
心理学

歯科衛生学科
学年1 前期

単位２ 時間３０〔 〕

担当： 長浦由紀

＜講義概要＞

心理学とは、人間の行動や精神的過程を科学的に探求する学問である。この授業では、心理学の
各分野を概論的に学び、グループワークを通して基礎的知識を臨床的理解に繋げることを目的とす
る。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

個・集団・対人関係などの側面から心理学を学ぶことを通して、知見を増やし、医療現場で患者
と対応する際のコミュニケーションの基盤に繋げられるよう、積極的に授業に参加し考える姿勢を
期待する。なお具体的評価方法などはオリエンテーションで説明する。

1. （講義）オリエンテーション 心理学の歴史 知覚（1章）

2. （講義）記憶と学習（2章）

3. （講義）要求と動機（3章）

4. （講義）感情とストレス（4章）

5. （講義）知能（6章）

6. （講義）思考（7章）

7. （講義）発達 乳幼児期から児童期（8章）

8. （講義）発達 青年期から高齢期（9章）

9. （講義）パーソナリティ（5章）

10.（講義）対人心理（10章）

11.（講義）集団心理（11章）

12.（講義）精神障害（12章）

13.（講義）カウンセリング（13章）

14.（講義）コミュニケーション・スキル（14章）

15. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞ 全国歯科衛生士教育 教育協議会 監修（2007）心理学 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

長崎大学病院

単位2講義 時間30

単位実技 時間



文章表現法

歯科衛生学科
学年1 前期

単位２ 時間３０〔 〕

担当： 岩下真澄

＜講義概要＞

「わかりやすい文章を書く」ことは「分かりやすく話す」につながる。この授業では，学校生活だ
けでなく社会に出て仕事を始めてからも役に立つ，文章を書く技術を学ぶ。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

「作文」と「レポート」は別物である。作文に対する苦手意識を捨て，新たな気持ちで授業に挑ん
でほしい。課題レポートは必ず提出すること。

1. （講義）オリエンテーション／分かりやすい文章とは

2. （講義）文を書く前に必要なこと（１）

3. （講義）文を書く前に必要なこと（２）

4. （講義）文を書く前に必要なこと（３）

5. （講義）相手に伝えるための基本的なルール（１）

6. （講義）相手に伝えるための基本的なルール（２）

7. （講義）相手に伝えるための基本的なルール（３）

8. （講義）相手に伝えるための基本的なルール（４）

9. （講義）読みやすい文にする工夫（１）

10.（講義）読みやすい文にする工夫（２）

11.（講義）読みやすい文にする工夫（３）

12.（講義）よりよい文にするための仕上げ（１）

13.（講義）よりよい文にするための仕上げ（２）

14.（講義）よりよい文にするための仕上げ（３）

15. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

小泉十三・他 イラスト版 頭がいい人の文章の書き方 河出書房新社

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

活水女子大学文学部

単位2講義 時間30

単位実技 時間



コミュニケーション学

歯科衛生学科
学年1 後期

単位１ 時間１５〔 〕

担当： 入江詩子

＜講義概要＞

豊かな対人関係を築くための基礎について自己理解・他者理解をすすめ、ｱｻｰﾃｨﾌﾞﾈｽ（相手の権利
を侵害することなく、自分はどうしたいのか、何が必要なのか、そしてどう感じているのかを、相
手に対して、誠実に、率直に、対等に、自信を持って伝えることのできるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの考え方と方法
論を意味する）について、集中講義によって学ぶ。またｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸの理論と方法について学び、ﾌｧｼﾘ
ﾃｰﾀｰ実習を行う。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの概要について理解し、自分自身についても理解を深めてほしい。また価値観の多様性
と他者理解の重要性についても理解し、ｱｻｰﾃｨﾌﾞなｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの考え方とスキルについて理解する。
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸの理論と方法についても理解する。

1（講義）コミュニケーションの仕組み

2（講義）自己理解、エゴグラム

3（講義）他者理解、価値観

4（講義）バーバル・ノンバーバル、メッセージ

5（講義）アサーティブネスとは

6（講義）アサーティブネスの考え方

7（講義）アサーティブな伝え方

8 まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞ 「ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ入門」 日本経済新聞

ｱｻｰﾃｨﾌﾞﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ基礎編ﾃｷｽﾄ

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

長崎ウエスレヤン大学

単位1講義 時間15

単位実技 時間



情報科学

歯科衛生学科
学年1 前期

単位２ 時間４０〔 〕

担当： 田中理恵子

＜講義概要＞

正しいタッチタイピングの習得と、Word2010・Excel2010・PowerPoint2010の基礎知識・スキルを
身につける。また、ビジネス文書・ビジュアルな文書作成・長文加工、集計表 作成・データベー
ス管理、研究発表のスライド作成等、仕事で使える応用力を磨いてい く。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

入力が速く正確にできるように、タッチタイピングを早急に習得して欲しい。また、習得した知
識とスキルをレポート・プレゼンテーション等に積極的に活用して欲しい。

1. （講義)ﾀｯﾁﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ、Word：Wordの基礎知識、文字入力

2. （講義）Word：文書の作成と編集、印刷

3. （講義）ﾀｯﾁﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ、Word：グラフィック機能の利用

4. （講義）Word：表の作成

5. （講義）ﾀｯﾁﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ、Word：差し込み印刷、Word・Excelの連携

6. （講義）Word：文書作成の応用

7. （講義）ﾀｯﾁﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ、Excel：Excelの基礎知識

8. （講義）Excel：表の作成

9. （講義）ﾀｯﾁﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ、Excel：ｸﾞﾗﾌの作成と編集、グラフの応用

10.（講義）Excel：ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの利用

11.（講義）ﾀｯﾁﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ、Excel：シート操作、ワークシート間の集計

12.（講義）Excel：表示形式や関数を活用した表の作成

13.（講義）ﾀｯﾁﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ、Excel：ピボットテーブル

14.（講義）PowerPoint：PowerPointの基礎知識

15.（講義）ﾀｯﾁﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ、PowerPoint：SmartArt・ｲﾗｽﾄ・画像の挿入

16.（講義）PowerPoint：ﾜｰﾄﾞｱｰﾄ・ｸﾞﾗﾌ・表の挿入、図形の作成と編集

17.（講義）ﾀｯﾁﾀｲﾋﾟﾝｸﾞ、PowerPoint：ｽﾗｲﾄﾞﾏｽﾀ、画面切り替え効果、ｱﾆﾒｰｼｮﾝ効果

18.（講義）PowerPoint：ビデオの挿入と編集、印刷設定、ｽﾗｲﾄﾞｼｮｰ

19.（講義）PowerPoint：便利な機能、まとめ

20.まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

よくわかるWord2010&Excel2010 FOM出版

すぐわかるPowerPoint2010 ASCⅡ

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

単位2講義 時間40

単位実技 時間



生物学

歯科衛生学科
学年1 前期

単位１ 時間１５〔 〕

担当： 森 亮一

＜講義概要＞

専門科目を修得するために必須である、基本的な生物学を講義する。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

基本的な生物学の知識は、多様な生命現象を理解するために必須です。本講義では、今後学ぶ予
定である医歯薬学系専門科目を確実に理解できるよう、その土台作りを目指します。

1.（講義）生命の誕生と変遷

2.（講義）細胞内小器官の構造及び機能

3.（講義）細胞の一生と個体の成り立ち

4.（講義）生殖・遺伝

5.（講義）遺伝子・発生

6.（講義）刺激の受容と反応

7.（講義）内部環境を保つ仕組み

8. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新歯科衛生士教本 生物学 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

単位1講義 時間15

単位実技 時間



化学

歯科衛生学科
学年1 前期

単位１ 時間１５〔 〕

担当： 松本直敏

＜講義概要＞

化学は物質について学ぶ学問です。物質の化学的性質、構造、状態、及び化学変化などの基礎を
広範囲に学びます。歯科臨床における医療機器、教材、薬剤などの専門知識を身につけるための基
本として学んでほしいと思います。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

講義内容をよく理解し、板書は必ずノートしてください。

1.（講義）物質の構造

2.（講義）物質量

3.（講義）化学結合

4.（講義）気体

5.（講義）液体

6.（講義）酸化と還元

7.（講義）有機化合物

8. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新歯科衛生士教本 化学 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

単位1講義 時間15

単位実技 時間



英会話

歯科衛生学科
学年1 前期

単位１ 時間３０〔 〕

担当： 松浦篤博

＜講義概要＞

１．中学校・高等学校で学習した語句・構文を用いて表現力の育成に努める。２．相手が話した
事柄を正しく理解できるように聞き取る能力を伸ばす。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

１．基本文を定着させるために繰り返し音読する。２．国際化の時代に備えてコミュニケーショ
ンを図ろうとする態度を養う。

１．学習したことを整理しながら英語の基本的な表現を身につける。

２．毎時間テーマ(別に定める)ごとにその場に応じた表現を理解し、書くことにより完全に

修得できるように努める。

３．相手が言ったことを正しく理解できるように聞き取る能力を養う。

４．基礎的な語彙力、文章力が定着するように学習したことを毎時間確認する。

1. (講義）自分や家族について英語で話す(1)

2. (講義）日常の動作について英語で話す(2)

3. (講義）過去の動作について英語で話す(3)

4. (講義）受付

5. (講義）よくある症状

6. (講義) 予約

7. (講義) 一般歯科英語

8. (講義) 体の名称

9. (講義) 痛みの表現

10.(講義) 病歴

11.(講義) 動作(1)

12.(講義) 動作(2)

13.(講義) 薬の説明

14.(講義) ブラッシング

15. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

歯科用英語ハンドブック 医学情報社

＜評価方法＞

その他：（ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを図ろうとする積極的態度等、総合的に判断 ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

単位1講義 時間30

単位実技 時間



研究方法論

歯科衛生学科
学年1 後期

単位２ 時間３０〔 〕

担当： 専任教員

＜講義概要＞

グループで研究活動を行い、テーマにしばられることなく自由な発想で研究を行う。またグルー
プで行動することによりチームワークの育成や自己の役割を自覚させる。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

グループで活動するうえで、役割をしっかり考え、今後の学習や研究に生かしてほしい。

1. （講義）研究とは何か、研究の流れを理解する。

2. （講義）学術誌の読み方、書式を学ぶ。

3－14.（演習）学生がテーマを決定できるようアドバイスを行う。

研究の進め方、方法などの相談にのる。

書式の整え方の指導を行う。

15. （演習）発表

まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

＜評価方法＞

その他：（ 活動状況 ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

単位2講義 時間30

単位実技 時間



解剖学

歯科衛生学科
学年1 前期

単位２ 時間３０〔 〕

担当： 熱田 充

＜講義概要＞

わが国で初となる人体解剖を山脇東洋が行い、その知見を成書に残したのは250余年前である。初
めて見る内臓や骨、筋肉にさぞかし驚嘆したであろうが、祈祷や呪いに頼った治療に代わって、医
学の進むべき道を示した先駆者である。解剖学を学ぶにはご遺体を自分で「腑分け」するのが一番
いい方法だが、それは医学生と歯学生にしか許されていない。幸い分かりやすい教科書や参考書が
準備されているので、それらを使って授業を進める。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

体を多くのパーツから成り立っているかのように捉え、それらを片端から覚えていく昔ながらの
「解剖学」の学び方では、歯科衛生士を目指す皆さんにはあまり役に立たないし、面白くもないだ
ろう。教科書は、歯科を中心にしながら全体像も過不足なく理解でき、生理学的な知識も得られる
ように工夫されている。ビジュアルな２冊目と共に、親しんで欲しい。テーマを絞り解りやすく図
解するので、先ずは手を動かして書き取って欲しい。

1. （講義）組織と発生（その１）/細胞と組織

2. （講義）組織と発生（その２）/発生

3. （講義）構造と機能（その１）/骨格

4. （講義）構造と機能（その２）/筋

5. （講義）構造と機能（その３）/運動

6. （講義）構造と機能（その４）/消化器

7. （講義）構造と機能（その５）/血管・血液

8. （講義）構造と機能（その６）/循環器・リンパ

9. （講義）構造と機能（その７）/中枢神経

10.（講義）構造と機能（その８）/末梢神経

11.（講義）構造と機能（その９）/呼吸器

12.（講義）構造と機能（その10）/感覚器

13.（講義）構造と機能（その11）/排泄・体温調節

14.（講義）構造と機能（その12）/内分泌器・生殖

15. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新DH教本 解剖学・組織発生学・生理学 医歯薬出版

ぜんぶわかる人体解剖図 成美堂出版

＜評価方法＞

その他：（ 毎回行う小テストの成績を評価に加える ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

副校長

単位2講義 時間30

単位実技 時間



組織・発生学

歯科衛生学科
学年1 前期

単位２ 時間３０〔 〕

担当： 宮崎敏博

＜講義概要＞

歯科衛生士にとって重要な歯牙組織と歯周組織の構成を理解してもらう。そのために、まず、人
体を構成する基本単位である細胞と基本組織（上皮・支持・筋・神経組織）の話を行い、次に、受
精卵からそれらの組織が作り出されるまでの発生学の講義を行う。以上を理解した上で、歯牙組織
（エナメル質・象牙質・歯髄・セメント質）と歯周組織（歯根膜・歯槽骨・歯肉）の構造について
詳しく講義する。また、咀嚼や口腔内環境の維持、味覚等に関連する唾液腺や舌等の各種口腔内軟
組織についてもあわせて学習する。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

組織学をはじめとする基礎的な科目は、歯科衛生士の日常の臨床作業には直接的に必要なもので
はないが、作業をより適切にミスなく行うためには、人体の基本的な構造をよく理解したうえで行
うことが必要不可欠です。したがって、これらの科目をおろそかにすることなく、よく教科書を読
んで予習し、講義で理解を深め、参考書等で疑問点等を解決していく努力をしてください。また、
分らないことは積極的に質問してください。

1－2. （講義）細胞：(1)細胞の基本構造と細胞内小器官

(2)細胞の分裂と増殖について解説する。

3－5. （講義）組織：人体を構築する4種類の組織である(1)上皮組織、

(2)支持組織 （結合組織・軟骨組織・骨組織・血液・リンパ）

（3）筋組織、（4）神経組織について3回に分けて解説する。

6－8. （講義）発生：（1）受精卵から胎児の外形ができるまでの初期発生、

（2）顔面と口腔領域の発生､（3）歯の発生について解説する。

9－13.（講義）口腔組織：歯の組織を（1）エナメル質、（2）象牙質、（3）歯髄、

（4）セメント質・歯根膜・歯槽骨・歯肉の4回に分け、

（5）口腔内軟組織として、唾液腺・舌を1回で解説する。

14. （演習）：講義で学習した内容について、歯の研磨標本および脱灰標本と

舌、唾液腺の標本を用いて、実際に顕微鏡観察して学習する。

15. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新DH教本 解剖学・組織発生学・生理学 医歯薬出版

最新DH教本 口腔解剖学・口腔組織発生学・口腔生理学 医歯薬出版

高野吉郎監訳 カラーエッセンシャル口腔組織・発生学 西村書店

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

単位2講義 時間30

単位実技 時間



生理学

歯科衛生学科
学年1 後期

単位１ 時間１５〔 〕

担当： 藤山理恵

＜講義概要＞

生理学は生体の機能を扱う学問です。本講義では細胞レベルから身体を構成する組織と器官の機
能について解説します。また毎回その日に学習した単元の過去の国家試験を解き、解説及び解説プ
リントを配布します。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

生理学は自分の身体の中で起こっていることを学ぶとても身近な学問です。「生きる」というこ
とがどんなにすばらしいメカニズムで成り立っているかを感じ、関心を持って取り組んでくださ
い。

1.（講義）細胞・血液

2.（講義）循環

3.（講義）呼吸・筋

4.（講義）神経・感覚

5.（講義）消化と吸収

6.（講義）排泄・体温

7.（講義）内分泌・生殖

8. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新DH教本 解剖学・組織発生学・生理学 医歯薬出版

最新DH教本 口腔解剖学・口腔組織発生学・口腔生理学 医歯薬出版

基礎歯科生理学 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

単位１講義 時間１５

単位実技 時間



生化学

歯科衛生学科
学年1 後期

単位１ 時間１５〔 〕

担当： 根本優子

＜講義概要＞

一般生化学の領域を講義します。生命現象や歯科領域の病気を理解するための基礎知識を教科書
に沿って講議します。日常遭遇する身近な事象を生化学的に解説します。方法論として、ﾊﾟﾗﾒﾁﾞｶﾙ
領域の国家試験問題の演習を取り入れ、主にパワーポイント資料（プロジェクター）用いて進めま
す。文献資料やデモ資料を配付して自学自習をｻﾎﾟｰﾄします。 教育目標：専門分野の基礎知識の理
解、および医療現場の問題点を生化学的センスで解決できる。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

生化学の知識を講義のみで得ようと考えると限られた時間の講義だけでは難しいので、広い視野
で科学的知識に興味を持つこと。テレビ、新聞、雑誌、講演会、公開講座、ドラッグストアの店頭
など、何からでも貪欲に知識を得ようとする態度でいてほしい。国家試験に集中することも大事で
すが、歯科や医療関係の話題がよく理解できるように、日常生活の中で探究心を持って過ごしてく
ださい。

1.（講義）生化学とは（臨床医学との関係、生化学関連分野の基礎知識について）

生体の構成要素 細胞の構造と役割（生命現象を理解するために）

2.（講義）生体における化学反応

3.（講義）糖質と脂質の代謝1（主要なエネルギー 基質、エネルギー代謝の全体像）

4.（講義）糖質と脂質の代謝2

（糖質の代謝エネルギーの生成 糖質の代謝とエネルギーの生成 ）

5.（講義）タンパク質とアミノ酸の代謝（1,タンパク質の加水分解 2,アミノ酸の代謝）

6.（講義）生体における恒常性の維持（恒常性・ﾎﾒｵｽﾀｼｽとは。ﾎﾙﾓﾝの作用機構）

7.（講義）遺伝子、酵素、免疫の概要と関連する病態学

8. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新DH教本 人体の構造と機能2 栄養と代謝 医歯薬出版

医療分野の基礎生化学の教科書を随時紹介

馬渡一浩 看護基礎固め 一人勝ち 生化学編 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾚｳﾞｭｰ

大久保岩男・他 コンパクト生化学 南山堂

中島邦夫・他 図解 よくわかる生化学 南山堂

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

単位１講義 時間１５

単位実技 時間



口腔解剖学

歯科衛生学科
学年1 後期

単位２ 時間３０〔 〕

担当： 小山田常一

＜講義概要＞

口腔は摂食・嚥下の機能を担う消化器系の最初の器官として、また呼吸器系の副路として生命を
維持するために大変重要な器官である。また発音を司る器官として社会生活を営む上でも非常に重
要な働きを担っている。この講義ではその口腔（歯を含む）という器官の形態、構造、脈管、神経
支配等について学ぶ。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

現在の歯科領域では摂食・嚥下機能への関わりが重要となりつつある。中でも歯科衛生士の関わ
りが大きい摂食・嚥下機能回復のための口腔ケアならびに誤嚥性肺炎のリスクを減らすための口腔
ケアが十分に行えるよう、口腔の構造、機能を総合的に理解できるように学習して欲しい。

1－2. （講義）口腔を作る骨

3－4. （講義）口腔領域に存在する筋肉（咀嚼筋、表情筋、頸部の筋）

5－6. （講義）口腔領域に存在する脈管（動脈、静脈、リンパ）

7－8. （講義）口腔領域を支配する神経

9－10.（講義）口腔領域の内臓

11－12.（講義）歯の形態ならびに構造Ⅰ

13－14.（講義）歯の形態ならびに構造Ⅱ

15. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新DH教本 口腔解剖学・口腔組織発生学・口腔生理学 医歯薬出版

口腔解剖学 アナトーム社

解剖学カラーアトラス 医学書院

分担解剖学、歯の解剖学 金原出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

単位2講義 時間30

単位実技 時間



歯型彫刻

歯科衛生学科
学年1 後期

単位１ 時間３０〔 〕

担当： 熱田 充

＜講義概要＞

歯型彫刻(カービング)は歯の解剖学的知識に基づいて、歯の形や特徴を実物そっくりに再現する
実習である。そのためには、その歯を他の歯と区別できるよう特徴を知った上で(鑑別診断)、それ
を立体的に彫り出す技術がいる。本実習では、まず歯を5方向からデッサンし特徴を捉えることがで
きるようになってから、太いワックス棒を用いたカービング実習を行う。時間の制約上、代表的な4
歯種についてのみ行う。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

立体的な歯を正確にスケッチしたりカービングすることに最初は戸惑うかもしれない。ごく単純
な作業から入り、要領を覚えてから次のステップに進む。器用さよりは正確な観察力と繰り返しの
練習に飽きない持久力・集中力が大切である。彫刻刀の保持や扱いができるようになると、スケー
ラーなど口腔内で使う刃物にも応用できる。歯の隣接面や膨隆を把握できれば、歯石除去やルート
プレーニングの際にも役に立つ。

1. （演習）スケッチの基本

2. （演習）上顎中切歯ドローイング（その１）

3. （演習）上顎中切歯ドローイング（その２）

4. （演習）カービングの基本

5. （演習）上顎中切歯カービング（その１）

6. （演習）上顎中切歯カービング（その２）

7. （演習）上顎中切歯カービング（その３）

8. （演習）上顎第一小臼歯ドローイング

9. （演習）上顎第一小臼歯カービング

10.（演習）上顎第一大臼歯ドローイング

11.（演習）上顎第一大臼歯カービング（その１）

12.（演習）上顎第一大臼歯カービング（その２）

13.（演習）下顎第一大臼歯ドローイング

14.（演習）下顎第一大臼歯カービング

15.まとめ、完成作品提出

＜教科書＞

＜参考書＞

第2版 最新歯型彫刻／理論と実際 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ 作品評価 ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

副校長

単位１講義 時間３０

単位実技 時間



口腔生理学

歯科衛生学科
学年1 後期

単位１ 時間１５〔 〕

担当： 藤山理恵

＜講義概要＞

全身に関する生理学に引き続き、口腔顔面領域に限局した生体の機能を扱う学問が口腔生理学で
す。この口腔生理学は歯科衛生士の知識としてとても大切です。本講義では口腔顔面部位の組織と
機関の正常な機能を詳しく解説します。体験学習も取り入れて、口腔生理学の理解を深めてもらい
たいと思います。また毎回その日に学習した単元の過去の国家試験問題を解き、解説及び解説プリ
ントを配布します。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

口腔顔面領域の医療に携わる歯科衛生士にとって、とても大切な口腔顔面領域の生理学的機能を
しっかり理解し、将来に繋げてください。

1.（講義）歯と歯周組織の生理

2.（講義）咬合と咀嚼

3.（講義）吸引・嚥下・嘔吐・口呼吸・口臭

4.（講義）歯と口腔の感覚①

5.（講義）歯と口腔の感覚②

6.（講義）唾液

7.（講義）発声

8． まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新DH教本 解剖学・組織発生学・生理学 医歯薬出版

最新DH教本 口腔解剖学・口腔組織発生学・口腔生理学 医歯薬出版

基礎歯科生理学 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

単位1講義 時間15

単位実技 時間



口腔生化学

歯科衛生学科
学年1 後期

単位１ 時間１５〔 〕

担当： 根本優子

＜講義概要＞

口腔生化学の領域を講義します。生命現象や歯科領域の病気を理解するための基礎知識を教科書
に沿って講義します。歯学部CBT問題やパラメディカル領域の国家試験問題の演習を取り入れ、主に
パワーポイント資料（プロジェクター）を用いて進めます。文献資料やデモ資料を配布して自主学
習をサポートします。 教育目標：専門分野の問題点を生化
学的センスで解決できる。一般患者さんに生化学的知識を啓蒙できる。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

生化学の知識を講義のみで得ようと考えると限られた時間の講義だけでは難しいので、広い視野
で科学的知識に興味を持つこと。テレビ、新聞、雑誌、講演会、公開講座、ドラッグストアーの店
頭など何からでも貪欲に知識を得ようとする態度でいて欲しい。国家試験に集中することも大事で
すが、パラメディカルスタッフの会議や会話が良く理解できるよう、日常探究心を心掛けてくださ
い。

1.（講義）歯の組成（歯牙および歯周組織の生合成と代謝）

2.（講義）骨と歯の石灰化（ヒドロキシアパタイトの特性）

3.（講義）口腔組織とホルモンおよびビタミン

4.（講義）唾液の生化学

5.（講義）歯の表面に見られる付着物

6.（講義）歯の脱灰と溶解

7.（演習）演習と復習および歯科医学会臨床歯科業界の話題の解説(ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑなど)

8. まとめ

教科書の各章をテーマに従って組み替えて行います。口腔生化学を独立した専門科目として

取り扱い、内容をより詳細に解説するためです。

＜教科書＞

＜参考書＞

最新DH教本 人体の構造と機能2 栄養と代謝 医歯薬出版

スタンダード生化学口腔生化学 学建書院

口腔生化学分子生化学 永末書房

木崎治俊 口腔生化学 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

単位1講義 時間15

単位実技 時間



病理学

歯科衛生学科
学年1 後期

単位２ 時間３０〔 〕

担当： 藤田修一

＜講義概要＞

1－７回目を病理概説(PartⅠ)8－14回目を口腔病理(PartⅡ)に当て、病理概論では、基本的な病
態について代表的な疾患を通して解説する予定である。ここでは歯科領域以外の病変が多く含まれ
る。口腔病理では、病理概論で得た病変の成り立ちの知識をもとにして、歯科口腔領域のあらゆる
疾患の病態を理解できるように教授する。病理学は顕微鏡を用いて組織・細胞レベルで病態を解析
及び診断を行う、形態学を基盤とした学問でもあるので、液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰを併用して肉眼および組織
像(顕微鏡像)を供覧しながら授業を進める。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

将来、特に口腔病理学で解説した疾患は仕事の対象となりますので、熱意を持って授業に臨んで
ください。授業内容が多いため、進行が早いと思いますので、授業中に理解できない点は授業中ま
たは、授業終了時に質問してください。また、前もって教科書に目を通しておくと、理解しやすい
と思います。

1.（講義）病理学とは、病因論、先天異常Ⅰ

2.（講義）先天異常Ⅱ、循環障害Ⅰ

3.（講義）循環障害Ⅱ、代謝障害Ⅰ

4.（講義）代謝障害Ⅱ

5.（講義）増殖と修復、炎症Ⅰ

6.（講義）炎症Ⅱ、免疫と免疫異常

7.（講義）腫瘍

8.（講義）歯の異常、歯の機械的損傷

9.（講義）歯の化学的損傷、歯の付着物と着色、う蝕Ⅰ

10.（講義）う蝕Ⅱ、象牙質・ｾﾒﾝﾄ質の増生、歯髄の病変、根尖部歯周組織の病変

11.（講義）歯周組織の病変、口腔の創傷治癒

12.（講義）口腔粘膜の病変、エプーリス

13.（講義）口腔領域の奇形、顎骨の病変、口腔領域の嚢胞

14.（講義）病原性腫瘍、非歯原性腫瘍、唾液腺の疾患

15. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

新・歯科衛生士教育ﾏﾆｭｱﾙ 病理学 ｸｲﾝﾃｯｾﾝｽ出版

竹内宏･草間薫 最新 病理学・口腔病理学 医歯薬出版

高木 實 口腔病理アトラス 第2版 文光堂

下野正基･他 新口腔病理学 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

単位2講義 時間30

単位実技 時間



微生物学

歯科衛生学科
学年1 前期

単位２ 時間３０〔 〕

担当： 近藤好夫

＜講義概要＞

微生物学は歯科衛生士にとって必要不可欠な学問である。歯科領域における2大疾患である齲蝕や
歯周病はともに微生物を原因とした感染症であり、診療に携わる歯科衛生士は微生物の病原性や発
症のメカニズムなどを熟知している必要がある。また器材等の滅菌・消毒にも携わる立場上、十分
な微生物学知識が要求される。本講義では微生物学の種類と特性、さらに歯科領域の疾患の理解を
目指す。また近年、医療機関等で社会問題になっている院内感染や新興・再興感染症に対応できる
人材の育成をめざす。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

微生物は特別なものではなく、身近なものである。実際の医療行為や将来携わる歯科衛生業務が
微生物学的知識に基づく事を理解し学んで欲しい。

1.（講義）微生物学の発達と歴史

2.（講義）微生物の一般性状／細菌

3.（講義）微生物の一般性状／リケッチア、クラミジア、真菌、原虫、ウィルス

4.（講義）微生物の培養法と観察法

5.（講義）感染と発症

6.（講義）免疫／免疫の概念、液性免疫、細胞性免疫、粘膜免疫

7.（講義）免疫／アレルギー

8.（講義）病原微生物各論／細菌

9.（講義）病原微生物各論／リケッチア、クラミジア、真菌、原虫、ウィルス

10.（講義）化学療法薬

11.（講義）滅菌と消毒

12.（講義）口腔内常在微生物

13.（講義）齲触症・歯周病

14.（講義）口腔外感染症

15. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新DH教本 疾病の成り立ち及び回復過程の促進2微生物学 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

単位2講義 時間30

単位実技 時間



薬理学

歯科衛生学科
学年1 前期

単位２ 時間３０〔 〕

担当： 加藤有三

＜講義概要＞

薬理学は、生体に対して薬物を投与したときの生体側の反応（薬理作用）を知ることを出発点と
します。また、薬物を安全にしかも有効に病気の治療に使用するための基本を学ぶことになりま
す。そのために、治療に使われる範囲から、中毒する範囲までの広い範囲で薬物の反応を勉強しま
す。次に、そのような薬理作用が現れるﾒｶﾆｽﾞﾑ（作用機序）を学びます。保存領域や外科領域では
多くの種類の薬物が複雑に使われます。特に臨床でよく使われる薬物に関しては、歯科的術式と関
連付けながら講義を進めたいと思っています。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

講義では、黒板を使いますので、毎回ノートをとってください。さらに、その日に習ったこと
を、その日のうちに必ず復習してください。その際に理解できなかったことがあれば、次回に質問
してください。積極的な質問は大歓迎します。

1.（講義）薬理学とは、薬物の作用部位（受容体、イオンチャネル）、薬物の作用機序

2.（講義）薬理作用の基本形式と分類、薬物治療法の概要

3.（講義）薬物の投与方法と薬物動態（吸収、分布、代謝、排泄）

4.（講義）薬理作用に影響を与える因子（用量反応関係、生体の感受性、プラセボ効果）

5.（講義）薬物の連用（蓄積、耐性、依存）ﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞと薬物（妊娠期、小児期、高齢期

6.（講義）薬物の併用（協力作用と拮抗作用、血中薬物濃度への影響）、薬物の副作用

薬効の評価

7.（講義）薬物の取り扱い（処方箋、剤形）、薬物の管理（毒薬と劇薬、麻薬・向精神薬・

覚せい剤、医薬品）、薬物と法律（薬事法、日本薬局方）

8.（講義）中枢神経と薬（全身麻酔薬、睡眠障害・不眠症と薬）、末梢神経と薬、

神経衝撃の伝導と伝達（神経性伝達物質と受容体）、局所麻酔薬

9.（講義）痛みと薬（痛みの受容と伝導路、内因性発痛物質、麻薬性鎮痛薬、解熱鎮痛薬）

10.（講義）炎症と炎症治療薬（炎症のケミカルメディエーター、抗炎症薬）

アレルギー性の炎症

11.（講義）感染と薬（選択毒性、原因療法、化学療法と抗菌薬、消毒薬）

12.（講義）精神疾患と薬、機能性疾患と薬、血液と薬物（止血薬、抗凝固薬）

13.（講義）救急医療に使用する薬、呼吸・循環系と薬、代謝系疾患と薬、消化器系と薬、

悪性腫瘍と薬、免疫系と薬、腐食薬と収斂薬

14.（講義）歯内治療と薬、歯周治療と薬、口腔粘膜疾患と薬、う蝕予防と薬

15.まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

新歯科衛生士教本 薬理学 第2版 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ 上記の全て ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

長崎大学名誉教授

単位2講義 時間30

単位実技 時間



歯科衛生士概論 Ⅰ

歯科衛生学科
学年1 前期

単位１ 時間３０〔 〕

担当： 朝長円香

＜講義概要＞

歯科衛生士を役割を学び、考え方や行動を理解するとともに、コミュニケーションの基本を学術
的側面から実際に即したノウハウを学ぶ。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

課題レポートは、期限を守り提出し、積極的に取り組んでもらいたい。

1.（講義）歯科衛生学とは

2.（講義）歯科衛生の歴史

3.（講義）医療従事者としての歯科衛生士の心構え

4.（講義）歯科医療現場における人間関係・他職種における診療の違い

5.（講義）歯科衛生士の役割

6.（講義）歯科衛生活動のための理論

7.（講義）歯科衛生活動の現況

8.（講義）安全管理

9-10. （演習）施設見学の準備

11－12.（演習）施設見学

13.（演習）施設見学報告まとめ

14.（講義）歯科衛生士の活動と組織

15.まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新歯科衛生士教本 歯科衛生学総論 医歯薬出版

みるみる身につく歯科衛生士のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力 口腔保険協会

最新歯科衛生士教本 歯科衛生と法律 医歯薬出版

最新歯科衛生士教本 歯科医療倫理 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ 小テスト、ノート提出 ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

専任教員

単位1講義 時間30

単位実技 時間



歯科衛生士概論 Ⅱ

歯科衛生学科
学年1 後期

単位１ 時間３０〔 〕

担当： 朝長円香

＜講義概要＞

前期の内容を踏まえ、歯科衛生過程の内容について理解し、8つのニーズと具体例をもとにケアプ
ロセスを学ぶ。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

課題レポートは、期限を守り提出し、積極的に取り組んでもらいたい。

1.（講義）歯科衛生過程（Ⅰ）

2.（講義）歯科衛生過程（Ⅱ）

3.（講義）歯科衛生過程（Ⅲ）

4.（講義）歯科衛生士法と歯科衛生業務（Ⅰ）

5.（講義）歯科衛生士法と歯科衛生業務（Ⅱ）

6.（講義）歯科衛生士と医療倫理

7.（講義）インフォームド・コンセント

8.（講義）QOLに対する歯科医療の関わり方

9.（講義）行動科学について

10.（講義）チームアプローチについて

11-12.（講義）医療現場におけるコミュニケーション

13. （講義）歯科衛生士と組織

14. （講義）海外における歯科衛生士

15.まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新歯科衛生士教本 歯科衛生学総論 医歯薬出版

よくわかる歯科衛生過程 医歯薬出版

しっかり身につく歯科衛生ｹｱﾌﾟﾛｾｽ演習帳 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ 小テスト、ノート提出 ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

専任教員

単位1講義 時間30

単位実技 時間



歯科臨床概論

歯科衛生学科
学年1 前期

単位１ 時間３０〔 〕

担当： 熱田 充

＜講義概要＞

これから3年間かけて、歯科衛生士に求められる知識や技能を習得するにあたって、歯科臨床がど
んなものか、おおよそ知ってもらうための入門科目である。歯の痛みを知らずに今日まで来た人も
歯の治療で長く歯科医院に通った人も、外から見ただけでは歯科の全容は分からない。子どもの虫
歯の数が減り、外来患者の数も横ばいであるが、益々高度できめ細かな対応が求めれられている。
イラスト付きの入門書を2冊目の教科書として使う。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

一度治った患者さんがまた行きたくなるような診療所は、先生がいいだけではなく、歯科衛生士
や歯科技工士、受付などの連携がうまくいっている。そうしたチームアプローチの中に、歯科衛生
士はどう加わり信頼を得るかなど、具体的な事例を通してお話する。また国家試験では、臨床科目
がどう出題されるかにも触れる。

1.（講義）歯科医療とは？

2.（講義）歯科の患者さんとは？

3.（講義）歯科の病気とは？

4.（講義）歯科医院ってどんなところ？

5.（講義）歯科診療の流れは？

6.（講義）歯科医院のナゾとは？

7.（講義）保存治療とは？

8.（講義）歯周治療とは？

9.（講義）補綴治療とは？

10.（講義）小児歯科治療，矯正歯科治療とは？

11.（講義）口腔外科治療とは？

12.（講義）器材の扱いを覚えよう

13.（講義）チェアサイドアシスタント入門

14.（講義）歯科医学史とは？

15. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

新歯科衛生士教本 歯科臨床概論 第2版 医歯薬出版

ｲﾗｽﾄで楽しく学ぶ「ﾃﾞﾝﾀﾙｵﾌｨｽ入門」 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ 毎回行う小テストの成績を評価に加える ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

副校長

単位1講義 時間30

単位実技 時間



歯科補綴学

歯科衛生学科
学年1 後期

単位１ 時間３０〔 〕

担当： 小山善哉

＜講義概要＞

教科書に準じ解説する。補綴歯科治療について、“ 基礎知識 ”、“ 治療の実際 ”、“ 歯科衛
生士の役割 ”の各編を、板書、補綴装置･診療器具の提示、スライドや動画の映写、プリント配布
で補足しながら、講義をすすめていきます。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

できるだけ出席してください。講義中集中して。一気に覚えていきましょう。

1.（講義）基礎知識 「歯科補綴治療の概要」

2.（講義）基礎知識 「補綴歯科治療の基礎知識」

3.（講義）基礎知識 「歯の欠損に伴う障害と補綴歯科治療」

4.（講義）基礎知識 「補綴装置の種類とその構造」

5.（講義）治療の実際 「補綴歯科治療における検査・診断」

6.（講義）治療の実際 「クラウン・ブリッジ治療の実際」

7.（講義）治療の実際 「有床義歯治療の実際」1

8.（講義）治療の実際 「有床義歯治療の実際」2「インプラント治療の実際」

9.（講義）治療の実際 「補綴歯科治療に用いられる器材」

10.（講義）治療の実際 「補綴歯科治療における歯科技工」

11.（講義）歯科衛生士の役割 「検査・診断時の業務」

12.（講義）歯科衛生士の役割 「治療時の業務」

13.（講義）歯科衛生士の役割 「器材の管理」

14.（講義）歯科衛生士の役割 「患者指導」

15. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新DH教本 咀嚼障害･咬合異常1 歯科補綴 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

単位1講義 時間30

単位実技 時間



歯科予防処置論

歯科衛生学科
学年1 前期

単位２ 時間３０〔 〕

担当： 平野淑子

＜講義概要＞

“歯科予防処置”とは歯科衛生士の職務の根幹となるものであり、歯や口腔の疾患を予防する為
の処置である。歯や口腔組織の名称、予防処置に必要な器材、器具の基礎的知識の習得と理解を深
め、後期から始まる歯周病予防処置実習への意識づけをする。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

毎回授業の最初に小テストを実施するので、予習・復習を心がけ、ノートをまとめること。わか
らない用語は歯科用小辞典を活用し、授業には積極的姿勢で参加する。

1.（講義）歯科予防処置論の概要

2.（講義）口腔の基礎知識

3.（講義）齲蝕と歯周病の基礎知識

4.（講義）口腔内の情報収集

5.（講義）口腔内の検査

6.（講義）手用スケーラーについて①

7.（講義）手用スケーラーについて②

8.（講義）手用スケーラーについて③

9.（講義）超音波スケーラー・エアスケーラー

10.（講義）歯面研磨

11.（講義）歯面清掃（PTCとPMTC)

12.（講義）フッ化物の基礎知識

13.（講義）フッ化物の応用

14.（講義）小窩裂溝塡塞法

15. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新DH教本 歯科予防処置論・歯科保健指導論 医歯薬出版

最新DH教本 歯周疾患歯周治療 第2版 医歯薬出版

歯科用語小辞典 基礎編、臨床編 ｸｲﾝﾃｯｾﾝｽ出版

＜評価方法＞

その他：（ 小テスト ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

専任教員

単位2講義 時間30

単位実技 時間



齲蝕予防処置実習 Ⅰ

歯科衛生学科
学年1 後期

単位１ 時間３０〔 〕

担当： 朝長円香

＜講義概要＞

齲蝕予防処置に関する知識・技術の習得と各自が生活の中で行えるセルフケアや歯科医師・歯科
衛生士による施術的な手段を学ぶ。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

課題レポートは期限を守り提出し、積極的に取り組んでほしい。

1-2.（実習）３年生と合同授業

3-5.（講義）齲蝕予防処置について

6-9.（講義・実習）フッ化物について

10-14.（実習）鍍銀法・小窩裂溝填塞について

15. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

歯科衛生士のための齲蝕予防処置法 医歯薬出版

新・フッ化物ではじめるむし歯予防 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

専任教員

単位講義 時間

単位1実技 時間30



歯周予防処置実習 Ⅰ

歯科衛生学科
学年1 後期

単位１ 時間４０〔 〕

担当： 平野淑子

＜講義概要＞

歯科予防処置論で習得した知識の理解を深め、予防的歯石除去法についての意義、目的や歯石除
去に用いる器材の操作方法を理解し、マネキンによる操作実習を行う。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

知識とともに“手技”を伴った実習なので真剣に積極的に取り組んでほしい。“手技”は確かに
難しいところはあるが、基本的なことから順序よく積み上げていけば必ず自分のものにすることが
できると考える。それを踏まえて体調管理に留意し、欠席しないようにすること。放課後などの空
いた時間を有意義に活用してほしい。身だしなみは医療職としての基本なので常に整える。課題レ
ポートは提出期限を厳守する。

1－4. （実習）口腔内観察および診査

5－8. （実習）探針操作実習（マネキン実習・相互実習）

9－12.（実習）歯周ポケット測定（マネキン実習・相互実習）

13－16.（実習）手用スケーラー操作実習（１）シックルタイプスケーラー

17－19 (実習) 手用スケーラー操作実習（２）キュレットタイプスケーラー

20. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新DH教本 歯科予防処置論・歯科保健指導論 医歯薬出版

最新DH教本 歯周疾患歯周治療 第2版 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

専任教員

単位講義 時間

単位1実技 時間40



歯科保健指導

歯科衛生学科
学年1 前期

単位２ 時間３０〔 〕

担当： 岩本和美

＜講義概要＞

歯科保健指導の基礎を学び、自分や周囲の人々の口腔内に関心を持てるよう実習も取り入れてい
く。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

課題、レポートの提出は厳守してください。身体や口腔に関する情報収集に努めてください。

1.（講義）歯科保健指導論の概要

2.（講義）歯科保健指導のための基礎知識－行動変容の要素とそのステップ

3.（講義）食生活指導の基礎

4－5.（講義）分析のためのデータ・歯科衛生過程

6.（実習）口腔清掃方法

7.（講義）ライフステージにおける歯科衛生介入－妊産婦期

8.（講義）ライフステージにおける歯科衛生介入－乳幼児期

9.（講義）ライフステージにおける歯科衛生介入－学童期

10.（講義）ライフステージにおける歯科衛生介入－青年期

11.（講義）ライフステージにおける歯科衛生介入－成人期

12.（講義）ライフステージにおける歯科衛生介入－老年期

13.（講義）ライフステージにおける歯科衛生介入－要介護者

14.（講義）ライフステージにおける歯科衛生介入－障害者

15. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新DH教本 歯科予防処置論・歯科保健指導論 医歯薬出版

歯と口の健康百科 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ 小テスト ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

専任教員

単位2講義 時間30

単位実技 時間



歯科保健指導実習 Ⅰ

歯科衛生学科
学年1 後期

単位１ 時間４０〔 〕

担当： 岩本和美

＜講義概要＞

前期での講義をふまえての実習を通じ歯科保健指導の基本的な知識と技法を習得する。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

課題、レポートの提出は厳守して下さい。前期同様、身体や口腔に関する情報収集に努めて下さ
い。

1－3. （実習）口腔清掃自習法・歯磨剤について

4－5. （実習）口腔観察法実習

6－10.（実習）口腔清掃指導法実習

11－13.（実習）面接・問診法実習

14－16.（実習）症例検討実習法実習

17－19.（実習）媒体作成

20. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新DH教本 歯科予防処置論・歯科保健指導論 医歯薬出版

歯と口の健康百科 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ 小テスト ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

専任教員

単位講義 時間

単位1実技 時間40



栄養指導

歯科衛生学科
学年1 後期

単位１ 時間１５〔 〕

担当： 柿山章江

＜講義概要＞

栄養学の知識をもとに、食生活について理解し、栄養指導に必要な知識を習得する。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

授業前に予習としてテキストを読んでくる。

1.（講義）栄養指導の基礎知識Ⅰ（栄養指導の意義、食生活把握法）

2.（講義）栄養指導の基礎知識Ⅱ（食品の成分）

3.（講義）栄養指導の基礎知識Ⅲ（栄養指導のすすめ方）

4.（演習）栄養指導実習Ⅰ（離乳食と幼児食）

5.（演習）栄養指導実習Ⅱ（高齢者と咀嚼）

6.（演習）栄養指導演習Ⅰ（栄養指導計画立案）

7.（講義）栄養指導演習Ⅱ（栄養指導計画発表）

8. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新DH教本 人体の構造と機能2 栄養と代謝 医歯薬出版

適宜紹介する

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

単位1講義 時間15

単位実技 時間



栄養学

歯科衛生学科
学年1 前期

単位２ 時間３０〔 〕

担当： 柿山章江

＜講義概要＞

歯科疾患は生活習慣病の一部である食生活と関係している。講義では、日本人の食生活の現状を
把握し、栄養に関する正しい基礎知識を習得する。さらに、歯科疾患の予防・治療へのアプローチ
が出来るようにすることを目指す。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

授業の前に予習としてテキストを読んでくる。

1.（講義）栄養素について

2.（講義）糖質（種類と栄養学的意味）

3.（講義）タンパク質（種類と栄養学的意味）

4.（講義）脂質（種類と栄養学的意味）

5.（講義）ビタミン（種類と栄養学的意味）

6.（講義）無機質（種類と栄養学的意味）

7.（講義）栄養所要量

8.（講義）日本人の食生活

9.（講義）食品と食品成分表

10.（講義）食品の栄養学的特徴

11.（講義）食生活と歯科疾患

12.（講義）食品と歯科疾患

13.（講義）咀嚼と食品

14.（講義）「栄養素」「食生活と食品」のまとめ

15. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新DH教本 人体の構造と機能2 栄養と代謝 医歯薬出版

適宜紹介する

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

単位2講義 時間30

単位実技 時間



歯科診療補助論

歯科衛生学科
学年1 前期

単位２ 時間３０〔 〕

担当： 朝長円香

＜講義概要＞

歯科診療において材料・器具の取り扱いについて熟知し、臨床で対応できる能力を養う。また実際
に即した医療接遇の大切さを学ぶ。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

課題レポートは、期限を守り提出し、積極的に取り組んでほしい。

1－2.（講義）歯科診療補助の流れ

3－5.（講義）歯科診療補助の概要

6－8.（講義）診療室の管理について

9－11.（講義）衛生材料について

12－14.（講義）おもな事故とその対策・医療接遇

15.まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

新歯科衛生士教本 歯科診療補助 医歯薬出版

新歯科衛生士教本 歯科器械の知識と取り扱い 医歯薬出版

魅力UPのスタッフ入門 歯科医療接遇 医学情報社

最新歯科衛生士教本 歯科診療補助論 医歯薬出版

イラストと写真でわかる歯科材料の基礎 末長書店

新人歯科衛生士のためのポケットマニュアル 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

専任教員

単位2講義 時間30

単位実技 時間



歯科診療補助実習 Ⅰ

歯科衛生学科
学年1 前期

単位１ 時間４０〔 〕

担当： 朝長円香

＜講義概要＞

歯科診療補助論で学んだ術式に沿って、器材の受け渡し・ライティング・バキュームテクニック
を習得し、的確な診療補助を学ぶ。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

課題レポートは、期限を守り提出し、積極的に取り組んでほしい。

1－2.（実習）３年生と合同授業

3－5.（実習）器材の確認・手指消毒・衛生材料作製

6－8.（実習）患者誘導・ポジショニング・器具受け渡し

9－11.（実習）バキューム操作（マネキン実習～相互実習）

12－14. (実習）石膏（超硬・硬・普通）

15－19. (実習）印象材（アルジネート、寒天、ゴム質）

20. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

新歯科衛生士教本 歯科診療補助 医歯薬出版

新歯科衛生士教本 歯科器械の知識と取り扱い 医歯薬出版

新歯科医療における感染予防対策と滅菌、消毒、 洗浄

最新歯科衛生士教本 歯科診療補助論 医歯薬出版

器材準備マニュアル第6版 口腔保健協会

新人歯科衛生士のためのポケットマニュアル 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

専任教員

単位講義 時間

単位1実技 時間40



歯科診療補助実習 Ⅱ

歯科衛生学科
学年1 後期

単位１ 時間４０〔 〕

担当： 朝長円香

＜講義概要＞

歯科診療補助論で学んだ術式に沿って、歯科材料の種類と取り扱いについて学び、技術を習得
し、臨床に対応できる能力を養う。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

課題レポートは期限を守り提出し、積極的に取り組んでほしい。

1－4.（実習）印象材（アルジネート、寒天、ゴム質）・石膏（超硬・硬・普通）

5－14.（実習）セメント（仮封材～接着剤※適合検査材含む）

15－19.（実習）アマルガム修復・ブローチ綿花作製

20. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

新歯科衛生士教本 歯科診療補助 医歯薬出版

新歯科衛生士教本 歯科器械の知識と取り扱い 医歯薬出版

新歯科医療における感染予防対策と滅菌、消毒、 洗浄

最新歯科衛生士教本 歯科診療補助論 医歯薬出版

器材準備マニュアル第6版 口腔保健協会

新人歯科衛生士のためのポケットマニュアル 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

専任教員

単位講義 時間

単位1実技 時間40



歯科材料学

歯科衛生学科
学年1 後期

単位２ 時間３０〔 〕

担当： 熱田 充

＜講義概要＞

大人の歯が抜けたり歯の一部が欠けたりすると、もう自然には元に戻らない。人工物で補ってや
らねばならない。それらは歯科材料と呼ばれているが、丈夫にし、白く、輝きを増すために金属だ
けでなくプラスチックやセラミックスも用いられる。たくさんの歯科材料が日常的に使われ、新製
品が開発されている。これらをとまどうことなく使いこなすために、材料の諸性質や扱い方の基本
を学習する。2冊の教科書を使用する。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

出来上がった金冠を歯につける接着材の練り方や扱い一つで、歯が長持ちするかどうかが左右さ
れるなど、歯科治療の流れの中で占める歯科衛生士の役割は大きい。授業では目新しい物に
「何？」、「何で？」と疑問を投げかける好奇心を持って欲しい。そうしたやりとりの中から、臨
床に役に立つ実践的な知識と対処法が身に付くはずである。毎回テーマを2,3個あげ板書しながら説
明するので、よく聞いて、後半の小テストに正しく回答して欲しい。

1.（講義）なぜ歯科材料を学ぶのか？

2.（講義）歯科材料とは？

3.（講義）シーラントとは？

4.（講義）コンポジットレジンとは？

5.（講義）グラスアイオノマーセメント，アマルガムとは？

6.（講義）仮封とは？

7.（講義）印象を採るとは？

8.（講義）精密印象材とは？その他の印象材は？

9.（講義）模型の上でろう型を作るのは？

10.（講義）合着とは？

11.（講義）接着とは？

12.（講義）クラウン・ブリッジに使われる材料は？

13.（講義）有床義歯に使われる材料，インプラント用材料は？

14.（講義）補綴装置完成への最終ステップとは？

15. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

新歯科衛生士教本 歯科材料の知識と取り扱い 医歯薬出版

改訂版イラストと写真でわかる歯科材料の知識 永末書店

＜評価方法＞

その他：（ 毎回行う小テストの成績を評価に加える ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

副校長

単位2講義 時間30

単位実技 時間



臨床検査法

歯科衛生学科
学年1 後期

単位１ 時間３０〔 〕

担当： 熱田 充

＜講義概要＞

臨床検査を歯科医院で実際に行う機会は多くはないが、患者さんとの問診時のやり取りや、持参
した検診データなどを正確に理解できることは、歯科衛生士が患者さんの信頼を得るためにも大切
なことである。バイタルサインや血液、尿、肝機能などについては「解剖学」、「高齢者歯科」で
も学ぶが、それらを整理し、まとめて知識を習得できる格好の科目である。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

臨床検査を職業とする専門職があり、歯科衛生士の仕事ではないと思いがちであるが、検査は治
療の入り口なので、その方法や検査値の意味を理解することは患者に接する者としては欠かせな
い。一見、無味乾燥に見える正常値など、本気にならなければ覚えきれない。残念ながら実習する
機会がないので挿図や臨床見学で補って欲しい。

1.（講義）臨床検査とは（その１）

2.（講義）臨床検査とは（その２）

3.（講義）生体検査（生理機能検査）（その１）

4.（講義）生体検査（生理機能検査）（その２）

5.（講義）検体検査（その１）

6.（講義）検体検査（その２）

7.（講義）検体検査（その３）

8.（講義）検体検査（その４）

9.（講義）口腔領域の臨床検査（その１）

10.（講義）口腔領域の臨床検査（その２）

11.（講義）口腔領域の臨床検査（その３）

12.（講義）摂食嚥下関連の検査

13.（講義）主な疾患・病態別検査値のとらえ方（その１）

14.（講義）主な疾患・病態別検査値のとらえ方（その２）

15. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新DH教本 臨床検査 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ 毎回行う小テストを評価に加える ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

副校長

単位1講義 時間30

単位実技 時間



医学概論

歯科衛生学科
学年1 後期

単位２ 時間３０〔 〕

担当： 釘宮敏定

＜講義概要＞

歯科衛生士の活動範囲は年々拡大し、歯科医院での診療補助や歯科予防処置にとどまらず、歯科
保健指導を通じて住民の健康管理における中心的役割を担うようになった。活動領域の増加に伴っ
て、歯科衛生士にも医学全般にわたる広い知識が求められるようになっている。この教科は、2年生
の医療倫理学と連携して、臨床医学全般にわたる広い知識を身につける機会にしたいと考えてい
る。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

本校の歯科衛生学科は発足後10年が経過し、ようやく学科としての形が整ってきたところである。
高齢社会においてこれからの歯科衛生士に期待するところは大きい。あなた自身にとって歯科衛生
士としての活動の中にどういう生きがいをみつけるか、歯科医療の現場で指導者に指示されたこと
をただ無批判に行う医療職でなく、自分で理解・判断し、社会の期待に応えられるような衛生士を
めざしてほしい。教室では「教えてもらう」という受け身の姿勢でなく、学問、医療、さらに人生
について、積極的な態度で学習に取り組み、大いに議論を深めて欲しい。

1.（講義）生命と恒常性 細胞・組織、体液・電解質

2.（講義）血液（1）血液の成分と機能

3.（講義）血液（2）血液型、輸血

4.（講義）生体の防御機構（1）自然免疫と獲得免疫

5.（講義）生体の防御機構（2）抗原と抗体、液性免疫と細胞性免疫

6.（講義）生体の防御機構（3）アレルギーと自己免疫疾患

7.（講義）感染症 細菌とウイルス

8.（講義）循環器系（1）循環器系の解剖

9.（講義）循環器系（2）循環器系の機能

10.（講義）呼吸器系（1）呼吸器系の解剖と機能

11.（講義）呼吸器系（2）ガス交換の機序と呼吸障害

12.（講義）神経系 神経系の構造と機能

13.（講義）全体のまとめと演習（1）

14.（講義）全体のまとめと演習（2）

15. まとめ 学習成果の点検

＜教科書＞

＜参考書＞

佐藤昭夫ほか 人体の構造と機能（第3版） 医歯薬出版

プリント配布

教科書は2年前期「医療倫理学」と共通

＜評価方法＞

その他：（ 授業時間内に行う小ﾃｽﾄの成績を加味して評価 ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

校長

単位2講義 時間30

単位実技 時間



看護学概論

歯科衛生学科
学年1 後期

単位１ 時間２０〔 〕

担当： 内山由美子

＜講義概要＞

看護概念について、看護倫理について理解を深める。また歯科衛生士としての業務において欠か
せない感染予防の技術を理解し、実践につなげる。患者観察の技術として、ﾊﾞｲﾀﾙｻｲﾝ測定につい
て、理解し、実践につなげる。医療現場で用いられる看護記録について理解する。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

専門職としての看護を、同じ専門職を目指すチームの一員として捉え、健康を障害した対象に関
わる知識・技術を身につけてほしい。

1.（講義）歯科衛生士に関する法律、歯科衛生士が従事する場所、

チーム医療の中での歯科衛生士

2.（講義）看護の歴史、西洋の看護の歴史

3.（講義）看護の歴史、日本の看護の変遷、現代の看護に求められるもの

4.（講義）看護の定義、健康について、対象となる人間の理解

5.（講義）看護技術の4領域：感染防止（滅菌・消毒・スタンダードプリコーション）

6.（講義）感染防止の手段：擦式手指消毒、滅菌操作

7.（講義）バイタルサインの測定：体温、脈拍、血圧

8.（講義）看護記録

9.（講義）看護倫理

10.まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

野間弘康･他 歯科衛生士のための看護学大意 第３版 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ 提出物 ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

長崎玉成高等学校

単位1講義 時間20

単位実技 時間



介護技術

歯科衛生学科
学年1 後期

単位１ 時間３０〔 〕

担当： 牧山美穂

＜講義概要＞

介護の目的を踏まえ、基本的な介護方法や福祉用具について演習をまじえて解説する。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

介護について興味を持ち、介護の在り方を理解してほしい。また、互いに学び合い、介護技術を
高めてもらいたい。

1.（講義）介護とは何か

2.（講義）共感的理解と基本的態度

3.（講義）介護の環境づくり

4.（講義）人の動きを考える、寝返りの介助法

5.（演習）起き上がりの介助法

6.（演習）車椅子の介助法

7.（演習）立ち上がり、移動の介助法

8.（講義）食事のケアⅠ

9･（演習）食事のケアⅡ

10.（講義）排泄のケア

11.（演習）入浴のケア

12.（講義）障害・症状を理解するⅠ

13.（講義）障害・症状を理解するⅡ

14.（演習）障害・症状を理解するⅢ

15. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

太田仁史 完全図解 新しい介護 講談社

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

専任教員

単位1講義 時間30

単位実技 時間



医療倫理学

歯科衛生学科
学年2 前期

単位２ 時間３０〔 〕

担当： 釘宮敏定

＜講義概要＞

医学概論の項で述べたように、歯科衛生士にも臨床医学や健康管理の全般にわたる広い知識・技
術が要求されるようになった。この教科では、1年後期の医学概論に引き続き、医療専門職が身につ
けるべき職業倫理について学び、良き医療人のモラルを身につけるとともに、さまざまな疾患の知
識、医学・医療全般の知識を十分に習得して、知識、技術、人間性のバランスがとれた衛生士をめ
ざしたい。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

本校の歯科衛生学科は、後発のﾊﾝﾃﾞｨもあって入学者も少ない状況が続いているが、その分、教員
が一人ひとりの学力を把握して、個人指導のような行き届いた教育を行えるメリットがある。君た
ちは、このような本校の環境を生かし、ただ「教えてもらう」という受け身の姿勢でなく、自分か
ら積極的に学習に取り組み、完全燃焼の学生生活を送ってほしい。

1.（講義）運動系 運動系の構造と機能

2.（講義）感覚器系

3.（講義）内分泌系（1）内分泌系総論

4.（講義）内分泌系（2）内分泌系各論

5.（講義）消化器系（1）消化器系の構造と機能1

6.（講義）消化器系（2）消化器系の構造と機能2

7.（講義）代謝（1）栄養素の働きと代謝

8.（講義）代謝（2）ビタミン等

9.（講義）代謝（3）代謝障害

10.（講義）泌尿器系（1）腎尿路系の構造と機能

11.（講義）泌尿器系（2）電解質と酸塩基平衡

12.（講義）生殖と老化

13.（講義）全体のまとめと演習（1）

14.（講義）全体のまとめと演習（2）

15. まとめ 学習成果の点検

以上の15項目を予定しています（進行状況に応じて変更の可能性もあります）

＜教科書＞

＜参考書＞

佐藤昭夫ほか 人体の構造と機能（第3版） 医歯薬出版

プリント配布

＜評価方法＞

その他：（ 授業で時間内に行う小テストの成績を加味して評価する ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

長崎大学名誉教授

単位2講義 時間30

単位実技 時間



口腔衛生学

歯科衛生学科
学年2 前期

単位２ 時間３０〔 〕

担当： 小山善哉

＜講義概要＞

口腔衛生学の基礎的知識の習得と歯科予防処置や歯科保健指導といった実践と関わりについて理
解を深める。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

教科書を読んで来て下さい。わからないことは遠慮せず質問するように。

1.（講義）総論1回目（Ⅱ編1章）

2.（講義）総論2回目（Ⅱ編1章）

3.（講義）総論3回目（Ⅱ編1章）

4.（講義）口腔清掃（Ⅱ編2章）

5.（講義）歯科疾患の疫学（Ⅱ編3章）

6.（講義）齲蝕の予防1回目（Ⅱ編4章）

7.（講義）齲蝕の予防2回目（Ⅱ編4章）

8.（講義）フッ素による齲蝕予防1回目（Ⅱ編5章）

9.（講義）フッ素による齲蝕予防2回目（Ⅱ編5章）

10.（講義）フッ素による齲蝕予防3回目（Ⅱ編5章）

11.（講義）歯周疾患の予防1回目（Ⅱ編6章）

12.（講義）歯周疾患の予防2回目

13.（講義）その他口腔疾患の予防（Ⅱ編7章）

14.（講義）ライフステージごとの口腔管理（Ⅱ編8章）

15. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新DH教本 保健生態学 第2版 （Ⅰ編）Ⅱ編 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

単位2講義 時間30

単位実技 時間



歯科衛生統計

歯科衛生学科
学年2 後期

単位２ 時間３０〔 〕

担当： 田浦勝彦

＜講義概要＞

歯と口腔の健康づくりの支援者である歯科衛生士として、個人と地域全体の人々を支援するための
基礎と方策について、疫学の基礎、保健情報の収集と信頼性並びにと統計的な考え方と統計手法を
学習する。歯科医療従事者は科学的な情報を正確に把握して人々に伝えていかなければならない。
そのため統計学の基礎が必要不可欠である。歯科衛生統計では歯科疾患とその関連要因を数量化し
て個人と集団の保健状況を把握するための各種指標と指数（index）について習得する。さらにわが
国と長崎県で展開されている公衆衛生施策に学ぶ。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

わからないことは授業の途中であっても質問してください。新聞や雑誌などでいろいろなグラフ
などが出てきますが、興味や疑問があるものを持ってきてください。学習教材として使います。

1.（講義）歯科衛生統計について 個人と集団における歯科口腔の実態の数量化

2.（講義）公衆衛生・地域保健と衛生統計 健康日本21 8020運動

3.（講義）保健情報と保健統計 科学的根拠に基づく医療（EBM）あるいはEBD

4.（講義）疫学の基礎 疫学とは何か 疫学の考え方と疫学研究の進め方

5.（講義）疫学の成果 コレラの大流行、脚気の蔓延とその打開策

6.（講義）歯科疾患の数量化と歯科疾患の疫学 歯科疾患実態調査

7.（講義）齲蝕の数量化 歯科衛生統計に用いられる指数（index）齲蝕に関する指数

8.（講義）歯科疾患の数量化 歯科衛生統計と歯周疾患に関する指数

9.（講義）歯口清掃状況の数量化 歯科衛生統計と歯口清掃状況に関する指数

10.（講義）歯のフッ素症の数量化 不正咬合と歯列不正の指数 その他の指数

11.（講義）歯科衛生統計 記述統計（母集団と標本集団）と代表値

12.（講義）衛生統計と有意性の検定 検定と推定 相関関係と因果関係 帰無仮説

13.（講義）保健情報の分析と情報の保護と倫理 t検定とｘ2検定 データの表現

14.（講義）公衆衛生の貢献 国と長崎県の行政施策づくり

歯科疾患実態調査（厚生労働省）と長崎県の歯科保健状況

15．まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新歯科衛生士教本 保健情報統計学 医歯薬出版

ﾀﾞﾚﾙ・ﾊﾌ著 統計でｳｿをつく法 数式を使わない統計学入門 講談社

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

単位2講義 時間30

単位実技 時間



衛生学・公衆衛生学

歯科衛生学科
学年2 前期

単位２ 時間３０〔 〕

担当： 福田英輝

＜講義概要＞

公衆衛生とは、「みんなの健康をみんなで守る」ための智恵と技術です。当講義では、歯科医療
の現場で行われている公衆衛生活動に限ることなく、保健・医療福祉の現場における公衆衛生活動
の理念と技術を学びます。少子高齢化が進み、母子保健から成人・老人保健や介護予防などといっ
た、幅広い社会的ニーズに対応し、地域で活動できる歯科衛生士が求められています。地域で活動
できるために、衛生学・公衆衛生学的な考え方や知識をしっかり学びましょう。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

新聞、雑誌、インターネットなどを利用して、医療制度の変化に対して常にアンテナを張ってお
きましょう。

1.（講義）総論

2.（講義）疫学

3.（講義）人口

4.（講義）環境と健康

5.（講義）感染症

6.（講義）食品と健康

7.（講義）地域保健（地域保健の制度）

8.（講義）地域保健（健康づくり対策）

9.（講義）母子保健

10.（講義）学校保健

11.（講義）成人・老人保健

12.（講義）産業保健

13.（講義）精神保健、国際保健

14.（演習）演習（国家試験問題を使用して今までに習ったことを整理する）

15． まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新DH教本 保健生態学 第2版 Ⅰ編、Ⅲ編 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

単位2講義 時間30

単位実技 時間



衛生行政・社会福祉論

歯科衛生学科
学年2 後期

単位２ 時間３０〔 〕

担当： 勝矢圭一

＜講義概要＞

歯科衛生士に必要な法制度を学ぶ。日本国憲法の成立から学び、そこで国民の権利が生活者とし
てどのように保障されているのかを中心の学習にしていく。衛生行政では医療の動向を探り、衛生
行政の概要を学ぶ。歯科関係法規、その他の関係法規、社会保障、社会福祉や医療保険の全般を学
習し医療福祉専門職としての知識を深める。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

1)医療福祉専門職として必要な文章読解・考察力を身につけることができる。2)主体性・自律性を
持って医療福祉の問題に取り組むことができる。3)教科書のみならず、新聞、ニュースから社会の
現状を知るなど日常生活においても医療福祉の問題に関心をもち、自ら学習課題を捉えることがで
きる。

1.（講義）衛生行政の目的・沿革 （勝矢）

2.（講義）衛生行政の組織 （勝矢）

3.（講義）医療・地域保健に関する法規 （勝矢）

4.（講義）保健医療の動向 （勝矢）

5.（講義）社会保障制度（日本） （勝矢）

6.（講義）社会保障制度（諸外国） （勝矢）

7.（講義）社会保険総論 （勝矢）

8.（講義）医療保険・年金・雇用保険・労災 （勝矢）

9.（講義）社会福祉概論・生活保護制度 （勝矢）

10.(講義）介護保険・高齢者の福祉 （勝矢）

11.（講義）児童・障害者の福祉 （勝矢）

12.（講義）保健医療の実務 （勝矢）

13.(講義）衛生関係法（医師法・歯科医師法・歯科衛生士法） （熱田）

14.（講義）衛生関係法（看護師法等・医療法・薬事法・地域保健法） （熱田）

15.まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

歯科衛生士のための衛生行政・社会福祉・社会 保険 第7版

医歯薬出版

社会福祉六法、国民の福祉動向、厚生労働白書

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

LIFE・DESIGN株式会社

単位2講義 時間30

単位実技 時間

熱田 充 元長崎大学歯学部長



歯周予防処置実習 Ⅲ

歯科衛生学科
学年2 後期

単位１ 時間４０〔 〕

担当： 平野淑子

＜講義概要＞

歯科予防分野の基礎知識の理解を深め、歯周予防処置についての手技を獲得し、臨床に即した操
作実習を行う。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

1年後期から2年前期までの操作実習を踏まえ、手技および術式を確実なものとし、積極的態度で
実習に臨むようにしてほしい。また放課後などの時間を有効利用し、自主的に手技の練習をしてほ
しい。レポートは提出期限を厳守すること。

1－4.（実習）歯面清掃器の取り扱い

5－8.（実習）歯面研磨

9－12.（実習）PMTC

13－16.（実習）患者実習

17－19.（実習）全体のまとめと復習

20. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新DH教本歯科予防処置論・歯科保健指導論 医歯薬出版

最新DH教本 歯周病学 第2版 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

専任教員

単位講義 時間

単位1実技 時間40



歯科保存学

歯科衛生学科
学年2 前期

単位１ 時間３０〔 〕

担当： 介田 圭

＜講義概要＞

歯の硬組織疾患に対する診査・診断・診療から、修復材料と修復法の種類・特徴・適応などにつ
いて、臨床的な見地から講義を進める。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

・積極的な講義への参加
・分からないことについて自ら進んで調べ、学ぼうとする姿勢

1.（講義）総論①歯の保存療法と歯科保存学

2.（講義）総論②口腔診査

3.（講義）硬組織疾患ないし発育異常の種類と処置法、保存修復の適応症と禁忌症

4.（講義）齲蝕の病態と形成形態、処置ステップの流れと概要

5.（講義）アマルガム修復

6.（講義）レジン①ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄﾚｼﾞﾝ修復とは、ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄﾚｼﾞﾝの開発の経過

7.（講義）レジン②ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄﾚｼﾞﾝの組成と種類、ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄﾚｼﾞﾝの特徴

8.（講義）レジン③ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄﾚｼﾞﾝ修復の適応性、ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄﾚｼﾞﾝの修復の手順

9.（講義）セメント①セメント修復とは、セメント修復の種類と用途

グラスアイオノマーセメント修復

10.（講義）セメント②その他の修復用セメント、合着・裏層用セメント

11.（講義）ラミネートベニア修復

12.（講義）鋳造修復①鋳造修復とは、鋳造修復の特徴

13.（講義）鋳造修復②鋳造修復の適応症と禁忌症、鋳造修復の手順

14.（講義）その他の修復法

15. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

新歯科衛生士教本 保存修復学･歯内療法学 医歯薬出版

標準保存修復学 医学書院

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

単位1講義 時間30

単位実技 時間



歯内治療学

歯科衛生学科
学年2 前期

単位１ 時間３０〔 〕

担当： 介田 圭

＜講義概要＞

齲蝕等による炎症性病変の歯髄組織への波及程度により歯髄の保存療法・抜髄療法などが行われ
る。これらに対する基本的事項を十分に把握し、疾患の病態・診査・処置などに関する理解を深め
る。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

・積極的な講義への参加 ・分からないことについては随時質問すること。

1.（講義）概要①歯内療法とは

2.（講義）概要②歯の痛み

3.（講義）概要③歯髄・根尖性歯周組織疾患の分類・症状

4.（講義）概要④歯髄・根尖性歯周組織疾患の処置方針

5.（講義）歯科衛生士と歯内療法

6.（講義）歯髄の保存療法①歯髄鎮静療法

7.（講義）歯髄の保存療法②歯髄覆罩（覆髄）

8.（講義）歯髄の除去療法①歯髄切断法（断髄法）

9.（講義）歯髄の除去療法②抜髄・根管充填法

10.（講義）根治・根充①根管治療（感染根管治療）の基本概念

11.（講義）根治・根充②根管治療の術式

12.（講義）根治・根充③根管充填

13.（講義）外科的歯内療法

14.（講義）歯内療法における偶発症、歯内療法に使われる薬剤・器材

15. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

新歯科衛生士教本 保存修復学･歯内療法学 医歯薬出版

歯内療法学 永末書店

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

単位1講義 時間30

単位実技 時間



歯周治療学

歯科衛生学科
学年2 前期

単位１ 時間３０〔 〕

担当： 吉村篤利

＜講義概要＞

学習目標は以下のとおりである。
一般目標（ＧＩＯ）：歯周組織の健康を回復・維持することによって患者様のクオリティ・オブ・
ライフ（ＱＯＬ）の向上に貢献できる歯科衛生士になるために、歯周治療の臨床と診療補助に関す
る基本的な知識、技能および態度を身につける。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

学生には主体的、積極的姿勢で取り組むことが求められ、授業において疑問や不明な点を感じた
ときは、適時質問し、また、復習が必要になる。

行動目標（ＳＢＯｓ）：

（1）歯周疾患の病因と病態を説明できる。

（2）歯周治療の進め方を説明できる。

（3）歯周治療に対する患者の協力関係の確立に配慮できる。

（4）プラークコントロールの意義と方法を説明できる。

（5）口腔清掃指導を効果的に実施できる。

（6）スケーリングとルートプレーニングの目的と方法を説明できる。

（7）外科的歯周治療の方法を列挙できる。

（8）メインテナンス治療の意義と方法を説明できる。

1. （講義）歯周組織の構造 （鵜飼）

2－3.（講義）歯周病の病因論 （鵜飼）

4－5.（講義）歯周病の診査と診断 （鵜飼）

6－7.（講義）口腔清掃指導 （吉村）

8－10.（講義）スケーリングとルートプレーニング （吉村）

11.（講義）歯周外科治療 （中村）

12.（講義）咬合治療 （中村）

13.（講義）メインテナンス （中村）

14.（講義）まとめ （中村）

15．まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

新歯科衛生士教本 歯周治療学 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ 観察記録 ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

単位1講義 時間30

単位実技 時間

鵜飼 孝・中村弘隆 長崎大学病院



口腔外科学

歯科衛生学科
学年2 前期

単位１ 時間３０〔 〕

担当： 水野明夫

＜講義概要＞

 口腔外科学とは：歯顎口腔顔面領域～口腔を構成する軟組織（口唇、頰、舌、口腔底、硬口蓋粘
膜、軟口蓋、歯肉、歯槽粘膜、顎堤粘膜、咀嚼筋、舌骨上筋など）と硬組織（歯、上下顎骨、頰
骨）、及び顔面を含む隣接関連組織又は器官（顎関節、唾液腺、リンパ節、血管、神経など）～に
発生する疾患の診断と治療に関して考究する学問であり、その体系は、理論と技能から成り立つ。
ことに診療技術（技能）が臨床の場で駆使されることで、患者さまの福祉に貢献できることにな
る。1)口腔外科診断学2)口腔外科疾患学3)口腔外科治療学などから成る。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

基本的専門用語（術語）を確実に理解し、使用できるようにすることが大切です。

1.（講義）口腔外科の概要と診療における歯科衛生士のかかわり

2.（講義）主な疾患 先天性及び後天性異常（歯の異常、裂奇形、軟組織の異常、顎骨変形症）

3.（講義）主な疾患 損傷（歯の外傷、顎骨骨折）

4.（講義）主な疾患 局所感染症（口腔・顎骨の炎症）

 5.（講義）主な疾患 囊胞

6.（講義）主な疾患 悪性腫瘍

7.（講義）主な疾患 良性腫瘍、腫瘍類似疾患

8.（講義）主な疾患 唾液腺疾患

9.（講義）主な疾患 顎関節疾患

10.（講義）主な疾患 口腔粘膜疾患

11.（講義）主な疾患 神経疾患

12.（講義）主な疾患 口腔領域に症状を現す血液疾患・出血性要因

13.（講義）歯科麻酔（救急蘇生法を含む）

14.（講義）診察の実際、消毒と滅菌・診療へのかかわり（共同動作）

15. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新歯科衛生士教本 口腔外科・歯科麻酔 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

長崎大学名誉教授

単位1講義 時間30

単位実技 時間



小児歯科学

歯科衛生学科
学年2 前期

単位１ 時間３０〔 〕

担当： 西俣はるか

＜講義概要＞

小児は、常に成長発育を有する成人とは異なる個体であることを理解し、小児の口腔の健康を維
持し、健全な永久歯列を育成するために必要な知識、技能を習得するための講義を行います。とく
に小児歯科領域では、治療における診療介助だけではなく、母親教室等における歯ブラシ指導な
ど、他の歯科領域よりも衛生士として果たさなければならない役割が多いので、小児の口腔衛生指
導の重要性についても講義する予定です。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

講義を通じて、小児は成長・発達するもので成人の縮小型ではないことを理解し、小児の歯科診
療時の介助を行うに当たり、必要な基礎知識および実践的知識を習得することを望みます。特に一
般的な成人の歯科診療との相違点を使用器具、治療方法の面だけではなく、患児へのアプローチの
仕方や小児歯科診療室における衛生士としての役割を理解出来るようになることを望みます。

1.（講義）小児歯科概論

2.（講義）心身の発育、顔面頭蓋の発育

3.（講義）歯の発育と異常

4.（講義）乳歯幼若永久歯の特徴、小児の歯科疾患

5.（講義）歯列・咬合の発育と異常、小児の特徴と歯科的問題点

6.（講義）咬合誘導と保隙

7.（講義）小児歯科における診療体系、患児の対応法

8.（講義）診療補助の原則、定期健診（リコール）

9.（講義）診療補助1：診査・修復処置

10.（講義）診療補助2：歯内療法

11.（講義）診療補助3：外科処置

12.（講義）診療補助4：咬合誘導

13.（講義）心身障害児の歯科治療

14.（講義）小児疾患と歯科診療

15.まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新歯科衛生士教本 小児歯科 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ 小テスト ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

長崎大学病院

単位1講義 時間３0

単位実技 時間



矯正歯科学

歯科衛生学科
学年2 後期

単位１ 時間３０〔 〕

担当： 吉田教明・富永淳也

＜講義概要＞

歯科矯正学の基礎知識の習得と歯科矯正臨床の理解を深める。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

わからないことは積極的に質問すること。予習をしてくること。

1.（講義）歯科矯正学概論 （吉田）

2.（講義）成長・発育 （丸山）

3.（講義）正常咬合と不正咬合 （富永）

4.（講義）矯正歯科診断 （森田）

5.（講義）矯正歯科治療と力 －矯正力・顎整形力・保定－ （丸山）

6.（講義）矯正歯科患者と口腔保健管理 （富永）

7.（講義）矯正装置 （丸山）

8.（講義）矯正歯科治療の実際 （丸山）

9.（講義）矯正歯科診断にかかわる業務 （森田）

10.（講義）成人矯正・口腔顎顔面の形成異常と変形 （丸山）

11.（講義）矯正歯科診療時の業務 （森田）

12.（講義）歯の埋伏と歯数の異常 （丸山）

矯正歯科治療時のトラベルへの対応

健康保険が適用される矯正歯科治療

13.（講義）器材・資料・文書の管理 （富永）

14.（講義） 口腔筋機能療法 （富永）

15. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新DH教本 咀嚼障害・咬合異常2 歯科矯正 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

単位1講義 時間30

単位実技 時間

丸山陽市 長崎大学病院



高齢者歯科疾患論

歯科衛生学科
学年2 前期

単位１ 時間２０〔 〕

担当： 熱田 充

＜講義概要＞

年を取った人たちが病気にかかると、同じ病気でも出る症状が若い人とは異なってくる。一人で
多くの疾患を持ち、症状が定型的ではなく顕著に出にくく、かつ慢性化することが多い。また合併
症を併発しやすく薬の副作用が出やすい。精神・神経症状を伴うことが多く、患者さんの予後が環
境や社会的な面に左右されやすい。こうした有病の高齢者の歯科治療を行うに際して配慮すること
や、歯科衛生士の役割についてお話しする。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

従来、歯科の治療の対象者は診療所まで来れる比較的健康な人が主であった。高齢化社会にな
り、高齢者歯科の専門外来設置や寝たきり患者さんへの訪問診療など門戸は広がっている。有病高
齢者の口腔内の治療には全身状態の把握が重要であり、医師・看護師等と連携を取りながら診療に
あたることも少なくない。そうした際に歯科チームの歯科衛生士として臆せず意欲的に取り組める
よう学習してほしい。

1.（講義）高齢者はどこが違うか？

2.（講義）高齢者の口の中は？

3.（講義）薬および接し方の配慮は？

4.（講義）診療と診療補助をどうする？

5.（講義）管理・指導はどうする？

6.（講義）要介護高齢者に歯科衛生士はどうする？

7.（講義）訪問歯科保健指導とは？その１

8.（講義）訪問歯科保健指導とは？その２

9.（講義）復習

10. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新歯科衛生士教本 高齢者歯科 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ 毎回行う小テストの成績を評価に加える ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

元長崎大学歯学部長

単位1講義 時間20

単位実技 時間



障害者歯科疾患論

歯科衛生学科
学年2 後期

単位１ 時間２０〔 〕

担当： 野上朋幸・鮎瀬てるみ

＜講義概要＞

障害者歯科の特質を理解し、障害者に対する診療を行う上での問題点や対策を学習する。障害者
歯科における歯科衛生士の役割について学習する。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

講義を通じて「ノーマライゼーション」という概念と、歯科衛生士の役割の重要性を理解して欲
しい。

1.（講義）障害者の現状 （鮎瀬）

2.（講義）障害者の歯科診療 （野上）

3.（講義）障害の種類と歯科的特徴 （野上）

4.（講義）障害者と薬剤 （鮎瀬）

5.（講義）障害者歯科における歯科衛生士の役割 （久松）

6.（講義）障害者の歯科診療と歯科診療補助 （鮎瀬）

7.（講義）障害者の口腔保健管理 （久松）

8.（講義）障害者の歯科保健指導の留意点と指導の実際 （野上）

9.（講義）障害者歯科医療・保健施設における歯科衛生士の役割 （鮎瀬）

10. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新歯科衛生士教本 障害者歯科第2版 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

単位1講義 時間20

単位実技 時間

久松徳子 長崎大学病院



歯科放射線学

歯科衛生学科
学年2 前期

単位１ 時間２０〔 〕

担当： 片山郁夫

＜講義概要＞

放射線の基礎的知識およびＸ線の性質について理解する。歯科用Ｘ線撮影装置の概要について学
ぶとともに、その撮影補助、フィルムの現像と管理について理解する。放射線防護について理解す
る。その他、最新の画像診断法についてもその概要を理解する。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

毎回、その回の授業内容の重要ポイントについての小テストを実施します。しっかり講義を聞い
て、わからない点はその都度質問してください。

1.（講義）放射線の基礎的知識

2.（講義）歯科用エックス線装置と各種エックス線装置

3.（講義）エックス線画像の形成

4.（講義）口内法の補助と口外法の補助

5.（講義）デジタルエックス線撮影システム

6.（講義）エックス線写真の正常解剖

7.（講義）特殊検査（CT、MRI、US等）

8.（講義）放射線生物学と放射線治療

9.（講義）放射線防護と管理

10.まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

わかりやすい歯科放射線学 第2版 学建書院

＜評価方法＞

その他：（ 出席、小テスト ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

単位1講義 時間２０

単位実技 時間



齲蝕予防処置実習 Ⅱ

歯科衛生学科
学年2 前期

単位１ 時間３０〔 〕

担当： 滝川昭子

＜講義概要＞

齲蝕予防処置に関する知識・技術の習得と各自が生活のなかで行えるセルフケアや歯科医師・歯
科衛生士による施術的な手段を学ぶ。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

課題レポートは、期限を守り、積極的に取り組んでほしい。

1－2.（実習）講義の復習・実技確認テスト

3－5.（実習）齲蝕予防処置について

6－9.（実習）フッ化物について

10－14.（実習）鍍銀法・小窩裂溝塡塞について

15.まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

歯科衛生士のための齲蝕予防処置法 医歯薬出版

新・フッ化物ではじめるむし歯予防 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

専任教員

単位講義 時間

単位1実技 時間30



齲蝕予防処置実習 Ⅲ

歯科衛生学科
学年2 後期

単位１ 時間３０〔 〕

担当： 滝川昭子・平野淑子

＜講義概要＞

齲蝕予防処置に関する知識・技術の習得と各自が生活のなかで行えるセルフケアや歯科医師・歯
科衛生士による施術的な手段を学ぶ。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

課題レポートは、期限を守り提出し、積極的に取り組んでほしい。

1－2.（実習）講義復習・実技確認テスト

3－9.（実習）齲蝕活動性試験について

10－14.（実習）各項目の復習

15. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

歯科衛生士のための齲蝕予防処置法 医歯薬出版

新 フッ化物ではじめるむし歯予防 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

専任教員

単位講義 時間

単位1実技 時間30



歯周予防処置実習 Ⅱ

歯科衛生学科
学年2 前期

単位２ 時間８０〔 〕

担当： 平野淑子・滝川昭子

＜講義概要＞

1年生での実習を基礎とし、さらなる手技の習得を図る。また基礎実習とマネキン実習で身につけ
た技術によって、相互実習を通じ、それぞれの立場での心構えや技術を学ぶ。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

知識とともに“手技”を伴った実習なので真剣に積極的に取り組んでほしい。“手技”は確かに
難しいところはあるが、基本的なことから順序よく積み上げていけば必ず自分のものにすることが
できると考える。それを踏まえて体調管理に留意し、欠席しないようにすること。放課後などの空
いた時間を有意義に活用してほしい。身だしなみは医療職としての基本なので常に整える。課題レ
ポートは提出期限を厳守する。

1－10.（実習）手用スケーラー操作実習（１）

11－14.（実習）シャープニング

15－19.（実習）手用スケーラー操作実習（２）

20－23.（実習）手用スケーラー操作相互実習（３）

24－25.（実習）歯面研磨（マネキン実習）

26－29.（実習）歯面研磨（相互実習）

30－31.（実習）超音波スケーラー実習（マネキン実習）

32－35.（実習）超音波スケーラー実習（相互実習）

36－37.（実習）エアスケーラー、エアフロー相互実習

38－39.（実習）患者実習

40.まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新DH教本 歯科予防処置論・歯科保健指導論 医歯薬出版

最新DH教本 歯周病学 第2版 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

専任教員

単位講義 時間

単位2実技 時間80



歯科保健指導実習 Ⅱ

歯科衛生学科
学年2 前期

単位１ 時間４０〔 〕

担当： 岩本和美・朝長円香

＜講義概要＞

臨地実習前に1年生で学んだ知識・技法をHOW TOとして積み上げることではなく、学内実習を通じ
て、具体的な問題の解決方法を導き出し考えていくかということが中心となる。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

世の中の身体、口腔に関する情報収集・整理に努めてください。

1－3. （実習）指数について

4－6. （実習）学校歯科保健実習

7－12．（実習）歯科衛生過程

13－15.（実習）ライフステージ別小集団指導法実習

16－19.（実習）訪問口腔衛生指導実習

20. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新DH教本 歯科予防処置論・歯科保健指導論 医歯薬出版

よくわかる歯科衛生過程 医歯薬出版

しっかり身につく歯科衛生ｹｱﾌﾟﾛｾｽ演習帳 医歯薬出版

歯 歯と口の健康百科 医歯薬出版

歯科衛生士 ｸｲﾝﾃｯｾﾝｽ出版

デンタルハイジーン 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ 小テスト ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

専任教員

単位講義 時間

単位1実技 時間40



歯科保健指導実習 Ⅲ

歯科衛生学科
学年2 後期

単位１ 時間３０〔 〕

担当： 岩本和美・朝長円香

＜講義概要＞

臨地実習前に1年生で学んだ知識・技法をHOW TOとして積み上げることではなく、学内実習を通じ
て、具体的な問題の解決方法を導き出し考えていくかということが中心となる。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

世の中の身体、口腔に関する情報収集・整理に努めてください。

１－2.（実習）症例検討実習

3. （実習）歯科衛生過程

4－8. （実習）歯科衛生過程

9－14 （実習）問診・面接・口腔清掃指導実習

15. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

最新DH教本 歯科予防処置論・歯科保健指導論 医歯薬出版

よくわかる歯科衛生過程 医歯薬出版

しっかり身につく歯科衛生ｹｱﾌﾟﾛｾｽ演習帳 医歯薬出版

歯と口の健康百科 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

専任教員

単位講義 時間

単位1実技 時間30



歯科診療補助実習 Ⅲ

歯科衛生学科
学年2 前期

単位１ 時間４０〔 〕

担当： 朝長円香・岩本和美

＜講義概要＞

歯科診療補助論、歯科診療補助実習Ⅰ・Ⅱで学んだ術式に沿って、器材の受け渡し・ライティン
グ・バキュームテクニックを習得し、的確な診療補助を学ぶ。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

課題レポートは期限を守り提出し、積極的に取り組んでほしい。

1－4. （実習）スタディーモデル作製

5－8. （実習）コンポジットレジン修復

9－14.（実習）ラバーダム防湿

15－19.（実習）口腔内写真撮影

20. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

新DH教本 歯科診療補助 / 最新DH教本 歯科診療補助

新歯科衛生士教本 歯科器械の知識と取り扱い 医歯薬出版

歯科医療における院内感染予防マニュアル ＆ 研修テキスト

歯科衛生士のための補綴科ｱｼｽﾄﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 学建書院

器材準備マニュアル第6版 口腔保健協会

新人歯科衛生士のためのﾎﾟｹｯﾄﾏﾆｭｱﾙ 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

専任教員

単位講義 時間

単位１実技 時間40



歯科診療補助実習 Ⅳ

歯科衛生学科
学年2 後期

単位１ 時間４０〔 〕

担当： 朝長円香・岩本和美

＜講義概要＞

基礎知識を踏まえ、臨地実習に向けた具体的な診療の流れ、アシスタント業務を学び、歯科材料
の種類と取り扱いや技術、対象者への説明法などを習得し、臨床に対応できる能力を養う。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

課題レポートは、期限を守り提出し、積極的に学んでほしい。

1－6. （実習）暫間被覆冠作製

7－11.（実習）歯科用器材および材料の取り扱い

12－15.（実習）セッティング実習

16－19.（実習）Ⅰ～Ⅳ各項目復習

20. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

新DH教本 歯科診療補助 / 最新DH教本 歯科診療補助

新歯科衛生士教本 歯科器械の知識と取り扱い 医歯薬出版

歯科医療における院内感染予防マニュアル ＆ 研修テキスト

歯科衛生士のための補綴科ｱｼｽﾄﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 学建書院

器材準備マニュアル 第6版 口腔保健協会

新人歯科衛生士のためのﾎﾟｹｯﾄﾏﾆｭｱﾙ 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

専任教員

単位講義 時間

単位1実技 時間40



医療事務 Ⅰ

歯科衛生学科
学年2 後期

単位１ 時間１５〔 〕

担当： 滝川昭子

＜講義概要＞

医療事務としての受付から会計までの流れを把握し、カルテやレセプトの算定方法・演習を交え
ながら対象者への対応を学ぶ。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

課題レポートは、期限を守り提出し、積極的に取り組んでもらいたい。

1. （講義）医療事務について

2. （講義）受付の事務知識と業務

3. （講義）診療報酬システム

4. （講義・演習）保険証・診療録について

5. （講義・演習）診療内容について

6－7.（講義・演習）受付対応の作法

8. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

新DH教本 歯科診療補助 受付応対・事務 医歯薬出版

ﾃﾞﾝﾀﾙｽﾀｯﾌのための歯科保険診療ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 全国保団連合

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

専任教員

単位1講義 時間15

単位実技 時間



臨地実習 Ⅰ

歯科衛生学科
学年2

単位６ 時間２７０〔 〕

担当：

＜講義概要＞

第2学年の臨地実習では、これまで学習してきた知識・技術をより深いものとし、社会人、医療人
としての倫理や医療現場での歯科衛生士の役割を学び、医療従事者としての基本的な態度を身につ
ける実習として位置づけている。また一般歯科診療室以外の特色ある施設で全身状況、口腔内状況
を把握し、生活の場面における歯科衛生士の役割、集団歯科保健指導や健康診査の役割を認識し、
活動を学ばせる。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

対象者の方へは常に尊敬の念を持って接する。実習生であるという自覚を持って行動する。

＜教科書＞

＜参考書＞

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

単位講義 時間

単位6実技 時間270



口腔リハビリテーション論

歯科衛生学科
学年2 後期

単位１ 時間２０〔 〕

担当： 久松徳子・山口大樹

＜講義概要＞

摂食機能の低下では様々な全身疾患に起因するが、口腔ケアや機能訓練を中心とした摂食・嚥下
リハビリテーションでの対応が重要である。本講義では口腔リハビリテーションの意義・目的を理
解し、診断、訓練、代償法について学ぶ。また摂食機能障害に伴う誤嚥性肺炎や栄養障害などの諸
問題について検討し、歯科衛生士としての役割について学ぶ。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

口腔リハビリテーションは、病院、施設、在宅はもちろん一般歯科医院においても重要な診療分
野であり、あらゆる歯科臨床と密接な関連を持っている。可能な限り実際の臨床場面を想定して、
理論と実技を習得してほしい。

1.（講義）摂食・嚥下のメカニズム久 （久松）

2.（演習）摂食・嚥下障害の診断と評価Ⅰ （久松）

3.（講義）摂食・嚥下訓練Ⅰ（間接訓練） （久松）

4.（講義）摂食・嚥下訓練Ⅱ（直接訓練） （久松）

5.（演習）摂食・嚥下訓練Ⅲ（実習） （久松）

6.（演習）摂食・嚥下訓練Ⅳ（実習） （山口）

7.（講義）嚥下食と栄養管理 （山口）

8.（講義）摂食・嚥下障害患者の口腔ケア （山口）

9.（講義）地域連携と症例 （山口）

10. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

歯科衛生士のための摂食・嚥下ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 医歯薬出版

セミナーわかる摂食・嚥下ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 医歯薬出版

嚥下障害ポケットマニュアル 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

長崎大学病院

単位1講義 時間20

単位実技 時間



総合学習 Ⅰ

歯科衛生学科
学年2 前期

単位１ 時間１５〔 〕

担当： 専任教員

＜講義概要＞

3学年の衛生研究に繋げる準備段階的位置づけである。専門領域での学習方法を通して、疑問を探
求し、自己のテーマへと繋げていく。また学外学習、研修会に参加し、歯科衛生士としての幅広い
知識・技術を習得する。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

積極的に取り組むこと。クラスの一員、チームの一員としての役割を考え行動する。定められた
ことをやるのではなく、自ら探求心を持ってすすめてほしい。

・班ごとの学習方法で行う。

・学習方法等の相談にのる。

・学生がテーマを決定できるようアドバイスを行う。

＜教科書＞

＜参考書＞

ﾎﾟｲﾝﾄﾁｪｯｸ 歯科衛生士国家試験対策①②③④⑤ 医歯薬出版

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

単位1講義 時間15

単位実技 時間



総合学習 Ⅱ

歯科衛生学科
学年2 後期

単位１ 時間１５〔 〕

担当： 専任教員

＜講義概要＞

3学年の衛生研究に繋げる準備段階的位置づけである。専門領域での学習方法を通して、疑問を探
求し、自己のテーマへと繋げていく。また学外学習、研修会に参加し、歯科衛生士としての幅広い
知識・技術を習得する。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

積極的に取り組むこと。クラスの一員、チームの一員としての役割を考え行動する。定められた
ことをやるのではなく、自ら探求心を持ってすすめてほしい。

・班ごとの学習方法で行う。

・学習方法等の相談にのる。

・学生がテーマを決定できるようアドバイスを行う。

＜教科書＞

＜参考書＞

歯科衛生士 国家試験完全攻略2017版 日本医歯薬研

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

単位1講義 時間15

単位実技 時間



総合講義 Ⅱ

歯科衛生学科
学年3 後期

単位3 時間６０〔 〕

担当： 専任教員

＜講義概要＞

基礎分野・専門基礎分野・専門分野の知識を整理し、理解をより深め、国家試験に対応できる力
を養う。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

積極的に講義に取り組んでほしい。

指導教員も元、学習方法を検討し実施する。

＜教科書＞

＜参考書＞

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

単位3講義 時間60

単位実技 時間



総合講義 Ⅰ

歯科衛生学科
学年3 前期

単位1 時間２０〔 〕

担当： 専任教員

＜講義概要＞

基礎分野・専門基礎分野・専門分野の知識を整理し、理解をより深め、国家試験に対応できる力
を養う。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

積極的に講義に取り組んで欲しい。

指導教員の元、学習方法を検討し実施する。

＜教科書＞

＜参考書＞

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

単位1講義 時間20

単位実技 時間



医療事務 Ⅱ

歯科衛生学科
学年3 後期

単位１ 時間１５〔 〕

担当： 岩本和美

＜講義概要＞

医療事務として受付から会計までの流れを把握し、カルテやレセプトの算定方法・演習を交えな
がら対象者への対応を学ぶ。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

課題レポートは、期限を守り提出し、積極的に取り組んでもらいたい。

1－2.（講義） 医療事務・受付業務について

3－4.（講義・演習）診療報酬システム

5. （講義・演習）受付応対の作法について

6. （講義・演習）電話応対について

7. （講義・演習）クレーム対応について

8. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

新DH教本 歯科診療補助 受付応対・事務 医歯薬出版

ﾃﾞﾝﾀﾙｽﾀｯﾌのための歯科保険診療ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ 全国保団連合

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

専任教員

単位1講義 時間15

単位実技 時間



臨地実習Ⅱ

歯科衛生学科
学年3

単位１５ 時間６７５〔 〕

担当：

＜講義概要＞

第3学年の臨地実習は、歯科衛生士教育の総括的な収斂の場と位置づけ、学習した内容を具体的に
実践する。対象者を把握した上で、チーム医療の一員としての歯科衛生士の役割を認識し適切な行
動ができるように実習する。また各実習施設の特徴に合わせて、訪問歯科診療や地域保健活動も積
極的に実施させたい。さらに、一般歯科診療室以外の特色ある施設で全身状況、口腔内状況を把握
し、生活の場面における歯科衛生士の役割、集団歯科保健指導、保健センターや健康診査の役割を
認識し、活動を学ばせる。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

対象者の方へは常に尊敬の念を持って接する。実習生であるという自覚を持って行動する。

＜教科書＞

＜参考書＞

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

単位講義 時間

単位15実技 時間675



地域リハビリテーション

歯科衛生学科
学年3 後期

単位１ 時間１５〔 〕

担当： 牧山美穂

＜講義概要＞

地域リハビリテーションの概要を捉え、地域における医療従事者として、具体的な地域での関り
方を学習する。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

「障害のある人々や老人が住み慣れたところで、そこに住む人々とともに、一生安全にいきいき
とした生活が送れるよう」にするために、歯科衛生士としてどんな活動ができるか考えてほしい。

1.（講義）地域リハビリテーションとは

2.（講義）社会資源と諸サービスⅠ

3.（講義）社会資源と諸サービスⅡ

4.（講義）介護保険や諸制度と地域リハビリテーションⅠ

5.（講義）介護保険や諸制度と地域リハビリテーションⅡ

6.（演習）介護施設見学（入院～在宅支援まで）

7.（講義）事例検討

8. まとめ

＜教科書＞

＜参考書＞

地域リハビリテーション論 Ver．6 三輪書店

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

専任教員

単位1講義 時間15

単位実技 時間



歯科衛生研究

歯科衛生学科
学年3 後期

単位１ 時間２０〔 〕

担当： 専任教員

＜講義概要＞

2年生で疾患についてまとめた内容を踏まえて、臨地実習を通してさらに深めた研究とする。研究
を行なうためには3年間で学んだ総合的な知識が必要である。また、研究に携わることによって色々
な現象に対して問題意識を持ち、その原因を追究する姿勢を養って欲しい。

＜学生への要望＞

＜授業内容＞

限られた時間の中で研究を進めるために、計画的に積極的に取り組んでもらいたい。

・研究の内容、方法等の相談、アドバイスを行う。

＜教科書＞

＜参考書＞

＜評価方法＞

その他：（ ）

定期試験 レポート 出席状況 授業態度

単位1講義 時間20

単位実技 時間


