキャナーの構造を説明できる�
・３次元画像診断を説明できる�
・⻭科技⼯⽤スキャナーを操作できる�
・⼝腔内スキャナーを操作できる�
・画像処理ソフトウェアを使⽤できる�
・画像データの管理ができる�
・デジタルデンティストリを⼝腔健康管理に応⽤できる�
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
（授業計画）�
❶【講義】形状のデジタル表現�
   �������２次元画像フォーマットと特徴�
   �������３次元画像フォーマットと特徴�
❷【講義】⾊のデジタル表現�
     ２値表現�
     グレースケール�
     RGB�
❸【講義】３次元スキャナの原理�
     三⾓法⽅式�
     タイム・オブ・フライト⽅式�
     位相差⽅式�
❹【講義】⼝腔内スキャナーの原理と構造�
     パシップ⽅式�
     アクティブ⽅式�
❺【実習】⻭科技⼯⽤スキャナーによる模型記録�
     ⻭科技⼯⽤スキャナーの使⽤⽅法�
     ⻭科技⼯⽤スキャナーによる模型記録と管理�
❻【実習】⼝腔内スキャナーによる⼝腔内記録�
     ⼝腔内スキャナーの使⽤⽅法�
     ⼝腔内スキャナー使⽤時の患者説明�
     ⼝腔内スキャナーによる⼝腔内記録と管理�
❼【実習】三次元画像処理ソフトウェア�
     三次元画像処理ソフトウェアの使⽤⽅法�
     三次元画像処理ソフトウェアによる定量化�
     三次元画像処理ソフトウェアによる画像⽐較�
❽【演習】⼝腔健康管理へのデジタルデンティストリの応⽤（討議）�
     提出レポートによる討議�
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
（授業外学修）�
８回⽬の授業までの指定期⽇に「⼝腔健康管理へのデジタルデンティストリの応⽤」に関する考えを整理して提出すること。�
授業毎に30分以上は復習すること。�
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

成績評価の⽅法

各科の教員評価（50％）�
実習⽇誌内容評価（50％）

教科書

授業中の配布資料

授業外学修（予習・復習）

実習前は各臨床科⽬の復習を⾏い、実習中及び実習後には指定された課題を実施すること。�
実習終了後は振り返りのために⽇誌作成（約2時間）をおこない、次回の実習時に各科の教員に提出する。�

その他

参考資料

臨床科⽬の教科書�
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�
最新⻭科衛⽣⼠教本 「⻭科予防処置論・⻭科保健指導論」�
「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�
「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�
「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�
「⼝腔内スキャナー⼊⾨」（補綴臨床別冊） 医⻭薬出版 ⽦⽥⼀洋・⾺場⼀美
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受講⽣への要望等 全回出席すること。�
⽋席者は担当者に申し出て補講を受講すること。�
全てに臨床⽇誌は各科の担当医の印をもらいファイリングする。�
実習最終回に全ての科のファイル提出あり。�
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。�

授業の質問対応、連絡先
各科での質問は実習指導担当の⻭科医師に直接質問してください。診療科での実習内容などについては当⽇天満橋学舎で担当

する教員に質問してください。
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開講年度 2022 学期 通年 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231621

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 316210

担当教員 前岨 亜優⼦,�⼤⻄ 愛,�北垣 志⿇,�寺島 雅⼦,�和唐 雅博,�橋本 正則,�神 光⼀郎,�⼭中 武志,�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

31621 2�○ 5�◎ H3�○ ⻭科衛⽣⼠

授業概要

保健センター・保育所・幼稚園・⼩学校における集団⻭科保健指導およびフッ化物塗布実習�
⼩学校・中学校における⻭科検診補助実習�
視覚特別⽀援学校・⽀援学校における個別⻭科保健指導実習�

⽅法：グループディスカッションを繰り返しPDCAサイクルを実践し、より充実した実習を⾏う

到達⽬標

1 対象者に応じた⼝腔健康の問題点を理解する

2 対象者に応じた指導内容を計画できる

3 対象者に応じた⼝腔衛⽣指導を実施できる

4 ⼝腔衛⽣指導実施後の振り返りと改善を実施できる

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

23

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

【臨地実習】柏原市内⼩・中学校⻭科健康診断補助実習【４コマ】

柏原市内⼩・中学校において⻭科健康診断の補助をおこなう。�
�
事前に各⼩・中学校の養護教諭と連携を図り⻭科健康診断会場の設営をし、学校⻭科医と綿密な打ち合わせをする。�
⻭科健康診断票の記載時は誤りがないよう慎重におこなう。�
児童の⼝腔内の特徴を理解して臨み、学校⻭科医が個々にどのように指導しているかを学ぶ。�
事後は⻭科健康診断票の整理および⻭科健康診断会場の⽚づけをする。

2

【臨地実習】柏原市内⼩学校1・2・3年⽣対象にフッ化物塗布および⻭科保健指導実習【４コマ】

柏原市内⼩学校1・2・3年⽣を対象にトレー法でフッ化物塗布をおこなう。�
�
⼩学校に到着後、対象者数のマウスピースにフッ化物製剤を塗布する。�
⻭⾯にフッ化物を⼗分に作⽤させるために各クラス単位で集団ブラッシング指導を実施し、トレー法にてフッ化物塗布をおこなう。�
また、塗布後はフッ化物の効果や限界について指導する。�

3

【臨地実習】柏原市内幼稚園・保育園児対象に⻭科保健指導およびフッ化物塗布実習【４コマ】

柏原市内幼稚園・保育園児を対象にイオン導⼊法でフッ化物塗布をおこなう。�
�
幼稚園に到着後、対象者数のイオントレーにフッ化物製剤を塗布する。�
⻭⾯にフッ化物を⼗分に作⽤させるために各クラス単位で集団ブラッシング指導を実施し、イオン導⼊法にてフッ化物塗布をおこなう。�
また、塗布後はフッ化物の効果や限界について指導する。�

4

【臨地実習】⼤阪市⽴視覚⽀援学校の⼩学⽣・中学⽣・⾼校⽣・社会⼈対象に⻭科保健指導実習【４コマ】

⼤阪市内の視覚⽀援学校の⼩学⽣・中学⽣・⾼校⽣を対象に個別での⼝腔衛⽣指導およびブラッシング指導をおこなう。�
�
まず対象者が安全かつリラックスして指導を受けられるよう配慮する。�
対象者とコミュニケーションを図りながら、⼝腔内概診を実施し、⼝腔内状況を把握する。�
そして、対象者に適した⼝腔衛⽣指導およびブラッシング指導をおこなう。�
その際に効果的なブラッシングを継続できるようモチベーション向上につながる指導をする。�

5

【臨地実習】⼤阪市内特別⽀援学校の⼩・中・⾼校⽣対象に⻭科保健指導実習【３コマ】

⼤阪市内の特別⽀援学校の⽣徒を対象に個別での⼝腔衛⽣指導およびブラッシング指導をおこなう。�
�
対象者が安全かつリラックスして指導を受けられるよう配慮する。�
対象者とコミュニケーションを図りながら、⼝腔内概診を実施し、⼝腔内状況を把握する。�
対象者に適した⼝腔衛⽣指導およびブラッシング指導をおこなう。�
その際に効果的なブラッシングを継続できるようモチベーション向上につながる指導をする。�

⼝腔保健臨地実習Ⅱ
更新⽇：2021/11/10�17:15:11
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6

【臨地実習】⼤阪市⻄区保健福祉センターまたは枚⽅市保健センターの乳幼児健康診査の⾒学および⻭科保健指導実習【4コマ】

⼤阪市⻄区保健福祉センター（1歳6か⽉または3歳児健康診査）または枚⽅市保健センター（1歳6か⽉児または2歳6か⽉児健康診査）で実施される
乳幼児健康診査の⾒学および集団⻭科保健指導をおこなう。�
�
※⼤阪市⻄区保健福祉センター�
対象者および保護者にう蝕予防とブラッシングに関する内容の集団⻭科保健指導をおこなう。�
また、⻭科健康診査およびフッ化物塗布を⾒学し、市町村保健センターで従事する⻭科衛⽣⼠の役割について学ぶ。�
⺟⼦保健法に基づく市町村保健センターで実施される健康診査要領の概要および乳幼児の成⻑発達段階を理解して臨む。�
�
※枚⽅市保健センター�
1歳6か⽉健康診査は⻭科健康教育およびブラッシング（グループ）指導を⾒学する。�
2歳6か⽉健康診査は⻭科健康診査、⻭科保健指導（⻭垢染⾊実施）、フッ化物塗布塗布、集団⻭科健康教育、⾝体計測、保健相談、栄養相談、個別
相談を⾒学する。�
市町村保健センターで従事する⻭科衛⽣⼠の役割について学ぶ。�
⺟⼦保健法に基づく市町村保健センターで実施される健康診査要領の概要および乳幼児の成⻑発達段階を理解して臨む。

成績評価の⽅法

・引継ぎ、実習反省会への参加態度評価（10％）�
・実習および⽇誌評価（90％）�
・実習⽇誌は活動⽇に提出し、訂正後返却を受け、訂正がある場合は返却された⽇に再度提出する。�

教科書

なし�
随時資料を配布する（臨地実習ファイルを実習終了後提出するのでファイリングすること）

授業外学修（予習・復習）

・30分以上の実習活動班での綿密な事前打ち合わせ

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）

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�
実習期間中、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活動班のメンバーにすぐ連絡し、当⽇朝引率教員にも連絡をしてく

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

ので気を付けてください。�
実習の時期は実習先の都合により変更することがありますので順番は異なることがあります。�
新型コロナ感染症の状況により実習先は変更になることがあります。�
上記施設のいずれかで６⽇以上の出席が単位取得の要件となります。

授業の質問対応、連絡先 メリーまたは教員室にて対応します
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231801

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 318010

担当教員 元根 正晴

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

31801 H1�◎ H2�○  E1�◎ E2�○  医師

授業概要

⼈体は、遺伝⼦、細胞、器官レベルの解剖学・⽣理学・⽣化学の基本の上に成り⽴ち、環境に影響を受けながら、⽣活している。⻭科衛⽣⼠・⻭科技⼯⼠とし

て仕事を⾏う上で、⼝腔内のみならず、全⾝の解剖学、⽣理学、⽣化学のみならず、疾患・病態の理解が必須になる。また医師や看護師などの多職種との円滑な

コミュニケーションをとるうえでも医学的知識は必須となる。本講義では、基礎医学の理解の上に、病気・疾患の各論・診断学の説明を⾏う。

到達⽬標

1 基礎医学について説明できる�

2 臨床医学の各論について説明できる�

3 臨床診断学について説明できる�

4 多職種連携において主体的に関われる能⼒を⾝につける。

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

8

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1
【講義】医学の基本と歴史

医学の基本と歴史について解説する。古代ギリシャ⇒ルネッサンス⇒近代と時系列に沿って、⻄洋医学の発展について講義形式で解説する。

2

【講義】⼈体の構造と機能

⼈体の解剖学・⽣理学について解説する。すでに２年⽣までに学んでいる内容ではあるが、復習を兼ねて、講義形式で学習する。細胞、組織、器官

レベルで⼈体の構造と機能を⾒直す。

3
【講義】環境・⽂化と⼈間の健康 

環境・⽂化と⼈間の健康について講義形式で解説する。公害や環境破壊についても説明する。

4
【講義】病気の基本 

病気の原因を発症原因別、障害別、発症部位別に分け講義形式で説明する。また症状学や病理学にも⾔及する。

5
【講義】病因・病態別の病気の分類

病因・病態別に病気を分類し、解説する。遺伝病、外傷、感染症、アレルギー、腫瘍、代謝障害、変性などに分けて講義形式で説明する。

6
【講義】器官別の病気各論（１）

器官別の病気各論を講義形式で説明する。（１）では、消化器、呼吸器、循環器、腎臓・泌尿器、⾎液、神経、精神に関する病気を取り扱う。

7

【講義】器官別の病気各論（２）

器官別の病気各論を講義形式で説明する。（２）では、⽪膚、⼩児、⾼齢者、外科、整形外科、産婦⼈科、眼科、⽿⿐咽喉科に関する病気を取り扱

う。

8
【講義】病気の診断

臨床診断学について解説する。⽣化学検査、⾎液学検査、微⽣物検査、遺伝⼦検査、画像診断、病理検査などについて講義形式で説明する。

成績評価の⽅法

科⽬試験100％

教科書

医学概論：医学のコンセプトと医療のエッセンス�/�中島泉 南江堂�2015 ISBN:978-4-524-26751-4

授業外学修（予習・復習）

⽣理学、病理学、細菌学などの教科書を読みなおすこと。�
予習・復習には、それぞれ2時間程度⽤いること。

その他

参考資料 ⽣理学、解剖学、組織学などの２年次までの使⽤教科書

受講⽣への要望等
全⾝の医学的知識を習得することは⼤変重要です。⼝腔内の知識を⽣かすのにも役⽴ちますし、医師や看護師とのコミュニケ

ーションにも必須です。

授業の質問対応、連絡先
元根正晴：医療保健学部 ⼀号館⼀階教授室�
⽉、⽕、⽊曜⽇：全⽇可能,��⽔曜⽇：午後可能,��⾦曜⽇：午前可能

医学⼀般Ⅰ
更新⽇：2021/11/30�08:46:53
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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 231802

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 318020

担当教員 元根 正晴

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

31802 H1�◎ H2�○ E1�◎ E2�○ 医師

授業概要

⼈体は、遺伝⼦、細胞、器官レベルの解剖学・⽣理学・⽣化学の基本の上に成り⽴ち、環境に影響を受けながら、⽣活している。⻭科衛⽣⼠・⻭科技⼯⼠とし

て仕事を⾏う上で、⼝腔内のみならず、全⾝の解剖学、⽣理学、⽣化学のみならず、疾患・病態の理解が必須になる。また医師や看護師などの多職種との円滑な

コミュニケーションをとるうえでも医学的知識は必須となる。本講義では、医学⼀般Ⅰに引き続き、病気の治療と予防、医療の基本、医療の現場、公衆衛⽣学、

医療法規などについて解説する。

到達⽬標

1 医療関連の多職種連携に、主体的に関わることができる。

2 �⽇本の医療の経済的側⾯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】病気の治療と予防

治療学総論・各論と予防医学について講義形式で解説する。

2
【講義】医療の基本

医療に関わる関係職種およびチーム医療について講義形式で解説する。

3
【講義】主要な病因・病態に対する医療の枠組み

主要な病因・病態に対する医療の枠組みを、診断・治療・予防に分けて講義形式で説明する。

4
【講義】⼀般診療における医療

診療科ごとに医療現場のありかたを講義形式で解説する。救急医療や総合診療などの診療科横断的な科についても説明する。

5
【講義】公衆衛⽣学

疫学や公衆衛⽣学について講義形式で解説する。特に感染症との関連について解説する。

6
【講義】予防医療

健康診断・予防接種などについて講義形式で解説する。予防医学との関連も説明する。

7
【講義】社会の医療情勢と医療体制

現在の医療情勢と医療体制について講義形式で解説する。医療教育についても解説する。

8
【講義】医療法規と医療⾏政

医療法規・社会保障制度・医療施策について講義形式で解説する。医療経済との関係も説明する。

成績評価の⽅法

科⽬試験100％

教科書

医学概論：医学のコンセプトと医療のエッセンス�/�中島泉 南江堂�2015 ISBN:978-4-524-26751-4

授業外学修（予習・復習）

⽇本の医療制度・医療法制に関わる資料を読んでおく。�
予習・復習にそれぞれ⼀時間程度⽤いること。

その他

参考資料 厚⽣労働省ホームページで現在の⽇本の医療に関する資料を読んでおくこと

受講⽣への要望等 医学⼀般に関する知識をつけておくことは医療職種に共通のコミュニケーションツールになります。

授業の質問対応、連絡先

元根正晴：医療保健学部 ⼀号館⼀階 教授室�
⽉曜⽇、⽕曜⽇、⽊曜⽇：全⽇対応可能�
⽔曜⽇：午後対応可能�
⾦曜⽇：午前対応可能

医学⼀般Ⅱ
更新⽇：2021/10/15�09:33:22
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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 231804

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 318040

担当教員 元根 正晴

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

31804 H1�◎ H2�○ E1�◎ E2�○ 医師

授業概要

⻭科学領域では、主に⼝腔外科関係の診療科を受診する患者に対して、⼿術や⿇酔の安全性を確認するために各種の臨床検査（⾎球計測、尿検査、⾎清⽣化学

検査、⽌⾎凝固検査、呼吸機能検査、⼼電図、胸部レントゲン検査など）が⾏われる。また感染症の診断や院内感染防⽌の⽬的で細菌検査やウイルス検査も⽇

常的に実施されている。さらに腫瘍性病変の診断には病理検査が⽋かせない。これから⻭科衛⽣⼠・⻭科技⼯⼠を⽬指す学⽣諸君にとって、臨床検査学の概要

を知っておくことは極めて重要である。本授業では、疾患別に臨床検査学の概要を説明していく。

到達⽬標

1 臨床検査の概要が説明できる。�

2 感染症検査・病理検査について検体処理⽅法が説明できる。

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】臨床検査学総論、循環器疾患の検査

臨床検査とはどういうものかを説明する。臨床検査の意義と誤差について総説する。⾎液検査、尿検査、超⾳波（⾎管、腹部、⼼臓など）、画像（C
T、レントゲン、MRIなど）、細菌検査、病理検査、⼼電図、シンチグラムなどについて各論を概説する。�
次に循環器疾患とは、⼼臓、⾎管に関係する疾患である。最も基本的な検査は、⼼電図、⼼エコーであるが、さらに詳細に検査するには運動負荷⼼

電図、⼼筋シンチ（安静時および運動負荷時）を実施する必要がある。⾎液検査からは、⼼筋逸脱酵素（WBC,GOT,LDH,H-FABP,Trop-T)などが参考
になる。虚⾎性⼼疾患の鑑別には冠⾎管造影検査、⼼臓CTなどが⽤いられる。循環器疾患には感染症（感染性⼼内膜炎など）や膠原病（⼤動脈炎な
ど）も含まれる。それらの説明も⾏う。また循環器疾患の治療法・予防法にも⾔及する。

2

【講義】呼吸器疾患の検査、消化管疾患の検査

呼吸器疾患とは肺・気管・気管⽀に関係する疾患である。最も基本的な検査は、胸部レントゲン、胸部CT、呼吸機能検査である。さらに詳細な検査
として運動負荷⼼肺機能検査がある。気管⽀喘息などのアレルギー性疾患に対しては、IgE,IgE RAST抗体なども補⾜的に⽤いられる。細菌性肺炎に
対しては、喀痰培養などの細菌学的検査が、肺がんなどの悪性腫瘍に対しては病理細胞診、病理組織診が有効である。また呼吸器疾患の治療法・予

防法にも⾔及する。�
次に消化管とは、⼝腔ー⾷道ー胃ー⼗⼆指腸潰瘍ー⼩腸ー⼤腸とつながる管腔臓器である。最も基本的な検査は、造影検査、⽴位腹部単純レントゲ

ン、腹部CTなどの画像検査であるが、最近は消化管エコー検査も多⽤されてきている。より詳細な形態学検査として、上部・下部消化管内視鏡も⽤
いられる。また細菌感染症のための便培養、悪性腫瘍のための病理細胞診なども⽤いられる。また消化管疾患の治療法・予防法にも講義形式で⾔及

する。

3

【講義】肝・胆・膵疾患の検査

消化器の中で消化管以外の実質臓器として肝・胆・膵があげられる。最も基本的な検査として、腹部CT、腹部エコーがあげられる。より詳細な検査
としてERCPなどもある。⽣化学検査としての、肝酵素（AST,ALT）、胆道系酵素、消化酵素（アミラーゼなど）も重要である。悪性腫瘍のための病
理組織診も⽤いられる。肝・胆・膵疾患の治療法・予防法にも講義形式で⾔及する。�

4

【講義】感染症の検査、⾎液・造⾎器疾患の検査

感染症は、起炎菌から細菌性、ウィルス性に⼤きく分けられる。当然ながら、塗抹・培養による細菌学的検査が主になるが、検体として、喀痰・

尿・便・⾎液などから選択する必要があり、そのためには感染症を起こしている部位の特定が必須である。そのためには、胸腹部レントゲン、胸腹

部CT、腹部エコーなどによる形態学的検査や⽣化学・末梢⾎検査・尿検査などによる感染の有無や場所の同定も重要である。感染症の治療法・予防
法にも⾔及する。�
次に⾎液疾患は、⼤きく分けて⾚⾎球疾患、⽩⾎球疾患、⾎⼩板疾患に⼤別される。診断に関わる臨床検査として、末梢⾎検査、マルク⾻髄検査な

どがあげられる。⾎液疾患の治療法・予防法にも講義形式で⾔及する。

5

【講義】内分泌疾患の検査、腎・泌尿器疾患の検査、体液・電解質・酸塩基平衡の検査

内分泌疾患とは、視床下部・甲状腺・副甲状腺・副腎・精巣・卵巣などの内分泌臓器におこる疾患の総称であり、⼤きく機能亢進症と機能低下症に

分類される。内分泌疾患に関わる臨床検査としては、CT、MRIなどの形態学的画像検査、腹部エコーなどの超⾳波検査、⽣化学検査、ホルモン負荷
試験などがあげられる。疾患の治療法・予防法にも講義形式で⾔及する。�
腎臓・泌尿器疾患は、腎臓・尿管・膀胱・尿路に関係する疾患であり、診断に関わる検査として、⽣化学検査、尿検査、⾻盤CT、エコー検査などに
加え、尿培養、尿細胞診などがあげられる。詳細な検査として、膀胱鏡、腎⽣検なども挙げられる。

6

【講義】体液、電解質、酸塩基平衡の検査、神経・運動疾患の検査

電解質・酸塩基平衡に関しては、⾎液ガス検査などがあげられる。疾患の治療法・予防法にも講義形式で⾔及する。�
神経・運動運動疾患とは、神経・筋⾁・⾻関節などに関係する疾患であり、臨床検査として、MRI・CT・超⾳波などの形態学的検査、脳波・筋電図
などの機能検査、筋原性酵素などの⽣化学検査を含む。

臨床検査学
更新⽇：2021/10/15�09:29:03
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7

【講義】膠原病・免疫・アレルギー疾患の検査、代謝・栄養疾患の検査

膠原病・免疫・アレルギー疾患に関する臨床検査として、各種特異抗体、⽣化学検査などが含まれる。これらの疾患の治療法・予防法にも講義形式

で⾔及する。�
また代謝・栄養疾患とは、糖尿病・脂質異常症などの内分泌臓器異常あるいは標的臓器異常に起因する疾患である。CTなどの形態学的検査のみなら
ず、⽣化学検査、ホルモン検査などが⽤いられる。

8

【講義】感覚器疾患の検査、中毒の検査、遺伝⼦・染⾊体異常の検査、悪性腫瘍の検査

感覚器疾患とは、眼科・⽿⿐科疾患を含み、CTなどの形態学検査や視⼒・視野・聴⼒検査などの機能検査を含む。これらの疾患の治療法・予防法に
も⾔及する。�
遺伝⼦・染⾊体異常の検査には、遺伝⼦（DNA,RNA)および染⾊体の検査が含まれる。また悪性腫瘍検査には、各種検体からの細胞診、組織診および
腫瘍マーカーなどが⽤いられる。これらの疾患の治療法・予防法にも講義形式で⾔及する。

成績評価の⽅法

科⽬試験100％

教科書

臨床検査医学総論�/�⽮富裕 医学書院 2012 ISBN:978-4-260-01508-0

授業外学修（予習・復習）

テキストを熟読すること。画像アトラスやスライド（病理、微⽣物、病理など）を⾒ておくことも重要。�
予習・復習にはそれぞれ、2時間程度⽤いること。

その他

参考資料
CT・MRI画像解剖ポケットアトラス�第4版�I巻�頭部・頸部�単⾏本�2015/2/2��
感染症プラチナマニュアル

受講⽣への要望等
臨床検査学には、⾎液検査、尿検査、画像検査（レントゲン、CT、MRIなど）、超⾳波検査、病理検査、細菌検査など多くの
内容を含みます。検査所⾒の解釈などに精通しておくことで、⻭科衛⽣⼠や⻭科技⼯⼠の業務に興味がわくことでしょう。

授業の質問対応、連絡先

元根正晴：医療保健学部 ⼀号館⼀階 教授室�
⽉曜⽇、⽕曜⽇、⽊曜⽇：全⽇対応可能�
⽔曜⽇：午後対応可能�
⾦曜⽇：午後対応可能

- 54 -



⼤阪⻭科⼤学
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231805

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 318050

担当教員 ⽷⽥ 昌隆

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

31805 H1�○ H2�◎ E1�○ E2�◎  ⻭科医師

授業概要

保健・医療・福祉・介護現場において⻭科と医科が緊密な連携を⾏い、相互の情報を共有し、多職種によるそれぞれの専⾨的知識と対応による相乗効果によっ

て、患者を中⼼とした質の⾼い医療と安⼼と満⾜度の⾼い医療の提供が可能となる。今授業では⻭科衛⽣⼠として多職種と協働する際に必要な知識とチーム医

療の重要性を理解し、医療従事者との連携を図る知識を学修する。授業教材は適宜資料を配布する。

到達⽬標

1 保健・医療・福祉の連携を理解し、⻭科衛⽣⼠として役割と介⼊効果を説明できる。

2 多職種の役割とその介⼊内容の概要を説明できる。

3 他の医療従事者に必要に応じて援助を求める基準を説明できる。

4 �地域の保健、医療、福祉と介護活動とネットワークの状況を説明できる。

5 各種医療・介護評価法を説明できる。

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

５ ３

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

【講義】ガイダンス⽷⽥

・多職種連携の必要性と意義�
・多職種連携の種類�
・現在の医療政策、介護政策、福祉政策�
・医療保険・介護保険の概要

2

【講義】チーム医療での⻭科衛⽣⼠・⻭科技⼯⼠の役割 ⽷⽥

・多職種連携効果のエビデンス�
・⻭科技⼯⼠のが⾏う連携とは。�
・⻭科衛⽣⼠が医療介護連携を⾏うエビデンス

3

【講義】医療・介護・福祉コミュニケーション論基礎編Ⅰ�芦⽥

・各医療・介護・福祉関係職種�
・医療・介護保険・福祉政策における患者・利⽤者・対象者とのコミュニケーション法

4

【講義】医療・介護・福祉コミュニケーション論基礎編Ⅰ 芦⽥

・各医療・介護・福祉関係職種の�
・医療・介護保険・福祉政策における患者・利⽤者・対象者とのコミュニケーション法

5

【講義】医療連携ツールと多職種が⽤いる代表的評価法と医療カンファレンス�⽷⽥

・地域連携クリティカルパスについて�
・IT活⽤やデータ集積について�
・FIM�
・Bathel�Index�
・ハリスベネディクト�
・MNA−SF�
・⻭科医療者を必要とするカンファレンス�
・各カンファレンスの内容と意義�
・etc

6

【演習】ケーススタディーⅠ（リハビリテーション対象症例提⽰・低栄養など）

・模擬カンファレンス１�
・模擬カンファレンス２

7

【演習】ケーススタディーⅡ（嚥下障害と脳卒中）

・模擬カンファレンス３�
・⼝腔ケア・リハビリテーションの⽴案

8

【演習】ケーススタディーⅢ（終末期の栄養法と在宅への退院症例）

・模擬カンファレンス４�
・終末期患者の問題点について�
・終末期⼝腔管理の⼝腔介⼊法の検討

医科⻭科連携学
更新⽇：2021/09/09�16:22:20
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成績評価の⽅法

第1回から８回までの内容を単位試験にて50％、グループワークへの参加の評価を30％、プレゼンテーションの評価を20％で⾏う。

教科書

授業に際し適宜資料を配布する。

授業外学修（予習・復習）

⾃⾝の⽣活の中で、周囲の医療・介護等々に関する情報や活動に興味を持ち、興味を持ったことについて調べておく。また授業内容で学んだことと、⾃⾝で調

べた内容がどのように関連・連携しているかを考察すること。（予習・復習�各30〜60分程度）

その他

参考資料 「慢性期医療講座テキスト」厚⽣科学研究所

受講⽣への要望等 ⾝の回りの医療・介護・福祉分野にアンテナをはり、情報を収集すること

授業の質問対応、連絡先 随時受け付ける。
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

開講年度 2022 学期 通年 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231806

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 318060

担当教員 ⽷⽥ 昌隆,�貴島 真佐⼦,�逢坂 伸⼦

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

31806 H2◎ H3○  E2◎ E3○ 

授業概要

円滑なチーム医療が⾏える⻭科医療者を⽬指し、病院施設での多職種連携の中での⻭科技⼯⼠の役割と、多職種の業務内容を理解することを⽬的とする。医科

⻭科連携学を第３学年、前期で学習した基本知識をもとに、実際の病院・施設での⻭科の重要性や実施するべき⻭科技⼯⼠の業務（⼝腔リハビリテーションの

意義など）を中⼼に、多職種の連携（新⼊院評価やリハビリテーションカンファレンスなど）ついて考え学ぶ機会をつくる。

到達⽬標

1 医療現場における多職種連携医療を⻭科医療従事者（⻭科衛⽣⼠・⻭科技⼯⼠）の視点で説明できる。

2 多職種の役割を説明できる。

3 各種連携会議、カンファレンスの意義を概説できる。

4 健康⻑寿に向けた地域施策を説明、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

4 11

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1 【臨地・実習】全体オリエンテーション（リハビリテーション病院）

2 【臨地・実習】全体オリエンテーション（⼤東市・地域⽀援事業）

3 【臨地・実習】病院内（わかくさ⻯間リハビリテーション病院）の⾒学

4 【臨地・実習】多職種による新⼊院評価・モニタリング

5 【臨地・実習】病院内での⻭科衛⽣⼠の役割 ⻭科的対応（⻭科外来、⼊院患者などへの対応）の⾒学

6 【臨地・実習】STによる摂⾷嚥下リハビリテーションの⾒学

7 【臨地・実習】多職種によるリハビリテーションカンファレンス

8 【臨地・実習】その他（嚥下カンファレンス、NSTカンファレンス・ラウンド、褥瘡回診など）

9 【演習】課題レポート作成

10 【演習】課題レポート作成

11 【演習】課題レポート作成

12 【演習】課題レポート作成

13 【臨地・実習】地域包括⽀援センターの役割

14 【臨地・実習】⼤東市の介護予防事業

15 【臨地・実習】グループワーク、まとめ

成績評価の⽅法

実習中の態度、⽇々の⽇誌およびレポートで評価する。最終評価について、実習先施設の学⽣担当者と協議し総合的に判断し評価を⾏う。

教科書

なし

授業外学修（予習・復習）

なし。病院、医療、地域⽀援事業を体験すること。医科⻭科連携学で配布した資料を都度確認すること。

その他

参考資料
「地域包括ケアを⽀える医科⻭科連携実践マニュアル」シエン社�
「慢性期医療認定テキスト」

受講⽣への要望等 多職種との連携ツール、共通⾔語は何かを確認すること。

授業の質問対応、連絡先
実習先、学内等々で随時受けつける。�
学内では⽷⽥まで。

医科⻭科連携学実習
更新⽇：2021/10/27�14:02:03
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231807

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 318070

担当教員 ⽷⽥ 昌隆

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

31807 H1◎ H2○  E1◎ E2○  ⻭科医師

授業概要

運動⽣理学とは、運動を⾏うことによって⾝体にどのような変化・現象を⽣じるかを知る学問であり、臨床運動学とは疾患や、疾患によってもたらされる正常

とは異なる変化・現象を知るものである。臨床運動⽣理学とは、超⾼齢社会の疾構造に対応できる⻭科衛⽣⼠が⾏う⽣活指導の基となる学問で、慢性期の疾患

の予後を良好な状況に保つための運動処⽅と栄養処⽅などの基礎を学修する機会とする。講義の形式は、配信と対⾯授業を組み合わせ、スライドを⽤いて⾏う。

資料はPDFデータで配布する。

到達⽬標

1 運動を説明できる

2 運動療法について説明できる

3 筋活動のメカニズムを説明できる

4 呼吸の役割を説明できる

5 呼吸と循環の関係を説明できる

6 慢性疾患と運動処⽅・栄養処⽅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

7 1

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

【Guidance】臨床運動⽣理学と臨床上の疾患の関わり

・⽣理学と臨床運動⽣理学�
・運動⽣理の原則（ルーの法則など）�
・運動とは�
・慢性疾患の⽇本での現状�
・慢性疾患とは�
・運動と慢性疾患�
・運動の種類

2

【講義】運動と筋⾻格系

・細胞の構造と役割�
・筋の種類�
・⾻格筋の構造�
・筋繊維の種類�
・筋活動とエネルギー供給様相 など�
・筋の収縮様相と筋⼒�
・筋⼒、筋パワー、筋持久⼒

3

【講義】運動と中枢と神経系（感覚と運動の関係）

・神経系の役割�
・求⼼性⼊⼒と遠⼼性出⼒�
・錐体路と錐体外路�
・末梢神経の分類と役割（再度求⼼性と遠⼼性の理解）�
・運動調整の仕組み（再度錐体路、錐体外路の理解） 

4

【講義】運動（⽣活活動）のための呼吸の理解

・呼吸の役割�
・胸郭と呼吸筋と呼吸補助筋�
・換気メカニズム�
・酸素解離曲線�
・⾎液循環との関係

臨床運動⽣理学
更新⽇：2021/11/16�10:03:55
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5

【講義】運動と循環の役割

・循環系の配列�
・⼼筋と⾎管系の構造�
・⼀回拍出量、⼼拍数、⼼拍出量�
・循環系の配列�
・⼼筋と⾎管系の構造�
・⼀回拍出量、⼼拍数、⼼拍出量�
・運動による⾎流の再分配�
・酸素摂取量に影響する要因と因⼦ など�

6

【講義】運動（活動＝代謝）と栄養

・代謝と栄養とは�
・⾷品の機能性と摂取基準と代謝�
・運動とストレスによるエネルギー消費（ハリスベネディクトの計算式）�
・臨床栄養とは�
・摂取⾷品のカロリー量�
・活動と消費カロリー・�
・必要カロリー など 

7

【講義】運動強度と疾患によるストレス

・運動強度とは�
・臨床的ストレスとは�
・運動処⽅の考え⽅�
�
 

8

【演習】臨床運動⽣理学総合演習

・症例検討�
・運動処⽅の考え⽅�
・消費エネルギーの考え⽅�
・慢性疾患における有害事象�
・ディスカッション（まとめ） 

成績評価の⽅法

本学学則、授業科⽬の履修⽅法、試験・評価規程および施⾏細則に従う。�
単位試験を実施し、学習態度により総合的に評価を⾏う。

教科書

⼊⾨運動⽣理学�/杏林書院

授業外学修（予習・復習）

解剖学、⽣理学、⽣化学の復習をして下さい。

その他

参考資料 ニュー運動⽣理学 Ⅰ,Ⅱ/真興交易（株）�

受講⽣への要望等
この領域は国家試験おいて難問となることが多い。基礎からの理解をすすめるためにも、復習を⾏い、わからないことは質問

すること。

授業の質問対応、連絡先
随時受け付ける。メールでも可能。�
E-mail：itoda@cc.osaka-dent.ac.jp
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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 231808

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 318080

担当教員 森⽥ 婦美⼦

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

31808 2◎ 3○ H1○  看護師・助産師

授業概要

医療専⾨職として求められる⽣命の尊重と⼈間の尊厳に基づいた倫理観を学び、さらに臨床実践に伴って⽣じる倫理的諸問題について理解し、倫理的態度や判

断⼒を養う。あらゆる⾓度から「いのちとは何か」を問い続ける授業である。決して普遍的ではないこの問に対して⻭科衛⽣⼠として、「いのち」はなぜ⼤切な

のか、なぜ粗末にしてはいけないのか、医療専⾨職として、⼀⼈の⼈間として「いのち」に向き合うことを⽬的にしている。�
毎回授業後課題についてレポートをまとめ、⾃らの倫理観が構築できることを、最終の学習⽬標とする。�

到達⽬標

1 ⽣命倫理に関する諸問題から⾃らの考えを明確にすることができる。

2 ⽂献資料・映像などの具体的な事例のなかに問題を⾒い出すことができる。

3 問題解決にアプローチする視点とその⽅法を⾝につけ倫理的思考の構築ができる。

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

【オンデマンド講義】⼈はいつから「ひと」になるのか 

１）妊娠の成⽴と「ひと」�
２）⼈⼯妊娠中絶と「ひと」�
・１）と２）を⽐較検討しながら、⽂献検討を⾏い授業を⾏う。�
�
動画（45分）学び、ワークシート・レポート（45分）作成のこと

2

【オンデマンド講義】⽣命倫理１

１）⽣殖補助医療�
２）出⽣前診断�
①⼦は授かるものから、つくるものへ�
②⼦はつくるものから、つくられるものへ�
現在の⽣殖医療の問題を、⽂献検討を⾏い⾃分の考えをまとめる。�
�
動画（45分）学び、ワークシート・レポート（45分）作成のこと

3

【オンデマンド講義】愛着・こころの育て⽅

⼦どもの「こころ」はどのように育つのか。愛着形成とオキシトシンとの関係について概説する。�
�
動画（45分）学び、ワークシート・レポート（45分）作成のこと

4

【オンデマンド講義】⼦どもへの虐待

なぜ、虐待がおこるのか。�
⽂献検討を⾏い⾃分の考えをまとめる。�
�
動画（45分）学び、ワークシート・レポート（45分）作成のこと

5

【オンデマンド講義】環境といのち

１）エコチル調査課から⾒えてきたもの�
２）⾷物連鎖�
⾃⾝が健康に⽣きる環境を科学的に考え遂⾏できる「⽣活⼒」が養えるよう説明する。�
�
動画（45分）学び、ワークシート・レポート（45分）作成のこと

6

【オンデマンド講義】依存症

ヒトの脳の⽣理的理解から「依存」のメカニズムについて理解できるよう概説する。�
�
動画（45分）学び、ワークシート・レポート（45分）作成のこと

7

【オンデマンド講義】LGBT��ジェンダーフリー

⻭科衛⽣⼠としてこれからの多様な医療の在り⽅を考えることを⽬的に、具体例を挙げながら説明する。�
�
動画（45分）学び、ワークシート・レポート（45分）作成のこと

看護学概論
更新⽇：2021/10/22�12:44:42
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8

【オンデマンド講義】⼈の死とは 

１）脳死と臓器移植�
２）安楽死と尊厳死�
３）在宅死�
それぞれの死から、⻭科衛⽣⼠として死⽣観を培うことができるよう説明する。�
�
動画（45分）学び、ワークシート・レポート（45分）作成のこと

成績評価の⽅法

課題レポート100％

教科書

各授業で資料を配信する。

授業外学修（予習・復習）

新聞、テレビ、書籍（雑誌）などあらゆるマスメディアによる、⽣命倫理に関する報道、情報を収集し、理解を深める努⼒をすること。60分�

授業後、課題をまとめる。60分

その他

参考資料 なし

受講⽣への要望等
・授業を視聴し、参考⽂献の検索を⾏い、⾃分の意⾒が述べることができるよう努⼒すること。�
・期限内に課題が提出できない場合は授業⽋席となる。

授業の質問対応、連絡先 「melly」
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開講年度 2022 学期 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231809

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 318090

担当教員 森⽥ 婦美⼦

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

31809 H1◎ H2○  看護師・助産師・介護⽀援専⾨員

授業概要

地域保健医療活動における⻭科衛⽣⼠による在宅介護の位置づけ、在宅介護の⽬的を理解する。また、在宅介護の対象は、地域で療養する者とその家族であ

り、その⽣活環境および⽣活の場としての在宅介護の理解を深め、在宅における⻭科衛⽣⼠の役割と機能を学ぶため⽇常⽣活援助技術、医学的管理を伴う援助

技術の習得を⽬指す。さらに在宅療養者を⽀える法律と制度を理解する。�
授業形態として、遠隔による講義10コマ受講後、グループによるベットサイド演習を取り⼊れる。

到達⽬標

1 在宅介護における⻭科衛⽣⼠の対象・役割が理解できる。�

2 在宅介護に関わる法律・制度を理解できる。�

3 在宅における医療的管理の必要性が理解できる

4 ⽇常⽣活技術援助の⽅法が理解できる。

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

5

遠隔
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

10

授業計画

1

【オンデマンド講義】⼈権と尊厳を⽀える在宅介護

１）⼈権と福祉についての基礎的理解を⾏い、在宅介護における対象理解の重要性について概説する。�
�
動画（50分）学び、ワークシート・レポート（40分）作成のこと

2

【オンデマンド講義】在宅介護の特徴と実際

１）これからの⽇本の⾼齢者の実態について概説する。�
２）在宅ニーズの動向について社会変化の実際を説明する。�
３）少⼦⾼齢化の現状から在宅介護の必要性について説明する。�
�
動画（70分）学び、ワークシート・レポート（30分）作成のこと

3

【オンデマンド講義】在宅介護の課題

１）在宅介護の実際とその課題について概説する。�
�
動画（50分）学び、ワークシート・レポート（40分）作成のこと

4

【オンデマンド講義】介護保険制度

１）在宅介護を⽀える医療・看護・福祉について概説する。�
２）在宅サービスの流れ、具体的なサービスの実際について説明する。�
�
動画（70分）学び、ワークシート・レポート（30分）作成のこと

5

【オンデマンド講義】⾼齢者の理解１ ⾼齢者と虐待

１）⾼齢者への虐待の実際について概説し、虐待が⾼齢者に与える影響を説明する。�
�
動画（45分）学び、ワークシート・レポート（45分）作成のこと

6

【オンデマンド講義】⾼齢者の理解２ ⽼年症候群

１）ロコモティブシンドローム・サルコペニア・フレイル・廃⽤症候群について説明する。�
�
動画（45分）学び、ワークシート・レポート（45分）作成のこと

7

【オンデマンド講義】⾼齢者の理解３  認知症⾼齢者の理解とコミュニケーションの取り⽅

１）認知症の病態⽣理について概説する。�
２）認知症⾼齢者とのコミュニケーションの実際について説明する。�
�
動画（50分）学び、レポート（40分）作成のこと

在宅介護論
更新⽇：2021/10/22�13:21:57
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8

【オンデマンド講義】在宅における⽇常⽣活援助１

１）ボディメカニクス理論について説明。�
２）⾃⽴⽀援の視点からの移乗・移動技術の理論について説明する。�
�
動画（50分）学び、レポート（40分）作成のこと

9

【オンデマンド講義】在宅における⽇常⽣活援助２

１）杖歩⾏の援助�
２）⽩杖歩⾏の援助�
動画（35分）学び、レポート（45分）作成のこと

10

【オンデマンド講義】医学的管理を伴う援助技術

1）吸引を受ける患者の基礎理解（解剖⽣理）�
2）⼝腔内吸引の基礎理解�
3）⿐腔内吸引の基礎理解�
4）気管内吸引の基礎理解�
�
動画（45分）学び、ワークシート・レポート（45分）作成のこと�

11

【⾯接演習】⽇常⽣活援助１ 基礎看護技術

１）患者の⽣活環境を整える�
  安全な環境整備�
  ベットメーキング

12

【⾯接演習】⽇常⽣活援助２ 基礎看護技術

１）トランスファー�
  体位変換 体位変換技術の応⽤

13

【⾯接演習】⽇常⽣活援助３ 基礎看護技術

１）トランスファー�
  ⾞椅⼦の取り扱い ベットから⾞椅⼦ ⾞いすからベットへ

14

【⾯接演習】医学的管理を伴う援助技術

１）⼝腔内吸引の実際�
２）⿐腔内吸引の実際�
３）気管内吸引の実際

15
【⾯接演習】医学的管理を伴う援助技術まとめ１

１）吸引技術確認

16
【補講・⾯接講義】医学的管理を伴う援助技術まとめ2

１）知識の確認 学科終了試験

成績評価の⽅法

オンデマンド授業ワークシート・レポート50％  科⽬終了試験50％

教科書

毎回の授業で資料を配布する。

授業外学修（予習・復習）

動画による反復学習を⾏い、理論等の理解を深めること。�
授業後、各回で配布されたレポートの作成を⾏う。60分

その他

参考資料

受講⽣への要望等 技術演習時は学内演習ユニフォーム。⽩のソックス着⽤。⽖は短く切り、ネイル禁⽌。⻑髪の学⽣はまとめ髪にすること。

授業の質問対応、連絡先 「melly」�
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開講年度 2022 学期 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231810

学年 3 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 318100

担当教員 安彦 善裕

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

31810 H1○ H2◎  E1○ E2◎ ⻭科医師

授業概要

講義は全8回。教科書は使⽤せず全講義でプリントを配布する。�
⻭科臨床において⼼⾝医学的対応を⾏うべき場⾯は多い。すなわち、⽇常的な患者対応から始まり、⻭科治療に恐怖を抱いている患者、⼝腔内に原因不明の痛

みや症状を訴えている患者、⻭磨きをしてくれない患者などへの対応が挙げられる。本科⽬では、⻭科における⼼⾝医療についてその概要を理解する。

到達⽬標

1 ⼼⾝医療について説明出来る。

2 ⻭科⼼⾝症とはどの様なものかについて説明できる。

3 ⻭科⼼⾝症と鑑別すべき精神疾患について説明できる。

4 ⻭科⼼⾝症に関わることのある精神疾患について説明できる。

5 ⾆痛症、⾮定型⻭痛、咬合違和感症候群について説明できる。

6 ⾝体醜形障害、⼝臭恐怖症、原因不明の⼝腔乾燥症、⻭科恐怖症について説明できる。

7 ⻭科における⼼⾝医学的対対応、主に臨床⼼理学的アプローチについて説明できる。

8 ⻭科⼼⾝医学全般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

４

遠隔
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

４

授業計画

1

【対⾯講義】⻭科⼼⾝医療概論

⼼⾝医療とは何か？�
⻭科臨床で⾏うべき⼼⾝医療にはどのようなものがあるかついて理解する。

2
【対⾯講義】⻭科⼼⾝症概論

⻭科⼼⾝症とはどのようなものかについて理解する。

3
【遠隔講義】⻭科⼼⾝症と鑑別すべき精神疾患（１）

気分障害、不安障害、統合失調症など、⼝腔症状を訴えることのある精神疾患について理解する。

4
【遠隔講義】⻭科⼼⾝症と鑑別すべき精神疾患（２）

気分障害、不安障害、統合失調症など、⼝腔症状を訴えることのある精神疾患について理解する。

5

【遠隔講義】⻭科⼼⾝症各論（１）

⻭科臨床で遭遇することが⽐較的多い、⾆痛症、⾮定型⻭痛、咬合違和感症候群、⼝腔セネストパチーについて理解する。⻭科矯正治療、審美⻭科

に関わる⻭科⼼⾝症について、⼝臭恐怖症、原因不明の⼝腔乾燥症、⻭科恐怖症について理解する。

6

【遠隔講義】⻭科⼼⾝症各論（２）

⻭科臨床で遭遇することが⽐較的多い、⾆痛症、⾮定型⻭痛、咬合違和感症候群、⼝腔セネストパチーについて理解する。⻭科矯正治療、審美⻭科

に関わる⻭科⼼⾝症について、⼝臭恐怖症、原因不明の⼝腔乾燥症、⻭科恐怖症について理解する。

7

【対⾯講義】⻭科医療従事者による⼼⾝医療

⻭科における⼼⾝医学的対対応の実際について理解する。主に臨床⼼理学的アプローチにより、⻭磨きをしてくれない患者や、痛みを抱えている患

者、⼝臭恐怖症を訴えている患者への対応の実際について理解する。への対応の実際について理解する。

8
【対⾯講義】⻭科⼼⾝医学のまとめ

講義内容の要点をまとめて、理解を深める。

成績評価の⽅法

本試験⽇に記述・選択形式の試験をおこなう。リポートや事前の準備、提出物はなし。 �
試験解答の評価が50％、⽇ごろの受講態度が50％で評価する。

教科書

教科書は使⽤しない。各回の講義にプリント配布を⾏う。

授業外学修（予習・復習）

⼼理学、⾼齢者⻭科学、医療コミュニケーション学などで学習したコミュニケーションに関わる内容を復習し、授業に臨むこと。⽬安は予習30分、復習30分。

⻭科⼼⾝医学
更新⽇：2021/11/04�12:25:39
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その他

参考資料
「⻭科衛⽣⼠のための⼝腔内科」医⻭薬出版�
⻭科衛⽣⼠講座「⾼齢者⻭科学」永末書店

受講⽣への要望等
⻭科⼼⾝症患者は⽇常の⻭科臨床の中でもかなり多いが、⼝腔やその症状そのもののみに着⽬し、患者の背景を観察しないと

⾒逃すことが多い。本授業から、⻭科衛⽣⼠、⻭科技⼯⼠として⻭科⼼⾝医療へ貢献できる知識が⾝に付くことを望みます。

授業の質問対応、連絡先
安彦善裕へe-mailで。�
yoshi-ab@hoku-iryo-u.ac.jp
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