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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 220608

学年 4 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 206080

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

20608 1◎ 3○ H1○ 1◎ 3○ E1○ ⻭科医師

授業概要

本科⽬では、学⽣が既に第2学年の「医療制度Ⅰ」で学んだ医療制度の知識に基づき、学⽣が臨床の現場や⻭科技⼯所で⾏われている診療の実際について理解を
深める。�
併せて、本科⽬の実施時期が第4学年後期であることを踏まえ、学⽣が医療制度Ⅰで学んだ内容についても復習し、理解する。�
本授業では教員からの⼀⽅通⾏の知識習得のための講義ではなく、学⽣が各項⽬ごとに主体的に課題や問題に取り組む。

到達⽬標

1 わが国の医療制度について概説できる。

2 診療報酬の仕組みについて概説できる。

3 ⻭科診療報酬点数について理解し算定できる。

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

【双⽅向性・参加型⾯接授業】わが国における医療制度の実際について�

1）保険診療の流れ�
2）わが国の医療保険の特徴�
3）わが国の医療保険の種類�
4）特定療養費制度について

2

【双⽅向性・参加型⾯接授業】⻭科医療管理とは�

1）⻭科医療とコンプライアンス�
2）⻭科医療と法律�
3）医療情報の取扱い�
4）⻭科医療における安全管理

3

【双⽅向性・参加型⾯接授業】⻭科診療報酬制度について�

1）社会保険による算定⽅式�
2）保険給付の種類�
3）⾼額療養費�
4）保険外併⽤療養費

4

【双⽅向性・参加型⾯接授業】⻭科点数表とは�

1）⻭科点数表の決定�
2）⻭科診療報酬の構成�
3）⻭科点数表の構成�
4）電⼦レセプトと紙レセプト

5

�【双⽅向性・参加型⾯接授業】⻭科点数表の特徴

1）算定の単位�
2）算定の回数�
3）カルテ・レセプト上の略称

6

【双⽅向性・参加型⾯接授業】診療報酬の算定�

1）初診料と再診療、各論�
2）診療報酬算定の実際

7

【⾯接授業・確認テスト】医療制度の概説（１）�

1）総まとめテストの実施�
2）テストの解説

8

【⾯接授業・確認テスト】医療制度の概説（２）�

1）総まとめテストの実施�
2）テストの解説�
3）全体の総括・まとめ

成績評価の⽅法

医療制度Ⅱ
更新⽇：2021/10/12�10:12:40
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

授業の後半（７回⽬、８回⽬）では、総まとめテスト（⽬安時間：20分）を⾏い、テスト内容の解説を⾏う（⽬安時間：60分）。解答は採点およびコメントを
付与し返却し、学⽣に復習の材料としてフィードバックする。�
評価⽐率は、授業の理解度（復習度）20％、授業態度10％、総まとめテスト70％とし、別途科⽬試験は⾏わない。

教科書

本授業では、毎回課題を与え、その解説資料を適宜配付するため、特定の使⽤テキストはない。

授業外学修（予習・復習）

本授業では事前に予習課題を与えるので、本授業を受講する際には必ず予習（⽬安時間：約20分）して臨み、解答が間違った箇所・内容については復習（⽬安
時間：約20分）を怠らず⾏うこと。�
また、本科⽬の評価は、授業内で⾏うテスト等により⾏い科⽬試験は⾏わないので、授業をしっかりと聞くこと。

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

本授業は第4学年後期に実施されるので、卒業試験や国家試験を念頭に置いた双⽅向性・参加型形式とし、学⽣の皆さんをサポ
ートできるような授業内容にしたいと考えています。しかしながら、本授業をただ聞いているだけでは貴重な時間を無駄にし

てしまう可能性が⾼くなりますので、指定された範囲・内容の予習と、課題問題の解答・解説後の復習を必ず⾏ってくださ

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直接来るか、授業⽤SNS「Melly」で随時対応する。
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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 220807

学年 4 曜⽇/時限 ー 単位数 4.0 科⽬コード 208070

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

20807 3�○ H2�◎  3�○ E2�◎  社会福祉⼠

授業概要

相談援助の対象、実践モデル、アプローチの内容、意義、⽬的について概説する。また、ケースマネジメント、スーパービジョン、コンサルテーション、ネッ

トワーキング、事例検討会の⽅法、技術について概説する。特に相談援助の具体的な事例を⽰しながら理解を深める。

到達⽬標

1 ソーシャルワークにおける意義を理解できる。�

2 相談援助における⼈と環境との交互作⽤�を理解し、その視点を⾝につけられる。

3 相談援助の対象と様々な実践モデル、アプローチを理解できる。

4 ケースマネジメント、スーパービジョン、コンサルテーション、ネットワーキング、事例検討会の⽅法と技術を理解できる。

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

30コマ

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

相談援助における対象の理解

オリエンテーション（この講義を受けるにあたっての注意事項）�
ソーシャルワーク論Ⅰ、Ⅱの振り返りを⾏う。【講義】�
�
 

2
ソーシャルワークの概念と定義、対象

ソーシャルワークの概念と定義、対象（個⼈、家族、集団、地域）について概説する。【講義】

3

ケースマネジメント１

ケースマネジメントとは何か、概説する。それを基礎とした上で、事例を挙げながら、以下について概説する。�
①ケースマネジメントの過程�
②ケースマネジメントのアセスメント（⽅法、意味・⽬的、原則）�
【講義】�
 

4
ケアプラン

事例を挙げながら、ケアプランの作成・実施について概説する。【講義】�

5
ケアマネジメントとソーシャルワーク

ケアマネジメントとソーシャルワークの関係について概説する。【講義】

6

グループを活⽤した相談援助１

⼈にとって「グループ」とは何かを考え、グループワークの意義について概説する。また、グループを活⽤した相談援助の⽅法について概説する。

【講義】�
�
 

7
グループを活⽤した相談援助２

グループを活⽤した相談援助の例を⽰し、理解を深めるとともに、その特徴、意義を検討する。【講義】

8

コーディネーション

コーディネーションの内容、⽬的と意義について概説する。また、コーディネーションの⽅法、技術について、事例を挙げながら概説する。【講

義】�
�
 

9
ネットワーキング

ネットワーキングの内容、⽬的と意義について概説する。さらに、ネットワーキングの⽅法、技術について、事例を挙げながら概説する。【講義】�

10
地域福祉推進にかかわる事例

地域福祉推進とコーディネーション、ネットワーキングの関連を事例を挙げながら説明し、その重要性、有効性について議論する【講義】

11

社会資源の活⽤・調整・開発１

社会資源の活⽤・調整・開発の内容、⽬的、意義を概説する。【講義】�
�
 

ソーシャルワーク論Ⅲ
更新⽇：2021/11/01�11:36:59
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2022/04/08

12
社会資源の活⽤・調整・開発２

社会資源の活⽤・調整・開発の⽅法について、事例を挙げながら概説する。【講義】

13
ソーシャルアクションの⽅法、意義

ソーシャルアクションの⽅法、意義について、事例をあげながら概説する。【講義】

14

様々な実践モデル１

①実践モデルとは何か概説する。�
②治療モデル、⽣活モデル、ストレングスモデルの内容、特徴について、事例を挙げながら概説する。【講義】

15
様々な実践モデル２

事例を⽰し、3つのモデルに基づき分析を⾏う。その発表を通して、3つのモデルの相違点を議論し、理解を深める。【講義】

16
⼼理社会アプローチ

⼼理社会アプローチの内容、⽅法、特徴、課題等について、事例を挙げながら概説する。 【講義】

17
機能的アプローチ

機能的アプローチの内容、⽅法、特徴、課題等について、事例を挙げながら概説する。【講義】

18
問題解決アプローチ

問題解決アプローチの内容、⽅法、特徴、課題等について、事例を挙げながら概説する。【講義】

19
課題中⼼アプローチ

課題中⼼アプローチの内容、⽅法、特徴、課題等について、事例を挙げながら概説する。【講義】

20
危機介⼊アプローチ

危機介⼊アプローチの内容、⽅法、特徴、課題等について、事例を挙げながら概説する。【講義】

21
⾏動変容アプローチ

⾏動変容アプローチの内容、⽅法、特徴、課題等について、事例を挙げながら概説する。【講義】

22

その他のアプローチ

以下のアプローチの内容、⽅法、特徴、課題等について、事例を挙げながら概説する。【講義】�
①エンパワメントアプローチ�
②ナラティブアプローチ�
③認知アプローチ�
 

23
様々なアプローチの振り返り

事例を⽰し、各アプローチに基づいた分析と⽀援⽅法を考える。その発表、議論を通して、各アプローチの特徴を理解する。【講義】

24
スーパービジョン１

スーパービジョンの定義、意義と⽬的を概説する。【講義】�

25
スーパービジョン２

スーパービジョンの⽅法について、事例を挙げながら概説する。【講義】�

26
コンサルテーション

コンサルテーションの定義、意義、⽬的、⽅法について概説する。【講義】

27
ケースカンファレンス

ケースカンファレンスの意義、⽬的、運営と展開⽅法について概説する。【講義】

28

ICTの活⽤

近年、ソーシャルワークにおいて情報通信技術ICTが重要視される背景と実際の活⽤について概説する。【講義】�
 

29
個⼈情報の保護

ソーシャルワークにおける個⼈情報の保護について、法律、専⾨職倫理の観点から概説する。【講義】

30

総括

これまで授業で概説した相談援助の理論と⽅法、⽬的、意義について総復習をおこなう。【講義】�
 

成績評価の⽅法

授業内に課す課題（50％）とレポート（50%)で評価を⾏う。

教科書

社会福祉⼠養成講座編集委員会編『相談援助の理論と⽅法Ⅱ』中央法規出版

授業外学修（予習・復習）

次の授業で学ぶ章・節を読んでおくこと（45分）。また、他の講義、演習を受けている際には、この授業で学んだ理論と関連づけて考えるよう試みてほしい（1
5分）。

その他

参考資料 久保紘章・副⽥あけみ編著『ソーシャルワークの実践モデル―⼼理社会的アプローチからナラティブまで』川島書店

受講⽣への要望等 私語は厳禁である。これまで福祉の講義、演習で学んだことと結び付けることを⼼掛け、課題等に積極的に参加してほしい。

授業の質問対応、連絡先 授業終了後、または空き時間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 220811

学年 4 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 208110

担当教員 ⽮島 繁⼀

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

備考

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

20811 3○ H2◎  3○ E2◎  社会福祉⼠

授業概要

１）医療・福祉の運営と経営の基本的枠組み、社会福祉法の内容の理解、福祉経営の構造としての⼈事・サービス・財務マネジメントについて学ぶ。また、福

祉サービスにおける質の評価とサービスマネジメントについ��てを学ぶ。�
２）⼈が⼈を⽀援していくことが運営に繋がる。講義と講義内容に基づく演習を取り⼊れ、随時グループワークを実施し福祉と医療の違い、今後の動向につい

て学ぶ。

到達⽬標

1 社会福祉⼠としての、組織の仕組み、運営と経営の違い、収⽀の状況を理解する。

2 スタッフの育成の仕組み、（マネジメント）ソーシャルワーカーとしての地域経営ができる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

15

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

【講義】対⼈援助のコミュニケーション

「きく」「はなす」といったコミュニケーションの基本的な要素について、演習を通じで学ぶ。⾃分⾃⾝のコミュニケーションのスタイルについて

⾃⼰覚知する。他⼈からどう思われているのか、⾒られているのかといった⾃⾝のスタイルについて気づきを築き、⾃⼰覚知ができる。

2

【講義】認知症・精神疾患・知的障害等の疾患・障害へ理解

⼈としての尊厳を守り、たとえ認知症の症状や精神疾患等の障がいをを持ち合わせていても、⼈としての関わる基本を、障害特性を学ぶことで、障

がいの特性を理解し適切なコミュニケーションができる。

3

【講義】福祉の措置から契約の流れ

措置から２０００年の介護保険導⼊に⾄る、福祉の歴史を学び、なぜ、福祉に経営が必要なのかを「社会福祉法」の条⽂を基に学ぶことにより、社

会福祉の運営と経営の仕組みを理解できる。

4

【講義】経営と運営の違いを学び、福祉の組織としての視点を理解する

社会福祉法⼈の特徴とガバナンス・コンプライアンスを学び、⼀般企業の営利⽬的の組織ではない社会福祉の特徴と今後の⽅向性を学ぶことで、医

療・福祉に置いての組織としての経営的視点を持つことができる。

5

【講義】福祉の対象者が多様な問題を抱えていることを学ぶ

⾼齢者の介護、障碍者の⽣活、⾃殺者の問題、⽣活保護等の貧困、在⽇外国⼈、登校拒否等の社会の問題の多様化の実態を学び、相談援助を今後ど

のように展開するかを学ぶ

6

【講義】福祉以外の⼀般企業の先進的な経営・イノベーション事例を学ぶ

医療・福祉関係者は視野が狭い傾向がある。企業の経営事例を通じて、イノベーション、顧客・地域のマーケティングについて学び、顧客満⾜のサ

ーベイの実施をし、科学的根拠に基づいた経営戦略の考察ができる。

7

【講義】経営管理シートのツールを使う

BSC（バランスド・スコアカード）やSWOT分析等の、企業戦略のツールを実際に使うことにより、経営の視点を様々な視点から⾒ることを学ぶ。特
に利⽤者の視点は地域住⺠の視点となり、クライエントのニーズを把握できる。

8

【講義】地域福祉の展開及び成年後⾒⼈制度について

地域によって、その特性に応じたサービスの展開があり、各地域の福祉経営・運営の取り組みを学ぶ。それぞれの社会資源としての、、インフォー

マルなサービスについての⽀援を学び、地域のコーディネート⼒をつける。地域特性があり、その地域の⾵⼟に合った実践が今後の⻑い視野での経

営ができる。また、後⾒制度を理解し意思決定をどのようにするかを理解できる。

9

【講義】スーパービジョン

リーダーシップ論について学び、そのうえで、スーパービジョンの機能、スーパーバイザーとしての視点、また、バイジーへの⽀援の継続の⽅法を

学ぶ。スタッフの育成・研修等の⼿法を学び、組織としての⼈（⼈財）を育てることができる。

10

【講義】イノベーションの⽅法

サービスの策定、地域・組織連携を学ぶことにより、⾃事業所のみの狭い視野から、公的機関や関係機関と連携をすることでの、新たなサービスの

展開ができるようになる。

11

【講義】セーフティマネジメントの視点

危機管理ではなく、利⽤者・住⺠が安⼼・安全に暮らせる仕組みづくりについて学び、セーフティマネジメントの視点、組み⽴てを学ぶことで、事

なかれ的な考えをなくす。リスクマネジメントとの違いが理解できるようになる。

12

【講義】リーダーシップについて

イノベーション・セーフティマネジメント等の、今まで学んだ内容もリーダーシップを発揮できなければ実現は難しい。⾃分⾃⾝に合ったリーダー

シップの在り⽅を学び、演習を通じて⾃⾝に合ったリーダーシップの有り⽅を模索することができる。

福祉経営論
更新⽇：2022/01/06�12:42:58
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

13

【講義】スタッフの離職予防・教育プログラムを学ぶ

スタッフの採⽤から、研修、育成といった⼈材の定着を図るにはどうすべきか、どのような⽅法があるのかを学び、スタッフの離職防⽌につなげ、

組織が継続できるようにする。

14

【講義】コミュニケーションからリーダーシップまで

学んだコミュニケーション技術をを⽤いて、組織をまとめ、意⾒を引き出す。そして、組織として収益を上げられるように事例を基に演習をし、経

営戦略を策定する。リーダーシップを発揮し、組織としてのガバナンスを意識できる。

15
【講義】戦略策定

まとめ１同様に、今まで学んだ知識等を活⽤し、イノベーションの戦略を策定することができる。

成績評価の⽅法

講義の受講態度を優先し、演習や振り返りを通じての提出物を参照とする。�
講義終了後の記述式試験を実施し、評価する。�
・受講態度�40％�
・提�出�物��20％�
・科⽬試験�40％

教科書

講義時に配布する資料を使⽤します。

授業外学修（予習・復習）

授業後に資料を読み、内容をまとめなおす（１時間）

その他

参考資料 特になし

受講⽣への要望等 特になし

授業の質問対応、連絡先 A-potaまたは、メールにて、yajikoji0804@gmail.com
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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 220816

学年 1,�4 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 208160

担当教員 芦⽥ 麗⼦

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

備考

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

20816 3○ H2◎ 3○ E2◎  社会福祉⼠

授業概要

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

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

講義および演習形式で授業を⾏う。

到達⽬標

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

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

3 ⾃⽴⽀援プログラムの意義とその実際について理解できる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

14 1

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1
貧困とは何か、健康で⽂化的な⽣活とは何か

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

2

貧困・低所得階層の⽣活実態と貧困

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

景、所得格差の問題、低所得者の⽣活実態、貧困の理論について講義する。

3

公的扶助制度の歴史（イギリス）

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

4

公的扶助制度の歴史（⽇本）

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

後の旧⽣活保護法と新⽣活保護法の成⽴経緯について講義する。

5

社会保障制度と公的扶助

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

についても講義する。

6

貧困に対する⽀援の実施体制

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

務、役割について講義し、保護施設の種類や設置と運営についても講義する。

7
⽣活保護制度の原理

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

8
⽣活保護の原則と⽣活保護基準

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

9

保護の種類と内容、要否判定。

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

10

⽣活保護の動向と財源

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

ても説明し、ソーシャルワーカーとしての視点を養う。

11

⽣活保護における専⾨職の役割と相談援助活動

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

ネットワーキングについても講義する。

12
⾃⽴⽀援プログラムによる相談援助と⽣活困窮者⾃⽴⽀援制度

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

13

ホームレスの⽣活と相談援助

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

ての理解を深める。

公的扶助論
更新⽇：2021/11/01�16:30:44
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

14

貧困層・低所得者への社会福祉・就労⽀援サービス

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

15

貧困に対するソーシャルワーク実践

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

意義と役割を考える。

成績評価の⽅法

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

教科書

渋⾕哲編,2021『貧困に対する⽀援』みらい

授業外学修（予習・復習）

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

その他

参考資料

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

受講⽣への要望等 予習復習を必ずした上で積極的に受講すること。

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

接質問したい場合は、メリーにてアポをとること。
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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 220819

学年 4 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 208190

担当教員 宮川 成雄

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

20819 3○ H2◎ 3○ E2◎ 社会福祉⼠

授業概要

犯罪や⾮⾏をした者が再び犯罪や⾮⾏をしないよう更⽣する仕組みを学ぶ。またその⽀援や連携のあり⽅を学ぶことで社会福祉⼠の役割について考える。第1回
から第6回はパワーポイントを使⽤した講義（パワーポイントの資料は当⽇配布する）、第7回はグループワーク、最終回に筆記試験を実施し、評価をつける。

到達⽬標

1 更⽣保護制度の概要について理解できる。

2 更⽣保護に関わる組織、団体及び専⾨職及び福祉と医療の連携について理解できる。

3 更⽣保護対象者の現状についての理解を深める

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

6 2

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

【講義】更⽣保護の概要

⾮⾏・犯罪の動向、福祉的⽀援を要する問題、更⽣を助ける社会内処遇とは、恩赦の運⽤、犯罪予防活動について、パワーポイントを⽤いて対話形

式で講義を⾏う

2
【講義】再犯を防ぐための様々な制度１

保護観察とその⽬的、対象者とその処遇（指導監督と補導援護）について、パワーポイントを⽤いて対話形式で講義を⾏う

3
【講義】再犯を防ぐための様々な制度２

仮釈放、⽣活環境の調整、更⽣緊急保護、刑の⼀部執⾏猶予制度他について、パワーポイントを⽤いて対話形式で講義を⾏う

4
【講義】更⽣保護制度の担い⼿

保護観察官、保護司、更⽣保護施設、⺠間協⼒者について、パワーポイントを⽤いて対話形式で講義を⾏う

5
【講義】関係�機関・団体との連携

裁判所、検察庁、矯正施設、児童相談所、就労⽀援機関、⺠間団体との連携について、パワーポイントを⽤いて対話形式で講義を⾏う

6

【講義】医療観察制度の概要

⽣活環境調査、⽣活環境調整、精神保健観察、関係機関等との連携、更⽣保護における近年の動向と課題について、パワーポイントを⽤いて対話形

式で講義を⾏う

7
【演習】事例研究

グループワーク形式で、今までの講義の振り返りを⾏う

8
【演習】振り返りと科⽬試験を実施

今までの講義の振り返った後、６０分の科⽬試験を実施する。

成績評価の⽅法

科⽬試験を最終評価（７０％）とするが、受講態度や課題への取り組みも評価（３０％）にする。

教科書

新社会福祉⼠養成講座 ２０ 更⽣保護制度 第４版 （編集）社会福祉⼠養成講座編集委員会 中央法規

授業外学修（予習・復習）

（第1回）（第2回） 予習 テキスト第1章第1節第3節を読む。（⽬安時間：約60分）�
（第3回）（第4回） 予習 テキスト第1章第4節第5節及び第2章を読む。（⽬安時間：約60分）�
（第5回）（第6回） 予習 テキスト第3章第4章を読む。（⽬安時間：約60分）�
（第7回）（第8回） 予習 計6回の講義の復習をする。（⽬安時間：約60分）

その他

参考資料 令和3年版 犯罪⽩書 法務総合研究所

受講⽣への要望等

私語及び携帯電話・スマートフォン・パソコンなどの使⽤や途中退室は慎むこと。�
全回出席すること。�
⽋席する際は事前にMellyで申し出ること。（レポートを提出することで評価の際の判断に反映します）

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、指定された時間内にMellyで⾏うこと

更⽣保護論
更新⽇：2021/10/19�10:27:20
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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 220822

学年 4 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 208220

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

20822 3◎ H2○  3◎ E2○  社会福祉⼠

授業概要

相談援助職として必要な知識、技術を習得するために、地域を基盤とした開発に関する内容と社会福祉実習における個別体験を基にして、事例検討やロール

プレイなど演習形式で授業を⾏う。

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・技術について実践的に習得し、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

能⼒をつけることを到達⽬標とする

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

3 27

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

これからの取り組み⽅を説明する

2

【演習】社会福祉実習における相談援助の学びの整理

実習においての学びを振り返り、相談援助技術や専⾨職像について整理し共有する�
（予習）実習⽇誌を読む（４０分）�
（復習）講義を通して学んだことを整理する（６０分）

3

【講義・演習】相談援助技術におけるプレゼンテーション（１）

相談援助技術におけるプレゼンテーションについて学び、前回の講義で整理した各⾃の専⾨職像について、次回のプレゼンテーション実施に向けて

準備する�
（予習）プレゼンテーションに関する書籍などを読む（４０分）�
（復習）講義を通して学んだことを整理する（６０分）

4

【演習】相談援助技術におけるプレゼンテーション（２）

プレゼンテーションを実施�
（予習）発表の準備（３０分）�
（復習）講義を通して学んだことを整理する（６０分）

5

【演習】社会福祉実習における個別体験による⾃⼰の発⾒

実習における利⽤者との関わり場⾯を振り返り⾃⼰覚知について整理する�
（予習）実習⽇誌を読む（４０分）�
（復習）講義を通して学んだことを整理する（６０分）

6

【演習】社会福祉実習における個別体験による対⼈援助技術（１）

実習における利⽤者との関わり場⾯について整理し発表する�
（予習）関わり場⾯のワークシートを読む（３０分）�
（復習）講義を通して学んだことを整理する（６０分）

7

【演習】社会福祉実習における個別体験による対⼈援助技術（２）

 実習における利⽤者との関わりで困った場⾯についてグループワークによりアセスメントを⾏い、対⼈援助技術について学ぶ�
（予習）関わり場⾯のワークシートを読む。アセスメント、⾯接技術についてまとめる。（６０分）�
（復習）講義を通して学んだことを整理する（６０分）

8

【演習】社会福祉実習における個別体験による対⼈援助技術（３）

グループワークによるアセスメント結果をロールプレイにより発表する�
（予習）ワークシートを読む（３０分）�
（復習）講義を通して学んだことを整理する（６０分）

9

【演習】社会福祉実習における個別体験による対⼈援助技術（４）

対⼈援助技術について、実習における個別体験をバイスティックの7原則を活⽤して振り返り整理し発表する�
（予習）実習⽇誌を読む。バイスティックの7原則についてまとめる。（６０分）�
（復習）講義を通して学んだことを整理する（６０分）

10

【演習】社会福祉実習における個別体験による多職種連携

実習における個別体験から多職種連携について振り返り整理し発表する�
（予習）実習⽇誌を読む。社会資源についてまとめる。（６０分）�
（復習）講義を通して学んだことを整理する（６０分）

社会福祉演習Ⅲ
更新⽇：2021/10/12�08:23:46
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11

【演習】事例検討の⽬的と⽅法

事例検討の取り組みについての説明と各⾃社会福祉実習における事例をワークシートに記⼊する�
（予習）実習⽇誌を読む（３０分）�
（復習）講義を通して学んだことを整理する（６０分）

12

【演習】事例検討（１）事例発表

各⾃作成した事例を発表する�
（予習）実習⽇誌を読む（３０分）�
（復習）講義を通して学んだことを整理する（６０分）

13

【演習】事例検討（２）事例①のアセスメント

実習における個別体験による事例①についてアセスメントを⾏い、個別⽀援計画を作成することにより、相談援助のプロセス、アセスメントの視点

について学びを深める�
（予習）相談援助のプロセスとアセスメントの視点についてまとめる（６０分）�
（復習）講義を通して学んだことを整理する（６０分）

14

【演習】事例検討（３）事例①の個別⽀援計画発表

事例①の個別⽀援計画を発表する�
（予習）作成したワークシートと個別⽀援計画を読む（３０分）�
（復習）講義を通して学んだことを整理する（６０分）

15

【演習】事例検討（４）事例②のアセスメント

実習における個別体験による事例②についてアセスメントを⾏い、個別⽀援計画を作成することにより、個別⽀援計画のプロセス、アセスメントの

視点について学びを深める�
（予習）相談援助のプロセスとアセスメントの視点についてまとめる（６０分）�
（復習）講義を通して学んだことを整理する（６０分）

16

【演習】�事例検討（５）事例②の個別⽀援計画発表

事例②の個別⽀援計画を発表する�
（予習）作成したワークシートと個別⽀援計画を読む（３０分）�
（復習）講義を通して学んだことを整理する（６０分）

17

【演習】ケース会議の⽬的と⽅法

実習における個別体験による事例③について模擬ケース会議を実施することを通して、アセスメントの視点、ネットワーキングについて学びを深め

る�
（予習）アセスメントの視点、社会資源についてまとめる（６０分）�
（復習）講義を通して学んだことを整理する（６０分）

18

【演習】地域の理解

「居⼼地の良い場所」をキーワードとして、グループワークを通して地域の理解について学ぶ�
（予習）⾃分⾃⾝にとって居⼼地の良さを感じる「公共空間」の写真を準備する(20分)�
（復習）講義を通して学んだことを整理する（６０分） 

19

【演習】コミュニティソーシャルワーク

映像教材によりコミュニティソーシャルワークについての理解を深める�
（予習）コミュニティソーシャルクに関する書籍やこれまでの学びの整理からふり返る(30分)�
（復習）講義を通して学んだことを整理する（６０分） 

20

【演習】実践⽅法指導(1)地域ニーズの把握1

地域の状況把握について⼤学周辺の地域状況を統計情報などから情報収集することをグループワークを通して学ぶ�
（予習）地域概況の項⽬や地域情報の収集⼿段、ニーズ把握についてまとめる。⼤学周辺の様⼦・状況を意識して観察する（６０分）�
（復習）講義を通して学んだことを整理する（６０分） 

21

【演習】実践⽅法指導(2)地域ニーズの把握2

地域の状況把握について⼤学周辺の地域状況を統計情報などから情報収集したことを発表を通じて学ぶ�
（予習）整理した資料を読む（６０分）�
（復習）講義を通して学んだことを整理する（６０分） 

22

【演習】実践⽅法指導(3)地域ニーズの把握3

把握した地域状況から地域ニーズを抽出し検討することにより学ぶ�
（予習）地域ニーズに関する書籍やこれまでの学びからふり返る(20分)�
（復習）講義を通して学んだことを整理する（６０分） 

23

【演習】実践⽅法指導(4)地域⽀援の計画1

抽出したニーズから、各⾃地域⽀援計画の⽬標を作成する�
（予習）地域アセスメントについてまとめる（６０分）�
（復習）講義を通して学んだことを整理する（６０分） 

24

【演習】実践⽅法指導(5)地域⽀援の計画2

各⾃作成した地域⽀援計画の⽬標を基にして、グループワークによって計画を作成することにより学ぶ�
（予習）地域福祉計画、計画策定のプロセスについてまとめる（６０分）�
（復習）講義を通して学んだことを整理する（６０分） 

25

【演習】実践⽅法指導(6)地域⽀援の計画3

作成した計画を発表する。他者の計画と⾃分⾃⾝の計画との⽐較から地域ニーズの捉え⽅や地域診断についての理解を深める�
（予習）作成した地域⽀援の計画を読む（３０分）�
（復習）講義を通して学んだことを整理する（６０分） 

26

【演習】実践⽅法指導(7)地域⽀援の計画4

抽出したニーズを基にふれあいいきいきサロンや⼦育てサロンなど地域⽀援の取り組みの実施計画を作成することにより、地域⽀援について理解を

深める�
（予習）ふれあいいきいきサロン、⼦育てサロンなどについてまとめる（６０分）�
（復習）講義を通して学んだことを整理する（６０分） 
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27

【講義・演習】実践⽅法指導(8)地域⽀援の計画5

次々回で発表する計画の評価基準について、グループワークを通して検討し、評価について学ぶ�
（予習）評価について書籍・これまでの学びからふり返る(20分)�
（復習）講義を通して学んだことを整理する（６０分） 

28

【演習】実践⽅法指導(9)地域⽀援の計画6

前回講義でグループワークを通して検討した評価基準を発表し、クラスにおける評価基準作成を通して、評価についての理解を深める�
（予習）作成した評価基準を読む(20分)�
（復習）講義を通して学んだことを整理する（６０分） 

29

【演習】実践⽅法指導(10)地域⽀援の計画7

地域⽀援の取り組みの実施計画を発表する�
（予習）作成した実施計画を読む（６０分）�
（復習）講義を通して学んだことを整理する（６０分） 

30

【演習】まとめ

これまでの学びの整理とまとめを⾏う。�
（予習）これまでのまとめを読む（３０分）�
（復習）本科⽬で学んだことを整理する（６０分） 

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％。フィードバックは授業時にコメントする。�

教科書

適宜資料を作成し、配布する。

授業外学修（予習・復習）

上記「授業計画」に記載の通り、予習30分、復習60分を⾏うこと。�
また、社会福祉や相談援助に関する書籍を読むこと。

その他

参考資料 適宜授業内で⽰す。

受講⽣への要望等 演習形式であるので積極的に参加すること。

授業の質問対応、連絡先 mellyや直接研究室(1号館1209)に来てください。来室する場合は、前もってmellyなどで予約を取ってください。
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開講年度 2022 学期 通年 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220824

学年 4 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 208240

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

20824 3○ H2◎ 3○ E2◎ 社会福祉⼠

授業概要

相談援助実習の事前指導として、相談援助実習に向けて必要な知識・技術の習得および実習の学びを深めるための講義と演習を⾏い、実習終了後は、実習の

学びを整理し、深めるために、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し実践的な技術等を体得できる

3 社会福祉⼠として求められる資質、技能、倫理、⾃⼰に求められる課題把握等、総合的に対応できる能⼒を習得する

4 具体的な体験や援助活動を、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くことができる能⼒を涵養する

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

5 25

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

【講義】�
実習先の発表および相談援助実習指導Ⅱ及び相談援助実習に関する事務的な説明を⾏う。

2

実習課題の明確化

【演習】�
実習先で何を知りたいのか、どんなことをやりたいのか、どんな技術を⾝に着けたいかを書き出し、整理する。

3

実習の⽬的を達成するための具体的⾏動

【演習】�
職場、職種、ソーシャルワーク実習それぞれでどのような実習を⾏うかを整理する

4

実習計画書案発表

【演習】�
各⾃作成した実習計画書案を発表する

5

実習先への事前訪問について

【講義】�
事前訪問時の注意事項を講義する。

6

実習施設概況表作成

【演習】�
配属先の実習先ついて調べる

7

実習先の地域を理解する

【演習】�
実習先の地域について調べる

8

実習先の利⽤者を理解する

【演習】�
実習先の利⽤者について調べる

9

実習先に関する発表

【演習】�
７〜９で調べたことをまとめ発表する

10

実習記録について①

【講義】�
実習記録の意味、書き⽅について講義する

11

実習記録について②

【演習】�
実際に、ビデオを⾒て、実習記録を書いてみる

12

⽀援計画について

【講義】�
ソーシャルワークのプロセスを復習した上で、⽀援計画の意味、⽴て⽅について講義する。

社会福祉実習指導Ⅱ
更新⽇：2021/10/15�11:37:16
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13

実習直前諸注意

【講義】�
実習中の諸注意、再度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。

16

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。

17

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。

18

実習経験の⾔語化①

【演習】�
実習中に疑問や不当に思ったことを振り返り、その後グループで話し合い、発表する。

19

実習経験の⾔語化②

【演習】�
実習中に失敗したことを振り返り、その後グループで話し合い、発表する。

20

実習経験の⾔語化③

【演習】�
実習中に成功したことを振り返り、その後グループで話し合い、発表する。

21

実習経験の⾔語化④

【演習】�
実習中に出会ったモデルとなるソーシャルワーカーについて振り返り、その後グループで話し合い、発表する。

22

実習経験の⾔語化⑤

【演習】�
実習経験の⾔語化①から④の中で出たトピックスの中から１つ選び、それに関連する出来事などを取り上げ、グループで話し合い、発表する。

23

理想のソーシャルワーカー

【演習】�
⾃分の実習経験から、理想とするソーシャルワーカー像を構築する。

24

実習報告会で発表する内容①

【演習】�
報告会で発表する内容について議論し、まとめる

25

実習報告会で発表する内容②

【演習】�
報告会で発表する内容についてまとめる

26

プレゼンテーションの⽅法

【演習】�
プレゼンテーションの⽅法を講義し、プレゼンの練習を⾏う。

27

実習報告会に向けて

【演習】�
本番と同じようにリハーサルを⾏う。

28

実習報告会

【演習】�
実習の成果をまとめたものを報告する。

29

実習報告書作成

【演習】�
実習経験の⾔語化・客観化の内容をふまえ、実習での学びをまとめる。

30

実習振り返り

【演習】�
実習先の評価および⾃⼰評価を踏まえ、実習を振り返る。�

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％�
提出物、レポート等にはコメントをつけて返却する。

教科書

『福祉⼩六法 2022年版』みらい 

授業外学修（予習・復習）

実習先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
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

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
授業内に⽣じた疑問はできるだけ授業中に質問すること、授業後復習で出た質問に関してはmellyにて受け付ける。なお、直接
質問したい場合は、melly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 前期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 220825

学年 4 曜⽇/時限 ー 単位数 6.0 科⽬コード 208250

担当教員 濱島 淑惠,�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

20825 2◎ 3○ H2○  2◎ 3○ E2○  社会福祉⼠

授業概要

実習先において、実習指導者による指導のもと、職場実習、職種実習、ソーシャルワーク実習を⾏う。

到達⽬標

1 相談援助実習を通して、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し、実践的な技術等を体得する

2 社会福祉⼠として求められる資質、技能、倫理、⾃⼰に求めらる課題把握等、総合的に対応できる能⼒を習得する

3 関連分野の専⾨職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

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

実習時間180時間

 相談援助実習指導担当教員は、巡回指導と帰校⽇指導等を通して、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、実習中の個別指導を⼗分に⾏うものとする。�
�
ア 利⽤者やその関係者、施設・事業者・機関・団体等の職員、地域�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や⼈との付き�合い⽅な
どの円滑な⼈間関係の形成�
イ 利⽤者理解とその需要の把握及び⽀援計画の作成�
ウ 利⽤者やその関係者との援助関係の形成�
エ 利⽤者やその関係者への権利擁護及び⽀援とその評価�
オ 多職種連携をはじめとする⽀援におけるチームアプローチの実際�
カ 社会福祉⼠としての職業倫理、施設・事業者・機関・団体等の職員の就業などに関する規定への理解と組織の⼀員としての役割と�責任への理解�
キ 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�
ク 当該実習先が地域社会の中の施設・事業者・機関・団体等であることへの理解と具体的な地域社会への働きかけとしてのアウトリー�チ、ネット
ワークキング、社会資源の活⽤・調整・開発に関する理解。

成績評価の⽅法

実習先からの評価（60％）、巡回指導・帰校⽇指導での評価（20％）、実習⽇誌（20％）で評価する。

教科書

「福祉六法」2022年版 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
更新⽇：2021/10/15�11:11:23
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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 231605

学年 4 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 316050

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

31605 2�○ H1�○ H2�◎  ⻭科衛⽣⼠

授業概要

患者の⼝腔健康管理ができるため、患者の健康状態に応じた処置・症状の変化への対応を理解することを⽬的とする。

到達⽬標

1 ライフステージや疾患に応じた⼝腔健康管理を理解する。

2 周術期等⼝腔機能管理の概要を説明できる。

3 周術期⼝腔機能管理対象者の把握ができる。

4 周術期⼝腔機能管理における医療連携について説明できる。

5 ⻭科衛⽣⼠が⾏う周術期患者への専⾨的⼝腔衛⽣処置について説明できる。

6 頭頸部外科⼿術を⾏う患者の⼝腔機能管理について説明できる。

7 唇顎⼝蓋裂患者への⼝腔機能管理について説明できる。

8 ⼊院患者に対する⼝腔衛⽣管理について説明できる。

9 特別な配慮を要する患者の⼝腔健康管理について説明できる。

10 災害時の⻭科保健活動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 7

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

【講義】周術期等⼝腔機能管理総論 (1)（1コマ）⽯川・前岨・尾形

・周術期⼝腔機能管理の総論�
・周術期⼝腔機能管理の⽬的・意義�
・周術期等機能管理の流れ�
・⻭科衛⽣⼠の役割

2

【講義・演習】⻭科衛⽣⼠の介⼊事例①②がん患者周術期１(2-3)�(２コマ)：吉⽥・⽯川・前岨・尾形

がん⼊院中の⻭科衛⽣⼠のかかわりについて⻭科衛⽣⼠の介⼊症例を通じ検討する�
グループディスカッションを実施する

3

【講義・演習】周術期⼝腔機能管理患者の症例検討�(4-5)�(２コマ)：⽯川・前岨・尾形・⼤⻄・寺島

・⻭科衛⽣過程に沿った症例検討��
・フィードバック

4

【講義・演習】⼊院・在宅患者の⼝腔衛⽣管理�困難症例への対応 �(6-7)�(２コマ)：吉⽥・⽯川・前岨・尾形

・⾮経⼝摂取患者、イレウス管留置�
・輸液制限の患者�
・⼈⼯呼吸器管理患者�(NIPPV、経⼝挿管患者）、リザーバーマスク装着患者�
・DIC患者�
・ALS�
・パーキンソン病

5

【講義・演習】CLP（⼝唇⼝蓋裂）への⻭科衛⽣⼠の対応 �(8-9)�(２コマ)：⽯川・前岨・尾形・他1名

・唇顎⼝蓋裂の概要�
・治療の流れ�
・⼝唇⼝蓋裂児の哺乳指導�
・⼝腔内装置�
・顎矯正⼿術患者の⼝腔衛⽣管理

6

【講義・演習】物質（アルコール・薬物）関連障害のある患者への対応 �(10-11)�(２コマ)：⽯川・前岨・尾形・他1名

・アルコール関連障害�
・胎児⽣アルコール症候群�
・アルコール離脱症候群�
・薬物乱⽤の医学的影響�
・物質（アルコール・薬物）関連障害のある患者への⻭科衛⽣過程

⻭科保健指導実習Ⅳ
更新⽇：2021/10/27�13:55:33
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

7

【講義・演習】精神疾患のある患者への対応、ストレスマネジメント�(12-13) (2コマ)：尾形・⽯川・前岨

・精神障害とは�
・各疾患の特徴と対応�(統合失調症、気分障害、双極性障害、不安障害、摂⾷障害、拒⾷症)�
・精神障害のある患者への⻭科衛⽣過程

8

【講義・演習】災害⻭科保健への対応�(14-15)�(2コマ)：⽯川・前岨・尾形・⼤⻄・寺島

・災害医療の基礎知識�
・災害時の保健医療における⻭科�
・災害時の⻭科保健医療の対応（⻭科医療・⼝腔ケア）�
・⻭科医院、⻭科医師会、⻭科医師会としての災害対策�
・災害時の医療チーム、多職種連携�
・避難所でのアセスメントと⽀援活動

成績評価の⽅法

課題90％、受講態度と提出物10％

教科書

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）

臨床実習ⅠとⅡで学んだこと、これから学ぶこととを、本講義の内容と連結させ、卒業後に⽣かせるよう予習と復習を30分以上⾏う。�

その他

参考資料

⻭科衛⽣⼠のための病院における医科⻭科連携・⼝腔機能管理マニュアル（医⻭薬出版）�
事例でわかる⻭科衛⽣過程（全国⻭科衛⽣⼠教育協議会）�
ウィルキンス⻭科衛⽣⼠の臨床（原著第11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。�
講義及び実習準備物に不⾜がある場合・課題未提出の場合は受講できない。�
全回出席する。�
⽋席者は講義・実習担当者に申し出て次回講義までに補講・追実習を受ける。�
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。�
講義最終回にファイル提出あり。

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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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 231610

学年 4 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 316100

担当教員 ⼤⻄ 愛,�⽯井 美和,�⾕ 亜希奈

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

31610 1�◎ H1�○ H3�○  ⻭科衛⽣⼠

授業概要

様々な全⾝疾患を概観し、⼝腔に現れる特徴と⻭科診療時の注意点を学ぶ。また、各ライフステージおよび各医療の現場（健常期・急性期・回復期・維持期）

における⻭科衛⽣⼠の関わりについて理解を深める。

到達⽬標

1 チーム医療における⻭科衛⽣⼠の役割を説明できる。

2 有病者（⼼疾患、脳⾎管疾患、糖尿病）の⼝腔所⾒の特徴と診療での注意点を説明できる。

3 ⾞椅⼦利⽤患者の⻭科診療の補助ができる。

4 ⼝腔筋機能療法（ＭＦＴ）について説明できる。

5 インプラント装着患者に対する⻭科衛⽣⼠の関わりを説明できる。

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

医療現場の活動からチーム医療における⻭科衛⽣⼠の役割（2コマ：1.2）（⽯井・⼤⻄）

【⾯接講義】�
・急性期病院における⻭科衛⽣⼠の役割�
・チーム医療において⻭科衛⽣⼠に求められていること�
・⼼疾患患者に対する⻭科衛⽣⼠の関わり�
・脳⾎管疾患患者に対する⻭科衛⽣⼠の関わり�
・糖尿病患者に対する⻭科衛⽣⼠の関わり�

2

⾞椅⼦利⽤患者の⻭科診療の補助（2コマ：3.4）（⼤⻄・寺島・⾕）

【⾯接講義】�
・⾞椅⼦の知識と取扱いについて�
・⾞椅⼦から⻭科⽤チェアユニットへの患者移乗�
・⾞椅⼦上で⻭科診療の補助�
・⾞椅⼦利⽤患者の⻭科診療の補助のリスク�
�
 

3

⼝腔筋機能療法（ＭＦＴ）（2コマ：5.6）（⽯川・⼤⻄）

【⾯接講義】�
・⼝腔筋機能療法の概要�
・吸指癖の指導�
・⼝腔筋機能療法の訓練�
・⼝腔周囲組織のアセスメント�
・⼝腔筋機能療法の効果

4

インプラント装着患者に対する⻭科衛⽣⼠の関わり（2コマ：7.8）（⽯川・⼤⻄）

【⾯接講義】�
・インプラント治療の概要�
・インプラント周囲炎に対する治療の指針�CIST（累積的防御療法）�
・CIST�を基にした�ST（⽀持療法）プログラム�
・インプラント装着患者への説明と指導�
・インプラント装着患者に伴うトラブルとその対応

成績評価の⽅法

レポート試験100％で評価する。

教科書

最新⻭科衛⽣⼠教本 「⻭科診療補助論」 医⻭薬出版�
今までに配布したプリントを綴じたファイル

授業外学修（予習・復習）

⻭科診療補助論Ⅱ
更新⽇：2021/11/19�16:15:23
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

臨床実習で学習したことを振り返って、不⾜している知識を30分以上は調べ学習しておくこと。

その他

参考資料 なし

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。

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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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 231615

学年 4 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 316150

担当教員 梶 貢三⼦,�藤林 由利安,�髙⽥橋 美幸,�尾形 祐⼰,�濱本 愛⼦,�⼤森 あかね,�下川 泰⼦

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

31615 2�○ 5�◎ H1�○ H3�○  ⻭科衛⽣⼠

授業概要

前期では、総合病院⻭科での実習のために全⼈的な処置を検討する。複数の症例を⻭科衛⽣過程に沿って、対象者の⼝腔内だけでなく環境⾯・⼼理⾯も含め検

討し、３年間学んだ知識、技術、態度を通して処置を⾏う。�
後期では、卒業後に現場で即戦⼒として活躍できる⻭科衛⽣⼠になるために１年次より習得してきた知識、技術、態度を総復習しながら相互実習を⾏う。

到達⽬標

1 ⻭科予防処置を実施する際に把握すべき対象者の情報を説明できる。

2 対象者に対し⻭科予防処置、⻭科保健指導ができる。

3 ⻭周病と⽣活習慣の関連を説明できる。

4 対象者の⻭周病リスク評価の⽅法を説明できる。

5 対象者の情報を分析し、⻭周病予防計画を⽴案できる。

6 SPT・メインテナンスの⽬的を説明できる。

7 SPT・メインテナンスの評価、処置内容を説明できる。

8 SPT・メインテナンス実施時の注意事項を説明できる。

9 SPT・メインテナンスの必要性を説明できる。

10 ⼝腔保健と⽣活習慣の関係を説明できる。

11 対象者の⽣活習慣の把握ができる。

12 ⽣活習慣病に応じた⾷⽣活指導ができる。

13 ⾮感染性疾患の種類、特徴、⼝腔との関連を説明できる。

14 ⾮感染性疾患（NSDs)を有する対象者の指導ができる。

15 対象者のストレスを評価しストレスマネジメントができる。

16 栄養状態を把握し問題点を評価できる。

17 ⾷⽀援のための介⼊計画が⽴案できる。

18 ⾷⽀援に必要な⻭科衛⽣介⼊ができる。

19 ⾷⽣活改善の取組みとして⼝腔衛⽣と⼝腔機能の関連を説明できる。

20 ⾷⽣活指導について書⾯化（業務記録）できる。

21 各ライフステージ別の⾷⽣活指導ができる。

22 喫煙と⼝腔の関連がわかり、禁煙指導ができる。

23 虐待の種類を説明できる。

24 虐待の⻭科的特徴を説明できる。

25 服薬状況が把握できる。

26 う蝕予防処置におけるメインテナンスの⽬的を説明できる。

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

28 う蝕のリスクのとメインテナンスの必要性を説明できる。

29 う蝕予防処置に関連する⽣活習慣の把握⽅法と項⽬を説明できる。

30 う蝕と全⾝疾患の関連を説明できる。

31 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。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

10 3 17

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

⻭科予防処置実習Ⅳ
更新⽇：2021/11/10�18:39:33

- 22 -



⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

1

１・２【⾯接講義】周術期/セミナー室（２コマ）（尾形・梶）

周術期有害事象予防�
 ・全⾝状態の把握�
 ・⼿術の術式�
 ・臨床データ�
 ・服薬�
 ・有害事象�
 ・⻭科衛⽣⼠連絡書（周術期）の記載

2

３・４【実習】周術期/チェア実習室（２コマ）（尾形・⽯川・梶・⼤森）

シンプルマネキン実習�
 ・周術期の患者を想定し、必要な器具器材を選択�
 ・バイタル確認�
 ・挿管チューブの取り扱い

3

５【⾯接講義】NST/セミナー室（１コマ）（尾形・梶）

・NST�
・栄養状態の把握�
・⾷⽀援のための介⼊計画�
・⾷⽣活指導

4
６【⾯接講義】地域ケア会議/セミナー室（１コマ）（下川・尾形・梶）

地域ケア会議の実際

5

７・８【実習】要介護者の⼝腔衛⽣管理/チェア実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

相互実習�
 ・座位による⼝腔衛⽣管理の実施�
 ・バイタル確認�
 ・全⾝状態の把握�
 ・患者への配慮

6

９・１０【実習】初診患者対応・多量沈着物の除去（⾅⻭部）/チェア実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

相互実習�
 ・多量沈着物の除去⽅法�
 ・初診患者への対応�
 ・患者とのインフォームドコンセント�
 ・業務記録作成�
 ・患者交付⽂書作成

7

１１・１２【⾯接講義・実習】SPT/チェア実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

SPT�
 ・⽬的�
 ・⼝腔内診査�
 ・処置内容�
 ・実施時の注意事項�
 ・業務記録作成�
 ・患者交付⽂書作成

8

１３・１４【⾯接講義】糖尿病患者の⼝腔衛⽣管理/PC演習室（２コマ）（藤林・梶・尾形）

糖尿病�
 ・病態�
 ・臨床データ�
 ・⻭周病との関連�
 ・患者教育

9

１５・１６【⾯接講義・GW】う蝕予防のメインテナンス/セミナー室（２コマ）（濱本・尾形・梶・⼤森）

・う蝕活動性試験の評価�
・う蝕予防プログラムの⽴案�
・患者教育�
・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�
・う蝕リスクとメインテナンスの必要性

10

１７・１８【⾯接講義・GW】⽣活習慣病予防/セミナー室（２コマ）（尾形・梶）

⽣活習慣病�
 ・⻭周病と⽣活習慣病�
 ・⾮感染性疾患の種類と特徴と⼝腔の関係�
 ・⾮感染性疾患を有する対象者への指導�
 ・対象者の⽣活習慣を把握する（GW)�
 ・症例の検討（GW)�
 ・⽣活習慣指導（GW)

11

１９・２０【⾯接講義・GW】虐待・服薬/セミナー室（２コマ）（尾形・梶）

⼝腔内との関連�
 ・虐待�
 ・ストレス�
 ・服薬�
 ・喫煙
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12

２１・２２【実習】⻭周病患者への対応①/チェア実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

相互実習（前⻭）�
 ・⼝腔内診査�
 ・スケーリング（ハンドスケーラー・パワースケーラー）�
 ・⻭⾯研磨�
 ・TBI�
 ・業務記録記載�
 ・患者交付⽂書記載

13

２３・２４【実習】⻭周病患者への対応②/チェア実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

相互実習（下顎左側⾅⻭部）�
 ・⼝腔内診査�
 ・スケーリング（ハンドスケーラー・パワースケーラー）�
 ・⻭⾯研磨�
 ・TBI�
 ・業務記録記載�
 ・患者交付⽂書記載

14

２５・２６【実習】⻭周病患者への対応③/チェア実習室（２コマ）（梶・尾形・⼤森）

相互実習（上顎左側⾅⻭部）�
 ・⼝腔内診査�
 ・スケーリング（ハンドスケーラー・パワースケーラー）�
 ・⻭⾯研磨�
 ・TBI�
 ・業務記録記載�
 ・患者交付⽂書記載

15

２７・２８【実習】⻭周病患者への対応④/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（下顎右側⾅⻭部）�
 ・⼝腔内診査�
 ・スケーリング（ハンドスケーラー・パワースケーラー）�
 ・⻭⾯研磨�
 ・TBI�
 ・業務記録記載�
 ・患者交付⽂書記載

16

２９・３０【実習】⻭周病患者への対応⑤/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（上顎右側⾅⻭部）�
 ・⼝腔内診査�
 ・スケーリング（ハンドスケーラー・パワースケーラー）�
 ・⻭⾯研磨�
 ・TBI�
 ・業務記録記載�
 ・患者交付⽂書記載

成績評価の⽅法

提出物にて評価（100％）。

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

別冊⻭科衛⽣⼠ う蝕・⻭周病予防のためのリスクアセスメント＆コントロール（クインテッセンス出版）�
SRP修⾏論-秘伝トレーニングメソッドの公開-（松⾵）�
DHstyle増刊号 ⼝腔内の病変・異常に気づく観察眼を養おう（デンタルダイヤモンド社）�
全⾝疾患関連の⼝腔粘膜病変アトラス（医療⽂化社）�
デンタルハイジーン別冊 ⻭科衛⽣⼠のための全⾝疾患ハンドブック（医⻭薬出版）

受講⽣への要望等

順番通りに全回出席すること。�
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。�
配布資料はすべ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「melly」でお願いします。�
在室時にも対応可能です。
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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 231616

学年 4 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 316160

担当教員 貴島 真佐⼦,�河⽥ 尚⼦,�岸本 裕充,�⽷⽥ 昌隆,�尾形 祐⼰

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科

備考

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

31616 H2○ H3◎ ⻭科医師、⻭科衛⽣⼠

授業概要

⽇常臨床において、正確な診査、診断に基づき、ケア・リハビリ・治療の⽬標・計画が⽴案され、それぞれが実施された後、再評価し、継続した⼝腔管理が⾏わ

れる。患者さんにより⼝腔内の状況や環境は多岐にわたる。全⼈的、全顎的に観察し、診査することが重要である。⻭科衛⽣⼠として、個別に検査、診査を⾏

い、状況に応じた⻭科医療を提供する視点を持つことが必要とされる。本授業では、⽇常臨床の治療計画の流れにおける全⾝を意識した⼝腔の検査、診査につ

いて理解する。⼝腔の健康に関わる専⾨職としての活躍を⽬指し、各ライフステージおよび各医療の現場の変遷（健常期・急性期・回復期・慢性期・維持期）

への対応について学ぶ。また合わせて、臨床検査データの解釈についても学ぶ。講義の形式はスライドを⽤いて⾏う。

到達⽬標

1 オーラルマネジメントに必要な知識・技術を考えることができる。

2 ⽇常臨床の治療計画の流れにおける全⾝を意識した⼝腔の検査、診査を考えることができる。�

3 各ライフステージにおける対応法と保健指導について考えることができる。

4 各期（健常期・急性期・回復期・慢性期・維持期）における対応法について考えることができる。

5 臨床検査データと全⾝疾患の関係を理解し、適切な対応法について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

8

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

ガイタンス、総論：オーラルマネジメントに必要な知識・技術（岸本）

【講義】�
１）オーラルマネジメントの概念について説明する  �
２）オーラルマネジメントの構成要素における教育・評価の重要性について説明する�
３）オーラルマネジメントの実践による成果の例について概説する

2

⼝腔に関連する検査、診査の⽅法と対応（岸本）

【講義・演習】�
１）評価における⼝腔の専⾨職と⾮専⾨職による役割分担について説明する  �
２）主観的評価と客観的評価について説明する�
３）⻭科衛⽣⼠が知っておくべき⾎液検査データについて概説する

3

急性期における対応（河⽥）

【講義・演習】�
１）急性期にオーラルマネジメントが必要な患者について説明する  �
２）術後肺炎予防のためのオーラルマネジメントについて説明する�
３）造⾎幹細胞移植患者のオーラルマネジメントについて説明する

4

急性期における対応（河⽥）

【講義・演習】�
１）急性期における他職種とのコミュニケーションの取り⽅について説明する�
２）急性期において多職種で構成される医療チームについて概説する�
３）呼吸サポートチームを例に、評価の重要性について説明する

5

回復期・慢性期における対応（貴島）

【講義・演習】�
１）回復期・慢性期におけるオーラルマネジメントについて説明する  �
２）回復期・慢性期における⻭科衛⽣⼠の役割について説明する�
３）回復期・慢性期のチーム医療における多職種連携について説明する�
４）栄養サポートチーム（NST）をはじめとした栄養管理とオーラルマネジメントについて説明する

6

維持期（⽣活期）における対応（貴島）

【講義・演習】�
１）維持期（⽣活期）にオーラルマネジメントについて説明する  �
２）維持期（⽣活期）における⻭科衛⽣⼠の役割について説明する

7

ライフステージ（乳幼児・学童期）における対応（  ）

【講義】�
１）ライフステージにおける特徴を理解する�
２）各ライフステージにおける⻭科衛⽣⼠の役割を理解する

オーラルマネジメント学
更新⽇：2021/10/25�20:02:11
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8

オーラルマネジメントの⽬的・まとめ（貴島）

【講義・演習】�
１）オーラルマネジメントについてのフィードバック�
２）各医療現場（急性期・回復期・慢性期・維持期）における対応法について説明する。

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100％とする。

教科書

なし

授業外学修（予習・復習）

授業計画を⾒て、3年⽣までに習った関連する科⽬の復習を30分以上は⾏うこと。

その他

参考資料

・オーラルマネジメントの実務―⼝腔ケアの新常識（⽇総研出版）�
・オーラルマネジメントに取り組もう（デンタルダイヤモンド社）�
・⼝腔アセスメントカード（学研メディカル秀潤社）�
・成果の上がる⼝腔ケア（医学書院）

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すること。

授業の質問対応、連絡先 質問等で連絡したい時は授業⽤SNS「melly」でお願いします。それ以外は直接研究室に来てください。

- 26 -



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 231619

学年 4 曜⽇/時限 ー 単位数 8.0 科⽬コード 316190

担当教員 ⼤⻄ 愛,�寺島 雅⼦,�神 光⼀郎,�⼤森 あかね,�⾕ 亜希奈,�和唐 雅博,�⾐笠 瑞⼦,�梶 貢三⼦,�尾形 祐⼰

学部/学科 ⼤阪⻭科⼤学�医療保健学部�⼝腔保健学科

備考

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

31619 2�○ H1�○ H3�◎  ⻭科医師

授業概要

⼝腔保健臨床実習Ⅰを踏まえ、医科⻭科連携病院での臨床実習を⾏い、総合病院における⻭科および⼝腔外科の役割や機能を学ぶ。また、来院患者や⼊院患者

に対応することで、患者の全⾝に関わる疾病の特徴を知り、⻭科診療や⼝腔領域との関連性における注意点を学ぶ。また病院では多職種の協同が⾏われている

ことを体験し、その中での⻭科衛⽣⼠の役割を学ぶ。

到達⽬標

1 医科⻭科連携病院の機能と地域での役割が説明できる。

2 患者の疾患の特性を理解し、⻭科診療時の配慮する事項を説明できる。

3 多職種間の協同および連携について学び、⻭科衛⽣⼠の役割を説明できる。

4 病院で働く医療従事者および職員と積極的にコミュニケーションができる。

5 ⼝腔領域と全⾝疾患との関連性、影響について説明できる。

授業形態（コマ数カウント）

⾯接
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

12 168

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【4コマ】

・総合病院実習に⾏くにあたっての事前課題を⾏う。�
・実習病院の特徴を調べる。�
・実習における⽬標を考える。

2

総合病院実習①【56コマ】

・来院及び⼊院患者の疾病の特性を理解し、⻭科診療補助における注意点を学修する。�
・全⾝疾患を有する患者への⻭科衛⽣⼠の関わり⽅を学修する。�
・周術期における⼝腔衛⽣管理について学修する。

3

総合病院実習②【56コマ】

・実習診療科での⻭科診療補助の特徴を学ぶ。�
・多職種間の協働と連携⽅法について学ぶ。�
・患者及び他の医療重視者とのコミュニケーションを学ぶ。

4

⼤阪⻭科⼤学附属病院実習【56コマ】

・各科における治療内容に違いを理解し、後輩に⻭科診療補助について指導することによって、⻭科診療における知識を⾼める。�
・⼝腔保健臨床実習Ⅰに引き続き、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）実習を⾏う。�
・さらにレベルアップを⽬指して⼝腔保健臨床実習ⅠのCI実習で習得した知識・技能・態度を実践で応⽤できる能⼒を⾝につける。

5

症例検討、病院実習引継ぎ【8コマ】

・各病院実習に⾏って担当した症例を報告し、⻭科衛⽣⼠としての対応⽅法を検討する。�
・病院実習で学べる内容や⽇誌の書き⽅などを引継ぐ。

6

※

・総合病院実習①、総合病院実習②、介護⽼⼈保健施設実習、⼤阪附属病院実習は病院の受け⼊れ⼈数や受け⼊れ期間が違うため、個⼈によって実

習順序が違います。�
・総合病院実習は全員同じ病院には実習に⾏けないです。それぞれ違う病院での実習となります。�

成績評価の⽅法

各科の教員評価（60％）�
実習⽇誌・レポート・事前学習内容評価（40％）

教科書

なし

授業外学修（予習・復習）

実習前には各臨床科⽬の復習を⾏い、各病院の地域における役割や治療内容などを調べておく。また各病院から出された事前レポート課題を⾏うこと。�
実習中及び実習後には指定された課題を実施し事後レポートを提出すること。

その他

⼝腔保健臨床実習Ⅱ
更新⽇：2021/10/22�10:40:42
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

参考資料 各授業の教科書およびプリントなど

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。�
全てに臨床実習⽇誌は各病院担当医の印をもらいファイリングする。�
実習終了後には全ての臨床実習⽇誌を綴じたファイル提出あり。�
臨床現場における実習は、患者様がおみえになる⻭科医療の実践現場で⾏います。しっかりと事前準備を⾏い緊張感をもって

実習に臨んでください。実習態度・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、患者様に多⼤なるご迷惑をお掛けすることとなり、インシデントやアクシデントの原因ともなりますので、実習を停⽌す

ることがあります。

授業の質問対応、連絡先

質問は各病院の⻭科医師または⻭科衛⽣⼠に質問して下さい。質問はお昼休憩もしくは診療終了後に⾏うようにしてくださ

い。�
また、⼤学教員に対する質問や報告は登校⽇や帰校⽇に⾏ってください。
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

開講年度 2022 学期 通年 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231620

学年 4 曜⽇/時限 ー 単位数 1.0 科⽬コード 316200

担当教員 柿本 和俊,�貴島 真佐⼦,�奥村 ひふみ,�芦⽥ 貴司,�⽷⽥ 昌隆,�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

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

31620 H1○ H2◎ H3○  ⻭科医師

授業概要

要介護⾼齢者の増加に伴い，⻭科医療においては訪問⻭科診療の重要性が増している。訪問⻭科診療においては，⻭科衛⽣⼠は⻭科医師の補助だけではな

く，訪問⻭科衛⽣指導や居宅療養管理指導などを実施する重要な役割を果たす。�
この科⽬では，訪問⻭科診療の⼼得，機材の準備，使⽤法，⽚付けについて学習したうえで，⼤阪⻭科⼤学附属病院が実施している訪問⻭科診療に同⾏し，

訪問⻭科診療を体験するとともに福祉施設へ訪問して，訪問⻭科診療での業務について習得する。さらに，⼝腔⼯学科の学⽣とともに体験した症例を報告し，学

⽣相互にディスカッションを⾏い，体験を共有する。

到達⽬標

1 訪問⻭科診療の対象者と施設を説明できる。

2 在宅療養者に訪問⻭科診療の説明ができる。

3 訪問⻭科診療における⻭科衛⽣⼠の役割を説明できる。

4 訪問⻭科診療での多職種の役割と連携を説明できる。

5 訪問⻭科診療の情報収集ができる。

6 訪問⻭科診療の準備ができる。

7 訪問⻭科診療での予防処置ができる。

8 訪問⻭科診療での診療補助ができる。

9 訪問⻭科診療での保健指導ができる。

10 訪問⻭科診療の事後処置ができる。

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 5 2 8

遠隔 講義 演習 実習 臨地・臨床実習

授業計画

1

第１回【講義】訪問⻭科診療の概説（柿本）

※�⼝腔保健学科，⼝腔⼯学科合同講義�
・オリエンテーション�
・訪問⻭科診療の必要性�
・往診と訪問診療�
・訪問⻭科診療での処置�
・訪問⻭科診療でのマナー

2

第２回【講義】訪問⻭科診療の対象（芦⽥）

※�⼝腔保健学科，⼝腔⼯学科合同講義�
・訪問⻭科診療の対象患者�
・訪問⻭科診療の場所�
・訪問⻭科診療の環境�
・往診と訪問診療�
・医療保健と介護保険

3

第３回【講義】訪問⻭科診療の情報収集・準備(芦⽥）

※�⼝腔保健学科，⼝腔⼯学科合同講義�
・患者の基本的事項�
・家庭や周囲の環境�
・⼝腔アセスメント�
・交通⼿段と訪問⾞�
・訪問⻭科診療に⽤いる器材�
・器材の準備�
・居宅・施設内での場所の設定�
・患者の準備

⼝腔保健訪問実習
更新⽇：2021/09/09�16:23:29
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

4

第４回【講義】訪問⻭科診療での処置（芦⽥）

※�⼝腔保健学科，⼝腔⼯学科合同講義�
・訪問⻭科診療の対象となる疾患�
・訪問⻭科診療で実施できる処置�
・訪問⻭科診療での特殊性�
・緊急時の対応

5

第５回【講義】訪問⻭科診療の診療補助と予防処置（芦⽥）

・ライティング�
・治療の介助�
・印象採得�
・⻭周検査�
・スケ―リング�
・その他の予防処置

6

第６回【講義】訪問⻭科診療での⼝腔健康管理（芦⽥）

・訪問⻭科診療での⼝腔衛⽣管理�
・訪問⻭科診療での⼝腔機能管理�
・居宅療養管理指導�
・訪問⻭科衛⽣指導�
・⼝腔機能維持管理�
・⾷⽀援

7

第７回【講義】訪問⻭科診療後の対応（芦⽥）

※�⼝腔保健学科，⼝腔⼯学科合同講義�
・訪問先での⽚付け・清掃�
・介護者への説明�
・診療記録�
・帰院の業務

8

第８回【講義】訪問⻭科診療での多職種連携（⽷⽥、貴島）

※�⼝腔保健学科，⼝腔⼯学科合同講義�
・ケアマネージャーとの連携�
・医師との連携�
・看護師との連携�
・施設職員との連携�
・その他の関連職種との連携

9

第９~10回【実習】訪問⻭科診療器材の使い⽅（柿本、⽷⽥、貴島、奥村）

※�班別実習�
・ポータブル⻭科ユニットの設置�
・ポータブル⻭科ユニットの使⽤�
・ポータブル⻭科ユニットの⽚付け�
・ポータブル⻭科ユニットの移動

10

第11~18回【実習】訪問⻭科診療実習（柿本、⽷⽥）

※�⼩班別実習�
 関⻄電⼒病院，⼤⼿前病院、⼩松病院�
・事前の情報収集�
・材料の準備�
・器材の運搬�
・器材の設置�
・診療⾒学�
・⽚付け

11

第19回【演習】体験レポートの作成（柿本、⽷⽥、貴島）

・体験の整理�
・学修したこと�
・今後について�
・レポートの作成�
・プレゼンテーションの作成

12

第20~23回【討議】体験事例の報告（柿本、⽷⽥、貴島）

・患者の状態�
・実施した処置�
・⻭科衛⽣⼠・⻭科技⼯⼠としての対応�
・訪問⻭科診療で学修したこと�
・これからの訪問⻭科診療について�
・⾃らが何を学修するべきか

成績評価の⽅法

訪問⻭科診療実習に関するレポート、体験事例の報告及び質疑を総合的に評価する。�
評価の基準は，レポート�60％，報告�30％，質疑�10％とする。

教科書

実習要綱�

授業外学修（予習・復習）
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⼤阪⻭科⼤学

2022/04/08

訪問診療実習に⾏く前に，必ずそれまでの授業を⼗分に復習しておいてください。各授業回ごとに20分程度の復習が必要です。�
訪問診療実習は２⽇間を予定しています。１⽇ごとに実習で⾏ったことや⾒学したことに関するレポートを作成してください。レポートの提出は20回⽬の授
業開始時とします。

その他

参考資料

「⻭科衛⽣⼠のための訪問⻭科診療ガイドブック」⽶⼭武義ほか，2018年，医⻭薬出版，ISBN978-4-263-42257-1�
「⻭科訪問診療」前⽥実男，⽇本⻭科新聞社，2018年，ISBN978-4-9315-5034-6�
「在宅⻭科医療 まるごとガイド」菅 武雄，永末書店，2013年，ISBM�978-4-8160-1256-3�
��「在宅療養者の⼝腔機能維持管理のための地域連携ガイドライン」リーフレット・ガイドライン・ワーキング，⼤阪府，201
3年

受講⽣への要望等
質問は「Melly」にてお願いします。�
学外実習では遅刻は厳禁です。

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 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231901

学年 4 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 319010

担当教員
梶 貢三⼦,�和唐 雅博,�⼭中 武志,�前岨 亜優⼦,�神 光⼀郎,�⼤⻄ 愛,�濱島 淑惠,�橋本 正則,�元根 正晴,�芦⽥ 麗⼦,�⽶澤 美保
⼦,�⽷⽥ 昌隆,�尾形 祐⼰,�荒井 昌海,�⽯川 由美,�⾕ 亜希奈,�⼤森 あかね,�寺島 雅⼦

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

31901 5○ H3◎ ⻭科医師

授業概要

⻭科衛⽣⼠の3⼤業務に加え多職種連携および訪問⻭科診療についての問題点を考察し、ＫＪ7法を⽤いた⽅法により⾃らテーマを決めて整理し、⾃ら成果をま
とめて発表する。加えて、これまでに学修した知識と技能を踏まえて解説し、学⼠（⼝腔保健学）としての向上⼼を養う。

到達⽬標

1 研究の概説を説明できる。

2 ⻭科医学の発展を説明できる。

3 研究テーマの設定を説明できる。

4 研究倫理を説明できる。

5 研究計画の⽴案を説明できる。

6 論⽂の構成を説明できる。

7 研究論⽂の作成を説明できる。

8 デジタルデンティストリーを説明できる。

9 これからの⻭科医療を説明できる。

10 臨床実習で経験した症例をまとめる（その１）。

11 臨床実習で経験した症例をまとめる（その２）。

12 臨床実習で経験した症例をまとめる（その３）。

13 臨床実習で経験した症例をまとめる（その4）。

14 【演習】パワーポイントを⽤いて発表する（その5）。

15 【演習】パワーポイントを⽤いて発表する（その6）。

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
【講義】デジタルデンティストリーとは（荒井）を説明する。

デジタルデンティストリーについての説明

2
【講義】これからの⻭科医療（荒井）を説明する。

これからの⻭科医療

3

【講義】研究の概説（和唐）を説明する。

・オリエンテーション�
・研究の⽬的�
・研究の必要性�
・研究の成果�
・⻭科医学とは

4

【講義】⻭科医学の発展（和唐）を説明する。

・⻭科医学とは�
・⻭科医学の歴史

5

【講義】研究テーマの設定（橋本）を説明する。

・結果の収集・整理�
・追加研究の必要性�
・統計解析�
・データの信頼性

6

【講義】研究倫理（神）を説明する。

・ヒトを対象にした研究倫理�
・動物を対象とした研究倫理�
・⾃然を対象とした研究倫理�
・不正⾏為

⼝腔保健学総論Ⅰ
更新⽇：2021/10/19�15:56:01
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7

【講義】研究計画の⽴案（元根）を説明する。

・研究⽬的�
・⽂献検索�
・予備実験�
・具現性の確⽴�
・成果の⾒込みと意義

8

【講義】論⽂の構成（⽷⽥）を説明する。

・論⽂の基本的な構成�
・抄 録�
・緒 ⾔�
・⽬ 的�
・結 果�
・考 察�
・謝 辞�
・引⽤⽂献�
・図 表

9

【講義】研究論⽂の作成（橋本）を説明する。

・研究⽬的�
・作品の製作�
・作品の評価

10

【演習】臨床実習で経験した症例をまとめる（その１）（全員）。

・5〜6⼈を1班とする�
・附属病院での実習もしくは学外病院での実習から症例を選ぶ�
・担当教員とテーマを決める

11
【演習】臨床実習で経験した症例をまとめる（その2）（全員）。

・担当教員とテーマについて検討する

12
【演習】臨床実習で経験した症例をまとめる（その3）（全員）。

・担当教員とテーマについて検討する

13
【演習】臨床実習で経験した症例をまとめる（その4）（全員）。

・テーマをまとめ発表の準備をする

14

【演習】パワーポイントで発表する（その5）（全員）。

・発表�
・まとめ

15

【演習】パワーポイントで発表する（その6）（全員）。

・発表�
・まとめ

成績評価の⽅法

討議の内容を総合的に評価する�
評価の⽐率は、プレゼンテーション75％、質疑応答25％とする

教科書

な し

授業外学修（予習・復習）

講義の復習を⾏い、「演習は」⾃分⾃⾝が興味を持った内容について研究したりすることです。⼝腔保健学科の教員の指導を受けて実施しますので、指導を受け

たい教員と授業が始まるまでに連絡を取るようにしてください。�
プレゼンテーションの準備は難しいでの、担当教員と相談して良い成果を収めるようにしてください。

その他

参考資料 訪問⻭科診療、多職種連携に関する資料を集め整理する

受講⽣への要望等

⾃らの設定したテーマに基づいて、考え、実施しする学⼠としての素養を⾝につける科⽬ですので、しっかりとした成果をあ

げて、⾃らの学識を広げて下さい。�
�

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 後期 ｼﾗﾊﾞｽｺｰﾄﾞ 231902

学年 4 曜⽇/時限 ー 単位数 2.0 科⽬コード 319020

担当教員 和唐 雅博,�⼭中 武志,�中塚 美智⼦,�⼾⽥ 伊紀,�井上 博,�池尾 隆,�福⽥ 伊津⼦,�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

31902 H1○  ⻭科医師

授業概要

これまで学んできた教育内容を整理し、知識と技能をより確実なものとする。とくに⼝腔保健学で学習した基礎科⽬の内容を整理し、各科⽬の要点を全体とし

ての統⼀した観点から学習し直して、知識を確実なものにする。

到達⽬標

1 ⼝腔の健康を守る専⾨職としての、それぞれの基礎科⽬の内容を説明できる。

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

14

遠隔
講義 演習 実習 臨地・臨床実習

2

授業計画

1

【1-2】解剖学のまとめ（⼾⽥）

解剖学の整理とまとめ。（⼾⽥）�
予習：⻭科衛⽣⼠国試対策集などの問題集をあらかじめ予習する（30分）�
復習：間違えた問題を再度調べる（10分）

2

【3-4】⽣理学・⼝腔⽣理学のまとめ（井上）

⽣理学と⼝腔⽣理学の整理とまとめ。（井上）�
予習：⻭科衛⽣⼠国試対策集などの問題集をあらかじめ予習する（30分）�
復習：間違えた問題を再度調べる（10分）

3

【5-6】⽣化学・栄養学のまとめ（池尾）

⽣化学と栄養学の整理とまとめ。（池尾）�
予習：⻭科衛⽣⼠国試対策集などの問題集をあらかじめ予習する（30分）�
復習：間違えた問題を再度調べる（10分）

4

【7-8】⼝腔解剖学のまとめ（中塚）

⼝腔解剖学の整理とまとめ。（中塚）�
予習：⻭科衛⽣⼠国試対策集などの問題集をあらかじめ予習する（30分）�
復習：間違えた問題を再度調べる（10分）

5

【9-10】病理学・⼝腔病理学まとめ（和唐）

病理学と⼝腔病理学の整理とまとめ。（和唐）�
予習：⻭科衛⽣⼠国試対策集などの問題集をあらかじめ予習する（30分）�
復習：間違えた問題を再度調べる（10分）

6

【11-12】免疫学・微⽣物学まとめ(⼭中）

免疫学と微⽣物学の整理とまとめ。(⼭中）�
予習：⻭科衛⽣⼠国試対策集などの問題集をあらかじめ予習する（30分）�
復習：間違えた問題を再度調べる（10分）

7

【13-14】⼝腔衛⽣学・衛⽣統計学・衛⽣⾏政学公衆衛⽣学のまとめ（神）

⼝腔衛⽣学、公衆衛⽣学、衛⽣統計学、衛⽣⾏政学の整理とまとめ。（神）�
予習：⻭科衛⽣⼠国試対策集などの問題集をあらかじめ予習する（30分）�
復習：間違えた問題を再度調べる（10分）

8

【15-16：遠隔授業】薬理学のまとめ（福⽥）

薬理学の整理とまとめ。（福⽥）�
予習：⻭科衛⽣⼠国試対策集などの問題集をあらかじめ予習する（30分）�
復習：間違えた問題を再度調べる（10分）

成績評価の⽅法

各授業の最後に実施する⼩テストの結果を総合して評価します。

教科書

各科⽬で⽤いた教科書を⽤いる。

授業外学修（予習・復習）

各科⽬で学習したことについてのまとめ。

⼝腔保健学総論Ⅱ
更新⽇：2021/09/09�16:23:25
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その他

参考資料

⻭科衛⽣⼠のための主要3科プラス専⾨分野 問題集 第3版 ⼀般社団法⼈ ⼝腔保健協会編集�
⻭科衛⽣⼠ 国家試験予想問題集 医⻭薬出版株式会社�
⻭科衛⽣⼠国試対策集 2020年対応 クインテッセンス腫版株式会社 

受講⽣への要望等 1年⽣で学んだ科⽬であるので、教科書・ノートを参考にし苦⼿科⽬をなくす。

授業の質問対応、連絡先 各先⽣にメリーで連絡をする。
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