
年次 1 必修科目 実務経験

授業形態 無

（英） Communication Science 時間数 15 開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 1 開講期間 4/7～6/23

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

到達目標
・聞く、話す、読む、書くの４つの技法を用いて、医療従事者として問題を解決できるコミュニケーション力を身につけることができる。
・自己理解、他者理解を積み重ね、自己を信頼できるようになる。

科目名 コミュニケーション基礎
科目

責任者
馬場　知子

演習

授業回数 8

講師紹介
歯科技工士として歯科大学附属病院、自費技工専門の歯科技工所、歯科診療所技工室での実務経験を有する教員が
必要な基本的な知識・技術を身につけられるよう授業を行う。

目的 自己信頼を身につけるために、自己理解と他者理解を積み重ねて、コミュニケーション技法を習得する。

自己理解、他者理解、自己信頼を育てる為に、言葉を使って自分なりに考え、他者と考えを通じ合わせ　「聞く」「話す」
「読む」「書く」をグループワークを通じて理解する。

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。
評価は、レポート（課題提出）をそれぞれ１００点満点で採点し、その平均値を算出する。提出日は開講日に別途指示する。

□　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　■　レポート

めきめき本物の国語力が身につく～コミュニケーション技法

事前事後
学習と

その内容

【事前学習】
積極的に授業に参加できるようテキストを読み返しておく。

別途、授業内で紹介する。

特記事項
体験学習「積極的に参加した事を振返る」
グループ学習「グループで対話し、意見をまとめる

授　業　計　画

授業内容

1
（4/7）

３つの習慣 講義
夢を実現するための『３つの良い習慣』
良い習慣、悪い習慣を知る。

2
人間関係を深める技法
（コンセンサスゲーム）

実習
自分と他人の考え方や価値観の違いを知る。
結論を導くための論理的な思考、情報の整理力を向上させる。
それぞれの意見をまとめ、全員が納得する結論を導き出す。

3 聞き上手の技法１ 講義
課題図書を読んで感じたことを発表する。
伝達ゲームをする。
コミュニケーション技法の目的と目標を知る。

4 聞き上手の技法２ 講義
課題図書を読んで感じたことを発表する。
「聞き取りゲーム」でコミュニケートする。
「聞き上手になるには」についてグループ学習でコミュニケートする。

5 話し上手の技法１ 講義
課題図書を読んで感じたことを発表する。
「話し上手ゲーム」でコミュニケートする。
「どんな発表がわかりやすかったか」についてグループ学習でコミュニケートする。

8
（6/23）

自分探しの技法 講義
課題図書を読んで感じたことを発表する。
「自分らしさ探し」でコミュニケートする。
「学習振り返りシート」に記入をする。

6 話し上手の技法２ 講義
課題図書を読んで感じたことを発表する。
「売り込みゲーム」でコミュニケートする。
「売り込み成功のコツは」についてグループ学習でコミュニケートする。

7 書き上手の技法 講義
課題図書を読んで感じたことを発表する。
「自己ＰＲ大会」でコミュニケートする。
「自分らしさはどこにあるか」についてグループ学習でコミュニケートする。



年次 1 必修科目 実務経験

授業形態 無

（英） Pen calligraphy-Basic 時間数 15 開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 1 開講期間 4/20〜6/8

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

到達目標
・読み手が読みやすい字を描くことを心掛けることができるようになる。
・進学時や就職時に印象のよい、読みやすい履歴書が描けるようになる。

科目名 ペン字基礎
科目

責任者
藤林　殊巳

演習

授業回数 8

講師紹介
幼稚園教諭を経て、大手新聞社資料記者として様々な角度から日本を見つめる。現在もカウンセラーとして教育業界に長く関わり、生涯学習教室を30
年経営。講師として5校の教鞭をとるかたわら、三代続く家業の女将として経営にかかわる講師が行う安定感のある授業です。講師は、文部科学大臣
より生涯スポーツ功労賞受賞。美しいく読みやすい字こそが、相手への思いやりと常々考え、字が上達するテクニックを指導する講義です。

目的 進学時や就職時により印象のよい履歴書が描けるように印象的な文字を習得する。

硬質書写技能検定取得を目指すとともに、他者から読みやすい文字を描けるようになることを目標とする。

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。
評価は、筆記試験を１００点満点として評価する。

■　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　□　レポート

美しく正しい字が書けるペン字練習帳（新星出版社）

事前事後
学習と

その内容

【事前学習】:シラバスおよび教科内容の確認を行うこと。
【事後学習】各授業のプリント教材において内容の確認、見直しを行
う。

特記事項
講義及び提示資料について、著作権のある資料を用いた場合を除
き、　写真撮影及び録音録画を許可する。

授　業　計　画

授業内容

1
（4/20）

きれいな字を書くためのポイント 講義 まずは姿勢を正しく　・自分のくせ字を直す　・お手本を正しく模写する。

2 正しいペンの持ち方 実習 日常書く７０％は、ひらがな、ひらがなの基本を学ぶ。

3 漢字の練習 実習 漢字のポイントを学ぶ(点、はね、はらいといった要素の練習を行う）。

4 履歴書 講義 氏名、住所、学歴を正しく書く。

5 履歴書 講義 自己PRを学ぶ(自分を見つめなおす）。

8
（6/8）

まとめ・定期テスト 講義 丁寧な字で履歴書を完成させる。

6 履歴書 講義 自己PRを完成させる(美しい文字で書く）。

7 履歴書 講義 志望動機を完成させる(将来の自分像を頭に描き、将来の進路を見つめる）。



年次 1 必修科目 実務経験

授業形態 有

（英） Fundamentals of Information Technoligy 時間数 15 開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 1 開講期間 4/23～6/11

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

到達目標
・Windows(Word、Excel、PowerPoint)の基本的な操作ができるようになる。
・新しいテクノロジーや情報を扱うための基本的な知識や注意点を理解し、正しくWebメールを活用できるようになる。
・PowerPointを利用し、聴衆者に伝わるレポートの作成ができる。ようになる。

科目名 情報技術基礎
科目

責任者
原田　美穂

演習

授業回数 8

講師紹介
コンピュータ関連企業、(株)ブレーンスタッフコンサルタンツにてネットワーク事業の実務経験を有した講師が、卒業研究や就職後に
必須となるパソコンスキルについての授業を行う。

目的 安全にインターネットを利用できる技術を習得する。PowerPointを利用し、効果的なスライド作成の技術を習得する。

授業の前半では、新しいテクノロジーや情報を扱うための基礎的な知識や注意点について、Webメールの活用法を事例を通じて考え、
後半では、PowerPointの基本的操作を学び、聴衆者に伝わることを目標にレポート作成する。

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。
評価は、実技試験として「課題提出」を２０点、及びレポートを８０点として１００点満点とする。提出日は開講日に別途指示する。

□　筆記試験　　　□　口頭試験　　　■　実技試験　　　□　論文　　　■　レポート

e-learning（インターネット上のテキスト）

事前事後
学習と

その内容

【事後学習】
e-learning（インターネット上のテキスト）で次回講義までに
不明な操作を確認しておく

なし

特記事項
テキストには、専門学校の学生に必要なスキルに特化した、
オリジナルのe-lerninng(インターネット上のテキスト)を使用します。

授　業　計　画

授業内容

1
（4/23）

＜CCT入門1＞
タイピング基礎を身につけ、
Windowsの基礎的な操作ができる。

講義
タイピングの基礎と測定をする。・Windows(Word、Excel、PowerPoint)の基礎的な操作をす
る。

2
＜CCT入門2＞
情報やWebメールを正しく活用できる。

講義
Webメールの使用方法を知る。
インターネット情報の理解と、安全な使用方法を知る。

3
＜PowerPoint1　基本操作＞
プレゼンテーションソフトの
基本操作ができる。

講義
レベル（インデント）の設定や、行頭文字を操作することができるようになる。
ノートの作成や、スライドショーを実行することができるようになる。

4
＜PowerPoint2　表現力を上げる＞
図形や画像を活用したスライドを
作成できる。

講義
ワードアートの挿入、画像の挿入、テキストボックスの挿入、
図形の作成と調整ができるようになる。

5
＜PowerPoint3　動きを付ける＞
スライドに動きを付けスライドを
完成する。

講義
画面切り替え効果の設定、アニメーション効果の設定ができるようになる。
リハーサルをするようになる。

8
（6/11）

＜PowerPoint試験＞ 講義 規定時間内に指示された内容のレポートを作成することができるようになる。

6
＜PowerPoint4　発表＞
作成したスライドを使って発表できる。

実習
作成したスライドを用いての発表を実践する。
リフレクションを通じて発表についての改善点を振り返る。

7 ＜PowerPoint試験対策＞ 講義 学習した全学習内容の復習操作を通じて理解を深める。



年次 1 必修科目 実務経験

授業形態 無

（英） Business manners 時間数 15 開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 歯科技工士科Ⅱ部 単位 1 開講期間 4/27～6/15

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

到達目標
・会社で働くときに知っておいた方がよい社会常識がわかるようになる。
・人と接するときに良い印象を持ってもらえる言葉づかいや態度などのコミュニケーション能力を身につける。
・仕事をするときに知っておいた方がよいビジネスマナーを身につける。

科目名 ビジネスマナー
科目

責任者
藤林　殊巳

講義・演習

授業回数 8

講師紹介
幼稚園教諭を経て、大手新聞社資料記者として様々な角度から日本を見つめる。現在もカウンセラーとして教育業界に長く関わり、生涯学習教室を30
年経営。講師として5校の教鞭をとるかたわら、三代続く家業の女将として経営にかかわる講師が行う安定感のある授業です。講師は、文部科学大臣
より生涯スポーツ功労賞受賞。様々な角度からビジネスマナーが身につく講義です。

目的 社会常識や人と接するときに良い印象を持ってもらえる言葉づかいや態度などのコミュニケーション能力を習得する。

社会人として必要な基礎力と行動力を身につけることを目標とする。

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。
評価は、筆記試験を１００点満点として評価する。

■　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　□　レポート

社会人常識マナー公式テキスト（公益社団法人）全国経理教育界

事前事後
学習と

その内容

【事前学習】:シラバスおよび教科内容の確認を行うこと。
【事後学習】各授業のプリント教材において内容の確認、見直しを行
う。

別途、授業内で紹介する。

特記事項
講義及び提示資料について、著作権のある資料を用いた場合を除
き、　写真撮影及び録音録画を許可する。

授　業　計　画

授業内容

1
（4/27）

日本人の考え方
講義
演習

人との調和を大切にする日本人の「和の精神」を学ぶ。

2 日本の生活と文化
講義
演習

日本の行事を学ぶ　・就職活動について　・在留資格について正しい知識を学ぶ。

3 人間関係を築くコミュニケーションの基本 演習 コミュニケーションの基本を学ぶ　・よい身だしなみとは　・漢字の良い挨拶とは。

4 社内外の人とのコミュニケーション
講義
演習

社内、社外の人とのコミュニケーションを学ぶ　・文書によるコミュニケーションを学ぶ。

5 職場のルールとトラブル
講義
演習

社会人のタブー　・機密保持の重要性を学ぶ　・ハラスメントとは何かを学ぶ。

8
（6/15）

まとめ・定期テスト
講義
演習

日本のサービスやおもてなしは、世界一といわれる理由など総復習を行う。

6 仕事をスムーズに行うためのマナー
講義
演習

パソコンや携帯電話の取り扱いについて学ぶ。

7 日常生活のマナー
講義
演習

食事のマナー　・近隣住人へのマナー　・公共のマナー　・交通機関でのマナーを学ぶ。



年次 1 必修科目 実務経験

授業形態 無

（英） Internship 時間数 15 開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 1 開講期間 7/1～9/20

目的

教科書 なし

参考図書 必要なときに紹介します。

回数 授業テーマ 授業形態

到達目標
・日本の歯科技工士の働き方について説明できるようになる。
・日本の歯科技工技術レベルについて説明できるようになる。

科目名 インターンシップ
科目

責任者 馬場　知子
演習

授業回数 8

講師紹介
歯科技工士として歯科大学附属病院、自費技工専門の歯科技工所、歯科診療所技工室での実務経験を有する教員が
歯科技工所見学歯科技工業界に必要な基本的な知識・技術を身につけられるよう授業を行う。

日本の歯科業界の現場を見学し、日本の歯科医療の技術レベルや働き方を理解する。

科目概要 日本における代表的な歯科技工所の見学を通じて、日本の歯科医療技術のレベルを理解する。

1
（7/1）

歯科技工所見学① 演習
歯科技工所の見学を通じて臨床現場で働くことを理解し、将来の自分のイメージを持
つことができる。

評価方法

学則に定める評価とする。100～90点A（4.0）、89～80点B（3.0）、79～70点C（2.0）、69～60点D（1.0）、59点以下を不合格とする。（　）内はGPA。

欠席日数が学則に定める授業時間の３分の１を超える者は、試験を受けることができない。

評価は、各回レポートの評価を１００点満点とし、平均点にて行う。レポートの提出日については開講日に別途指示する。

□　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　■　レポート

事前事後
学習と

その内容

【事前学習】訪問する企業、就業体験企業のホームページや
　　　　　　　求人票の 確認を推奨する。
【事後学習】得られた経験をレポートへまとめ、経験を
　　　　　　 振り返る。特記事項

見学及び就業体験の際には著作権のある資料を除き、許可を得て
写真撮影を行い、担当者からのフィードバックも残しておくこと。

授　業　計　画

授業内容

2 歯科技工所見学① 演習
歯科技工所の見学を通じて臨床現場で働くことを理解し、将来の自分のイメージを持
つことができる。

3 歯科技工所見学① 演習
歯科技工所の見学を通じて臨床現場で働くことを理解し、将来の自分のイメージを持
つことができる。

4 歯科技工業界の現状① 講義
企業の方の講演を通じて自身の課題、将来像について理解し、レポート作成を行うこ
とができるようになる。

5 歯科技工業界の現状② 講義
企業の方の講演を通じて自身の課題、将来像について理解し、レポート作成を行うこ
とができるようになる。

8
（9/20）

歯科技工業界の現状⑤ 講義
企業の方の講演を通じて自身の課題、将来像について理解し、レポート作成を行うこ
とができるようになる。

6 歯科技工業界の現状③ 講義
企業の方の講演を通じて自身の課題、将来像について理解し、レポート作成を行うこ
とができるようになる。

7 歯科技工業界の現状④ 講義
企業の方の講演を通じて自身の課題、将来像について理解し、レポート作成を行うこ
とができるようになる。



年次 1 必修科目 実務経験

授業形態 有

（英） Occlusion-Basic Ⅰ 時間数 15 開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 1 開講期間 6/6～6/27

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

到達目標
日本の歯科医療システムと専門職についてより深く説明することができるようになる。
・歯や口腔の概説、歯の形態的特徴についてより深く理解し、説明することができるようになる。
・歯科技工の重要性及び歯科技工物についての構成、技工操作手順についてより深く説明することができるようになる。

科目名 嚙み合わせ基礎Ⅰ
科目

責任者
鵜飼　芳行

講義

授業回数 8

講師紹介
歯科技工士として大学付属病院での実務経験を有しており、その豊富な経験を活かし臨床事例と関連付けて歯科技工士の業務内容や歯科技工に必
要な知識の概要を講義する。

目的 歯科技工を行う際には、よりスムーズに作業が行えるように、より深く知識と技術を習得する。

スムーズに歯科技工実習をするために必要な、専門的実習と講義の繋がりについてより深く理解する。

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。
評価は、筆記試験を１００点満点として評価する。

■　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　□　レポート

なし

事前事後
学習と

その内容

【事前学習】プリント教材を使い専門用語の確認を推奨する。
【事後学習】プリント教材の内容確認を中心に30分程度、
　　　　　　　毎日行うことを推進する。

必要に応じて紹介します。

特記事項
講義及び提示資料について、著作権のある資料を用いた場合を除
き、　写真撮影及び録音録画を許可する。

授　業　計　画

授業内容

1
（6/6）

部分床義歯の特徴について 講義 部分床義歯の構成について習得する。

2 支台装置について① 講義 支台装置の各部の名称と機能、特徴を習得する。

3 支台装置について② 講義 支台装置の製作法の違いによる種類を習得する。

4 支台装置について③ 講義 環状鉤・バークラスプ　エーカース鉤について習得する。

5 各種支台装置・レストについて 講義 各種支台装置とレストの種類と特徴を習得する。

8
（6/27）

まとめ講義 講義 有床義歯技工学の内容についてまとめ講義を通じて、理解を深める。

6 大連結子について① 講義 上顎に使用される連結子について理解し、幅や設置位置による分類について習得する。

7 大連結子・小連結子について② 講義 下顎に使用される連結子・小連結子について習得する。



年次 1 必修科目 実務経験

授業形態 有

（英） Patient　CommunicationⅠ 時間数 15 開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 1 開講期間 5/19～6/30

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

到達目標 歯科技工士をめざす上で、知識の習得に必要な技法を身に付ける。・社会人としての身構え、気構え、心構えを学ぶ。・主体性を身につける。

科目名 患者接遇教育Ⅰ
科目

責任者
久家　理恵

講義・演習

授業回数 8

講師紹介
現場での知識や経験が豊富な歯科衛生士教員を中心に授業をすすめていく。人との中で生きることの基礎となる”コミュニケーション”技術を学び、一
緒に学ぶ仲間とグループワークを通して授業を展開していく。

目的 医療人として、患者視点のコミュニケーションスキル・知識を学び、実践できる。

医療チームの一員として、病院や診療所、地域において活躍できるため に、対象（患者・利用者）を理解することに基本的視点をおき、必要な基礎知
識を修得する。

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。
評価は、筆記試験を１００点満点として評価する。

■　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　□　レポート

なし

事前事後
学習と

その内容

【事前学習】「主体性を発揮し自問自答」をし、積極的に授業に参加
できるようテキストを読み返しておく。

別途、授業内で紹介する。

特記事項 必要に応じてプリントを配布する。

授　業　計　画

授業内容

1
（5/19）

総論
医療人としての身だしなみ

講義
演習

歯科医療に必要な患者への配慮（身だしなみ、挨拶、患者対応、態度）を述べることがで き
る。身だしなみを整える事ができる。
守秘義務を厳守することができる。
患者やスタッフに対して感謝と敬意を表すことができる。

2 歯科医療、歯科診療室の基礎知識
講義
演習

歯科診療所施設について、歯科医療に関わるスタッフについて理解できる。
歯科診療室の環境、構造と設備
歯科診療所における受診の流れ

3 歯科基本用語について
講義
演習

患者対応する為に基本的な歯科基本用語について説明をすることができる。

4 患者誘導について
講義
演習

患者対応する為に基本的な歯科基本用語について理解したうえで、患者誘導を実施するこ
とができる。

5 問診①
講義
演習

初診患者対応の為の会話練習、問診票記入を実施することができる。
患者の話を傾聴（けいちょう）することができる。
患者の主訴を把握し、治療の流れを理解することができる。

8
（6/30）

事後学習（まとめ）
講義
演習

７回の授業内容について、特に重要な項目を復習し、確実に理解する。

6 問診②
講義
演習

初診患者対応の為の会話練習、問診票記入を実施することができる。
患者の主訴を把握し、治療の流れを理解することができる。

7 歯科用器具について
講義
演習

歯科医療で使用される器具について、取扱いを学ぶ。



年次 1 必修科目 実務経験

授業形態 有

（英） Dental practice officeⅠ 時間数 15 開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 1 開講期間 6/3～6/24

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

到達目標
歯科医療事務のしくみ、歯科医療に必要な事務手続き、歯科医療の流れや治療の内容を知る。歯科医療を提供する施設における事務業務の概要を
理解する。

科目名 歯科医療事務Ⅰ
科目

責任者
デンタルサポート(株)　城明妙

講義・演習

授業回数 8

講師紹介
歯科衛生士であり現在は教育研修を主体として業務を実施中。訪問歯科、矯正歯科、市町村保健センター、企業検診、その他多くの歯科医療関係職
に従事した経験を持つ。

目的 歯科医療及び事務処理の概要がわかり、社会保障制度、医療保険、介護保険、公費の分類を理解し、受付事務業務ができる。

歯科医療事務のしくみ、歯科医療に必要な事務手続き、歯科医療の流れや治療の内容を知り、歯科医療を提供する施設における事務業務の内容に
ついて解説する。

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。
評価は、筆記試験を１００点満点として評価する。

■　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　□　レポート

配布資料

事前事後
学習と

その内容
学習したことの復習を行う。小テストを振り返って行う

別途、授業内で紹介する。

特記事項
講義及び提示資料について、著作権のある資料を用いた場合を除
き、　写真撮影及び録音録画を許可する。

授　業　計　画

授業内容

1
（6/3）

歯科医院での受付事務の役割と内容
講義
演習

歯科医院の業務内容・受付事務の役割・患者さんが来院する理由・受付の仕事内容・患者
様の心理と対応を理解する。

2 歯科医院で治療の内容と流れ
講義
演習

歯科医院での治療の種類と流れ　歯科医院で働く人々について理解する。

3 医療保険制度の概要
講義
演習

医療保険制度の仕組み・保険証種類・自己負担額・社会保険と国民健康保険について理解
する。

4 公費負担について
講義
演習

公費負担医療制度の仕組みと概要について理解する。

5 問診の重要性・患者情報の登録
講義
演習

問診の目的・問診の実施方法・患者情報の登録方法・カルテの作成について理解する。

8
（6/24）

まとめテスト・解説
講義
演習

筆記・選択試験・解説と全体の振り返り

6 健康保険給付外の受付　介護保険
講義
演習

特定健康診査・特定保健指導・生活保護等・介護保険・労災保険について理解する。

7 会計書（領収書）・明細書
講義
演習

会計の流れと領収書の発行について　明細書について理解する。



年次 1 必修科目 実務経験

授業形態 有

（英） Introduction to  Latest Dental serviceⅠ 時間数 30 開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 2 開講期間 6/22～9/17

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

到達目標
・CADの操作方法を理解する。
・パソコンを使ってレポートの作成を行うことができるようになる。
・マウスピースの製作手順を理解する。

科目名 最新歯科医療入門Ⅰ
科目

責任者
馬場　知子

演習

授業回数 15

講師紹介
歯科技工士として歯科大学附属病院、自費技工専門の歯科技工所、歯科診療所技工室での実務経験を有する教員が
最新歯科医療に必要な基本的な知識・技術を身につけられるよう授業を行う。

目的 ＣＡＤ操作で必要なマウスの操作を学び、ＰＣの画面上で設計ができる。

歯科専用ソフトウェア（CAD/CAMシステム）の基本的な操作方法とマウスピース（カスタムメイドマウスガード）の製作を、製作を通じて理解する。

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。　レポートを１００点満点として評価する。レポート
の提出日については開講日に別途指示する。

□　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　■　レポート

なし

事前事後
学習と

その内容

【事前学習】日本デジタル歯科学会のホームページの確認を推奨す
る。
【事後学習】毎回の授業での作業を復習することを推奨する。

別途、授業内で紹介する。

特記事項
講義及び提示資料について、著作権のある資料を用いた場合を除
き、　写真撮影及び録音録画を許可する。

授　業　計　画

授業内容

1
（6/22）

マウス操作 演習
Tinker Cadを使ってマウスの操作方法を習得する。
ブロックを置く、つなげる、操作方法を習得する。

2 Tinker  Cadの使い方 演習
Tinker Cadを使って指定された形を製作しマウスの使い方を習得する。
寸法、結合、複製、解除の操作方法を習得する。

3 Tinker  Cadの使い方① 演習 ４×４×２cmの範囲内で自由製作ができるようになる。

4 Tinker  Cadの使い方② 演習 ４×４×２cmの範囲内で自由製作ができるようになる。

5
アナログ技工とデジタル技工の違い
操作手順

演習
アナログ（手）で作るのとデジタル（CAD）で作るのでは何が違うのか。
良いところと悪いところはなど、最新の歯科技工を知ることができる。

6 歯科用CAD設計① 演習
Aadvaの使用方法を習得する。
マウスの操作（拡大・縮小、移動、回転）を習得する。

7 歯科用CAD設計② 演習
Aadvaの使用方法を習得する。
マウスの操作（拡大・縮小、移動、回転）を習得する。

8 16クラウン設計 演習

3Shapeの使用方法を習得する。
マウスの操作（拡大・縮小、移動、回転）を習得する。
マージンラインの合わせ方を習得する。
彫刻ツールの使い方を習得する。

9 歯科技工士がつくるマウスガード 演習 市販品のマウスガードと歯科医師が製作するマウスガードとの違いを気づくことができる。

10 「スポーツ」×「歯科」について 演習 スポーツ歯学概論についてスポーツデンティスから講義を受ける。

11
マウスガード製作に向けて
口腔内模型トリミング

演習 口腔内模型にてマウスガード製作に必要なトリミングを行う。

12
マウスガード製作に向けて
咬合器装着

演習 口腔内模型にを咬合器に装着する。

13 マウスガード製作を行う① 演習
口腔内模型に製作する外形線を記入する。
加圧形成器を使用して模型に材料をプレスする。

14 マウスガード製作を行う② 演習 プレスされたシート材料をヒートカッターでカットする。

15
（9/17）

マウスガード製作を行う③ 演習 形成修正を行い、装着しても違和感の少ない装着感にする。



年次 1 必修科目 実務経験

授業形態 有

（英） Training of OcclusionⅠ 時間数 45 開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 3 開講期間 7/22～9/24

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

講師紹介 歯科技工士として大学付属病院での実務経験を有しており、その豊富な経験を活かし総合的な歯科技工知識について授業を行う。

目的 歯科技工で多く使用される材料であるワックスや金属、レジンについて、材料の取り扱いや補綴物の製作手順について習得する。

補綴物の製作を通じて、歯科技工で多く使用される材料の性質や取り扱い方法について理解する。

到達目標
・部分床義歯の製作手順の説明ができるようになる。
・部分床義歯の研磨ができるようになる。
・クラスプの製作が行えるようになる。

科目名 嚙み合わせ実践Ⅰ
科目

責任者
鵜飼　芳行

演習

授業回数 23

授　業　計　画

授業内容

1
（7/22）

サベイングトレーニング 演習 部分床義歯製作のため、サベイヤーの操作を習得する。

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。評価は、実技試験として「提出作品」を８０点、レ
ポートの提出を２０点として１００点満点とする。レポートの提出日については開講日に別途指示する。

□　筆記試験　　　□　口頭試験　　　■　実技試験　　　□　論文　　　■　レポート

なし

事前事後
学習と

その内容

【事前学習】作業を示す専門用語の確認を20分程度推奨する。
【事後学習】作業工程のポイントについて繰り返し復習することを推
奨する。

必要に応じて紹介します

特記事項
講義及び提示資料について、著作権のある資料を用いた場合を除
き、　写真撮影及び録音録画を許可する。

4 一次印象採得 演習 鋳造クラスプ製作の為の一次印象採得を習得する。

5 二次印象採得・耐火模型材注入 演習 鋳造クラスプ製作の為の二次印象採得と耐火模型材の注入方法を習得する。

2 部分床義歯設計 演習 部分床義歯製作のため、設計を習得する。

3 リリーフ・ブロックアウト 演習 部分床義歯製作の作業用模型のアンダーカット閉鎖を習得する。

8 ワックスアップ（第2大臼歯） 演習 設計に合わせワックスを盛り上げ、クラスプの形態築盛を習得する。

9 スプルー直立・埋没 演習 完成したワックスクラスプにスプルーを植立し、埋没する操作を習得する。

6 表面処理 演習 鋳造クラスプ製作の為、耐火模型材の表面処理法を習得する。

7 ワックスアップ（第1小臼歯） 演習 設計に合わせワックスを盛り上げ、クラスプの形態築盛を習得する。

10 鋳造 演習 埋没したワックスのクラスプを鋳造し金属に置き換える操作を習得する。

11 鋳造鉤の鋳造作業・鉤歯への適合 演習 リングからの掘り出し、スプルーカット、形態修正の操作を習得する。

12 鋳造鉤の研磨作業① 演習 形態を変えないようにクラスプを研磨する操作を習得する。



14 人工歯排列 演習 欠損部に人工歯を排列する操作と咬合調整を習得する。

13 鋳造鉤の研磨作業② 演習 形態を変えないようにクラスプを研磨すること、クラスプを模型に固定する操作を習得する。

18 流し込み② 演習 コアにレジンを流し込み重合する操作を習得する。

19 咬合調整・形態修正 演習 模型を咬合器に戻し、人工歯の咬合調整と歯肉部分の形態修正を習得する。

16 埋没作業 演習 歯肉形成完成後にコアの採得、流ろう操作を習得する。

17 流し込み① 演習 コアに流し込みレジン注入口を作り、コアを固定する操作を習得する。

15 歯肉形成 演習 人工歯排列を完成させ、歯肉形成を習得する。

22 研磨作業② 演習 レーズを使用し、研磨材の選択を理解して研磨作業を習得する。

23
（9/24）

部分床義歯研磨完成 演習 研磨を終了し、完成させることで部分床義歯の製作方法を習得する。

20 歯肉部分形態修正 演習 歯肉部分の形態修正を行い形態を整えた後、床部分の研磨の注意事項を習得する。

21 研磨作業① 演習 レーズを使用し、研磨材の選択を理解して研磨作業を習得する。



年次 1 必修科目 実務経験

授業形態 有

（英） Restorative Dentistry 時間数 15 開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 1 開講期間 5/9～5/30

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

到達目標
・日本の歯科医療システムと専門職について説明できるようになる。
・歯や口腔の概説、歯の形態的特徴を説明できるようになる。
・歯科技工の重要性及び歯科技工物について構成、技工操作の手順を説明できるようになる。

科目名 虫歯からの回復
科目

責任者
馬場　知子

講義

授業回数 8

講師紹介
歯科技工士として歯科大学附属病院、自費技工専門の歯科技工所、歯科診療所技工室での実務経験を有する教員が
虫歯治療で製作する修復物について必要な基本的な知識・技術を身につけられるよう授業を行う。

目的 歯科技工を行う上でスムーズに作業が行えるように知識、技術を習得する。

専門的な実習との繋がりを理解することでスムーズに作業が行えるよう、必要な知識、技術について理解する

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。
評価は、筆記試験を１００点満点として評価する。

■　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　□　レポート

なし

事前事後
学習と

その内容

【事前学習】プリント教材を使い専門用語の確認を推奨する。

【事後学習】プリント教材の内容確認を中心に30分程度、
　　　　　　　毎日行うことを推進する。

別途、授業内で紹介する。

特記事項
講義及び提示資料について、著作権のある資料を用いた場合を除
き、　写真撮影及び録音録画を許可する。

授　業　計　画

授業内容

1
（5/9）

クラウンの概要 講義
虫歯になってしまった歯をどのように修復していくのかがわかる。
歯を修復するために用いる修復物の名前と特徴が分かる。

2 クラウンブリッジの製作手順について 講義
どのように修復物が作られるのかがわかる。
修復物の製作行程を理解する。

3 要件について① 講義
修復物を口腔内にいれるためにはどのようなことが大切なのか？
生物学的、構造力学的について理解する。

4 要件について② 講義
修復物を口腔内にいれるためにはどのようなことが大切なのか？
化学的、審美的について理解する。

5 補綴物の種類と特徴について 講義
大きい虫歯にはどのような被せ物を用いるのか。
歯冠修復物（全部被覆冠）の種類について理解する。

8
（5/30）

まとめ講義 講義 虫歯からの回復のまとめ講義を通じて、今までの学習理解を深める。

6 部分被覆冠 講義
小さい虫歯にはどのような詰め物を用いるのか。
歯冠修復物（部分被覆冠）の種類について理解する。

7 保存修復について 講義
虫歯になって削られた歯の穴（窩洞）の断面図についての各部の名称を理解する。
歯の穴（窩洞）の特徴について習得する。



年次 1 必修科目 実務経験

授業形態 有

（英） Dental Anatomy 時間数 15 開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 1 開講期間 7/4～7/25

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

到達目標 ・前歯部、臼歯部のヒトの歯について、形態的特徴をそれぞれ説明することができる。

科目名 天然歯の形について
科目

責任者
清水　典子

講義

授業回数 8

講師紹介
歯科技工士として歯科医院や歯科技工所での実務経験を有した教員が、その豊富な経験を活かし実例を交えながら、必要な基本的な法律の知識に
ついて授業する。

目的 歯や口腔の概説、特に永久歯の形態的特徴を学び、実習授業においてその知識を活用できることを目標とする。

歯科医療の現場において大切なことは、ヒトの歯について、その歯が上下左右のどの位置にあるか判別することができることである。この授業におい
ては、歯の種類ごとの特徴についてより深く理解する。

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。
評価は、レポート60点、プレゼンテーション40点の合計１００点満点として評価する。

□　筆記試験　　　■　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　■　レポート

なし

事前事後
学習と

その内容

【事前学習】プリント教材を使い専門用語の確認を推奨する。

【事後学習】プリント教材の内容確認を中心に30分程度、
　　　　　　　毎日行うことを推進する。

別途、授業内で紹介する。

特記事項
講義及び提示資料について、著作権のある資料を用いた場合を除
き、　写真撮影及び録音録画を許可する。

授　業　計　画

授業内容

1
（7/4）

オリエンテーション 講義 授業のねらいと授業の進め方について説明する。プレゼンテーションの準備を行う。

2 天然歯の条件 講義 プレゼンテーションの準備について確認する。資料を探すキーワードを確認する。

3 変わった形の天然歯 講義 前回授業の振り返りと、天然歯についてのワークを通じて知識の確認を行う。

4 歯が生えるまでのプロセス 講義 前回授業の振り返りと、天然歯についてのワークを通じて知識の確認を行う。

5 中間フィードバック 講義
プレゼンテーションの中間報告フィードバックを通じて、作り物の歯と天然歯を見分けられる
ようになる。

8
（7/25）

プレゼンテーション　準備と発表 講義 プレゼンテーションを行う。

6 天然歯と作り物の歯の違いとは 講義 作り物の歯と天然歯を見分けるポイントを確認し、最終プレゼンテーションの準備を行う。

7 プレゼンテーション　準備と発表 講義 プレゼンテーション準備と発表を行う。



年次 1 必修科目 実務経験

授業形態 有

（英） Pedodontics 時間数 15 開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 1 開講期間 4/14～5/20

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

到達目標
・日本の歯科医療システムと専門職（歯科技工士）について説明ができるようになる。
・こどもの歯科技工技術に必要な専門用語の意味を説明できるようになる。

科目名 こどもの歯科
科目

責任者
清水　典子

講義

授業回数 8

講師紹介 歯科技工士として歯科医院や歯科技工所での実務経験を有した教員が、その豊富な経験を活かし実例を交えながら、必要な知識について授業する。

目的 歯科技工技術に必要な、専門用語とその意味を習得する。

幼少期から成人するまでの口腔内における成長と歯牙の生え変わりについて理解することを目標とする。

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。
評価は、筆記試験を１００点満点として評価する。

■　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　□　レポート

なし

事前事後
学習と

その内容

【事前学習】:シラバスおよび教科内容の確認を行うこと。

【事後学習】各授業のプリント教材において内容の確認、
　　　　　　　見直しを行う。

別途、授業内で紹介する。

特記事項
講義及び提示資料について、著作権のある資料を用いた場合を除
き、　写真撮影及び録音録画を許可する。

授　業　計　画

授業内容

1
（4/14）

歯科技工士について① 講義 小児歯科医療の流れと歯科技工士に求められるものについて理解する。

2 歯科技工士について② 講義 歯科技工士の活躍する場、医療人としての心構えについて理解する。

3 歯科の専門用語について① 講義 小児の歯科技工技術に必要な専門用語の内容について意味を理解する。

4 歯科の専門用語について② 講義 小児の歯科技工技術に必要な専門用語の内容について意味を理解する。

5 歯科の専門用語について③ 講義 小児の歯科技工技術に必要な専門用語の内容について意味を理解する。

8
（5/20）

まとめ講義 講義
小児歯科で使用する専門用語、使用機材、材料についてのまとめ講義を通じて、理解を深
める。

6
歯科に使用する機材、材料の
取り扱いについて①

講義 小児の歯科技工に使用する機材、材料の取り扱いについて理解する。

7
歯科に使用する機材、材料の
取り扱いについて②

講義 小児の歯科技工に使用する機材、材料の取り扱いについて理解する。



年次 1 必修科目 実務経験

授業形態 有

（英） Basic Dental CareⅠ 時間数 15 開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 1 開講期間 5/12～6/23

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

到達目標
・日本の歯科医療システムと専門職（歯科技工士）について説明ができるようになる。
・歯科技工技術に必要な専門用語の意味を説明できるようになる。

科目名 歯科医療の基本Ⅰ
科目

責任者
馬場　知子

講義

授業回数 8

講師紹介
歯科技工士として歯科大学附属病院、自費技工専門の歯科技工所、歯科診療所技工室での実務経験を有する教員が
歯科技工に必要な基本的な知識・技術を身につけられるよう授業を行う。

目的 歯科技工技術に必要な、専門用語とその意味を習得する。

日常的に歯科技工士が使用する様々な歯科材料、器具、機械の名称や役割、それらを用いて製作する補綴装置について理解する。

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。
評価は、筆記試験を１００点満点として評価する。

■　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　□　レポート

なし

事前事後
学習と

その内容

【事後学習】授業内で使用したプリント教材について復習し、
                専門的な特性について理解を深めることを
                推奨する。

別途、授業内で紹介する。

特記事項
講義及び提示資料について、著作権のある資料を用いた場合を除
き、　写真撮影及び録音録画を許可する。

授　業　計　画

授業内容

1
（5/12）

自国の歯科事情 講義 自国の歯科事情を知ることでこれから目指す歯科医療について理解する。

2
歯科に使用する機材、材料の
取り扱いについて①

講義
歯科技工に使用する機材、材料はどんなものがあるのか。
機材、材料の名前と取り扱いについて理解する。

3
歯科に使用する機材、材料の
取り扱いについて②

講義
歯科技工に使用する機材、材料はどんなものがあるのか。
機材、材料の名前と取り扱いについて理解する。

4 歯を２８本並べてみよう 講義
歯は何本あるのか。歯の名前は何というのか。
歯の模型を使って特徴を捉え２８本並べることができる。

5 歯科の専門用語について① 講義 口の中の歯や粘膜、歯の部位について理解する。

8
（6/23）

まとめ講義 講義 専門用語、使用機材、材料についてのまとめ講義を通じて、理解を深める。

6 歯科の専門用語について② 講義
歯科技工士が製作する補綴物にはどんなものがあるのか。
補綴物の名前と特徴について理解する。

7 歯科の専門用語について③ 講義
歯科技工技術にはどんなものがあるのか。
技術や操作で使用する専門用語について意味を理解する。



年次 1 必修科目 実務経験

授業形態 有

（英） Dental Materials ScienceⅠ 時間数 15 開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 1 開講期間 8/15～9/5

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

到達目標
・歯科材料の種類を説明できるようになる。
・歯科材料の正しい取り扱い方法の説明ができるようになる。

科目名 歯科材料学Ⅰ
科目

責任者
冨野　浩子

演習

授業回数 8

講師紹介
歯科技工士として大学附属病院での臨床経験を有した教員が、その豊富な経験を活かし今後の歯科技工業界を見据えて必要な知識を深める授業を
行う。

目的 歯科技工において使用する石膏や印象材、ワックス、レジン、セラミックの特性について理解する。

歯科医療で用いる様々な材料を中心に、実際の歯科材料を取り扱いながら、それぞれの特性を理解する。

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。レポートを１００点満点として評価する。レポートの
提出日については開講日に別途指示する。

□　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　■　レポート

なし

事前事後
学習と

その内容

【事後学習】授業内で使用したプリント教材について復習し、
                専門的な特性について理解を深めることを
                推奨する。

別途、授業内で紹介する。

特記事項
講義および掲示資料について、著作権のある資料を用いた場合を除
き、写真撮影及び録音録画を許可する。

授　業　計　画

授業内容

1
（8/15）

歯科の材料について 演習
歯科で使用する材料の種類を理解し、実際の義歯や鋳造冠などに触れることで、構造や役
割について習得する。

2 石膏について① 演習 石膏の種類や性質について理解し、用途に合わせた石膏について習得する。

3 石膏について② 演習 石膏についての特性や操作方法について習得する。

4 埋没材について① 演習 埋没材の種類や特徴について理解し、用途に合わせた埋没材について習得する。

5 埋没材について② 演習 埋没材の種類や特徴、操作方法について習得する。

8
（9/5）

まとめ講義 演習 石膏、埋没材、印象材についてのまとめ講義を通じて、理解を深める。

6 印象材について① 演習
歯科で使用される印象材の種類とそれぞれの特徴について理解し、用途に
合わせた印象材について習得する。

7 印象材について② 演習 印象材による違いや特性、操作方法について習得する。



年次 1 必修科目 実務経験

授業形態 有

（英） Training of Basic Dental CareⅠ 時間数 30 開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 1 開講期間 4/16～5/28

目的

教科書 なし

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

到達目標

・金属を使った製作工程がわかる。

・正しい器具の持ち方がわかる。

・ワックス操作が行えるようになる。

科目名 歯科医療の基本実習Ⅰ
科目

責任者 馬場　知子
実習

授業回数 15

講師紹介
歯科技工士として歯科大学附属病院、自費技工専門の歯科技工所、歯科診療所技工室での実務経験を有する教員が
必要な基本的な知識・技術を身につけられるよう授業を行う。

歯科技工で多く使用される材料であるワックスや金属、レジンについて、材料の取り扱いや補綴物の製作手順について習得する。

科目概要 歯科医療に関わる基本操作について実習を通じて理解することを目標とする。

1
（4/16）

実習で使用する材料 実習 実習で使用する材料の特徴や使い方を理解する。

評価方法

学則に定める評価とする。100～90点A（4.0）、89～80点B（3.0）、79～70点C（2.0）、69～60点D（1.0）、59点以下を不合格とする。（　）内はGPA。

欠席日数が学則に定める授業時間の３分の１を超える者は、試験を受けることができない。

評価は、実技試験として「提出作品」を８０点、レポートの提出を２０点として１００点満点とする。レポートの提出日については開講日に別途指示する。

□　筆記試験　　　□　口頭試験　　　■　実技試験　　　□　論文　　　■　レポート

事前事後
学習と

その内容

事前学習：作業を示す専門用語の確認を20分程度推奨する。

事後学習：作業工程のポイントについて繰り返し復習すること
               を推奨する。

必要に応じて紹介します。

特記事項
講義及び提示資料について、著作権のある資料を用いた場合を除
き、　写真撮影及び録音録画を許可する。

授　業　計　画

授業内容

2 実習で使用する材料 実習 実習で使用する材料の特徴や使い方を理解する。

3 道具の使い方 実習
ガスバーナー、インスツルメントの使用方法を理解する。
円柱でワックストレーニングを習得する。

4 ワックス操作 実習
インスツルメントを使用してのワックス操作を習得する。
ワックスの温度調整を意識してワックス操作を習得する。

5 リング製作のデザイン、ワックスアップ 実習
デザインを考えることができる
デザインしたものをワックスを使って形にすることができる。

6 ワックスアップ 実習 デザインしたものをワックスを使って形にすることができる。

7 埋没前準備 ワックスで製作したリングにスプルー植立し埋没作業を習得する。実習

8 スプルー植立、埋没 ワックスで製作したリングにスプルー植立し埋没作業を習得する。

9 リングの鋳造 鋳造操作の手順を理解してリングの鋳造作業を習得する。

実習

実習

10 掘り出し・スプルーカット
鋳造したものを掘り出す方法がわかる。
リングを傷つけずにスプルーをカットする方法を習得する。

11 研磨作業① 鋳造したリングの研磨作業を理解し、研磨用ポイントの違いについて習得する。

実習

実習

12 研磨作業② 鋳造したリングの研磨作業を理解し、研磨用ポイントの違いについて習得する。

13 口腔模型製作　印象採得 実習
アルジネート印象材の取り扱い方がわかる。
印象材の練り方を習得する。

実習

14 模型製作 実習 印象採得した型に石膏注入の方法を習得する。

15
（5/28）

振り返り 実習 リング製作、印象採得のポートフォリオを製作する。



年次 1 必修科目 実務経験

授業形態 有

（英） Basic Dentistry　Health　Guidance TheoryⅠ 時間数 15 開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 1 開講期間 6/22～8/24

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

到達目標 歯科保健指導の定義に必な基礎知識を習得する。

科目名 口腔保健指導Ⅰ
科目

責任者
駒井　啓一

講義・演習

授業回数 8

講師紹介
歯科技工士・歯科衛生士のダブルライセンスを取得し歯科業界に２６年歯科業界に携わっている講師が
 両方の観点から口腔衛生の大切さと演習を交えて授業を行う。

目的 口腔保健指導（口腔の衛生を維持管理し、患者の口腔に対する保健意識の向上に関わる知識及び技術）を理解する。

歯科衛生士の業務のひとつである『歯科保健指導』に携わるための知識や技術を理解する科目です。

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。評価は、筆記試験の点数を７０点、レポートの評価
を３０点として１００点満点換算する。レポートの提出日については開校日に別途指示する。

■　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　■　レポート

なし

事前事後
学習と

その内容

【事前学習】作業を示す専門用語の確認を20分程度推奨する。

【事後学習】作業工程のポイントについて繰り返し復習すること
               を推奨する。

必要に応じて紹介します。

特記事項
講義及び提示資料について、著作権のある資料を用いた場合を除
き、　写真撮影及び録音録画を許可する。

授　業　計　画

授業内容

1
（6/22）

口腔保健指導の概要
講義
演習

口腔保健指導の意義と特性について　口腔保健指導のこれからの内容と説明

2 口腔の基礎知識
講義
演習

口腔の構造・機能　歯や歯周組織の名前や意味を学びます。

3 健康と予防の概念
講義
演習

健康の考え方　健康と予防の意味と概念について学びます。

4 う蝕の基礎知識
講義
演習

う蝕とは　う蝕＝虫歯はなぜ起きるのか　皆さんと考えていきます。

5 歯周病の基礎知識
講義
演習

歯周病とは　歯周病とは何でしょうか？また歯周病になるとどうなるか学びます。

8
（8/24）

まとめテスト・解説
講義
演習

筆記・選択試験・解説と全体の振返り

6 歯科衛生介入としての歯科保健指導
講義
演習

口腔清掃の種類と方法①　歯ブラシの種類と使い方について学びます。

7 歯科衛生介入としての歯科保健指導
講義
演習

口腔清掃の種類と方法②　その他の清掃用具と使い方について学びます。



年次 1 必修科目 実務経験

授業形態 有

（英） Basic Dentistry　Health　Guidance TheoryⅡ 時間数 15 開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 1 開講期間 8/24～9/28

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

到達目標 歯科保健指導の定義に必な基礎知識を習得する。

科目名 口腔保健指導Ⅱ
科目

責任者
駒井　啓一

講義・演習

授業回数 8

講師紹介
歯科技工士・歯科衛生士のダブルライセンスを取得し歯科業界に２６年歯科業界に携わっている講師が
 両方の観点から口腔衛生の大切さと演習を交えて授業を行う。

目的 口腔保健指導（口腔の衛生を維持管理し、患者の口腔に対する保健意識の向上に関わる知識及び技術）を理解する。

歯科衛生士の業務のひとつである『歯科保健指導』に携わるための知識や技術を理解する科目です。

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。評価は、筆記試験の点数を７０点、レポートの評価
を３０点として１００点満点換算する。レポートの提出日については開校日に別途指示する。

■　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　■　レポート

なし

事前事後
学習と

その内容

【事前学習】作業を示す専門用語の確認を20分程度推奨する。

【事後学習】作業工程のポイントについて繰り返し復習すること
               を推奨する。

必要に応じて紹介します。

特記事項
講義及び提示資料について、著作権のある資料を用いた場合を除
き、　写真撮影及び録音録画を許可する。

授　業　計　画

授業内容

1
（8/24）

口腔の基礎知識
講義
演習

歯のデッサン　自分自身の口の中を観察してデッサンしていきます。

2 歯科衛生介入としての歯科保健指導
講義
演習

口腔清掃の種類と方法③　歯磨き粉や洗口剤について学びます。

3 歯科衛生介入としての歯科保健指導
講義
演習

歯科における食生活指導と把握法　食事と口腔機能の関係性を学びます。

4 歯科衛生介入としての歯科保健指導
講義
演習

喫煙者に対する指導 たばこによる歯への影響など学びます。

5 食生活指導の基礎知識
講義
演習

日本における食生活の変化　なぜ食事をするのか必要性を学びます

8
（9/28）

まとめテスト・解説
講義
演習

筆記・選択試験・解説と全体の振返り

6 食生活指導の基礎知識
講義
演習

食品摂取基準・食品のう蝕誘発性・代用甘味料　食事の大切さを学びます

7 食生活指導の基礎知識
講義
演習

歯・酸蝕症と食生活・咀嚼と食品・特別用途食品と保健機能食品　栄養不足での歯への影響
やさまざまな食品について学びます。



年次 1 必修科目 実務経験

授業形態 有

（英） Fabrication of metal restorationⅠ 時間数 45 開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 3 開講期間 5/28～8/27

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

講師紹介
歯科技工士として歯科大学附属病院、自費技工専門の歯科技工所、歯科診療所技工室での実務経験を有する教員が
詰め物・被せ物に必要な基本的な知識・技術を身につけられるよう授業を行う。

目的 歯科技工で多く使用される材料であるワックスや金属、レジンについて、材料の取り扱いや補綴物の製作手順について習得する。

補綴物の製作を通じて、歯科技工で多く使用される材料の性質や取り扱い方法について理解する。

到達目標
・インレー（詰め物）の製作手順の説明ができるようになる。
・全部被覆冠（クラウン）の製作順序の説明ができるようになる。
・ワックス操作が行えるようになる。

科目名 詰め物、被せ物の作り方Ⅰ
科目

責任者
鍜治田　忠彦

演習

授業回数 23

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。　　評価は、実技試験として「提出作品」を８０点、レ
ポートの提出を２０点として１００点満点とする。レポートの提出日については開講日に別途指示する。

□　筆記試験　　　□　口頭試験　　　■　実技試験　　　□　論文　　　■　レポート

なし

事前事後
学習と

その内容

【事前学習】作業を示す専門用語の確認を20分程度推奨する。

【事後学習】作業工程のポイントについて繰り返し復習することを推
奨する。

必要に応じて紹介します。

特記事項
講義及び提示資料について、著作権のある資料を用いた場合を除
き、　写真撮影及び録音録画を許可する。

2 Ⅰ級インレー蝋型採得② 演習 Ⅰ級インレーの主溝、副溝の形成ができるようになる。

3 Ⅰ級インレー埋没準備 演習 Ⅰ級インレーのマージンを再圧接ができるようになる。

授　業　計　画

授業内容

1
（5/28）

Ⅰ級インレー蝋型採得① 演習 Ⅰ級インレーの蝋型採得を習得する。

6 掘り出し～適合 演習 鋳造作業が終わったリングから鋳造体を掘り出しを習得する。

7 適合 演習 Ⅰ級インレーの鋳造体をマイクロスコープを使用し模型への適合を習得する。

4
Ⅰ級インレー スプルー植立～埋没
下顎模型（対合歯）石膏注入

演習
Ⅰ級インレーの蝋型にスプルー植立～埋没ができるようになる。
ゴム枠（66T-22)に石膏注入し、対合歯模型を製作を習得する。

5
鋳造
下顎模型（対合歯）装着

演習
Ⅰ級インレーの鋳造作業を習得する。
対合歯模型を咬合器へ装着を習得する。

8 研磨① 演習 適合～主溝の研磨作業を習得する。

9 研磨② 演習 主溝の研磨～全体的な研磨作業を習得する。

12 上顎第一大臼歯の模型製作② 演習 二次石膏へ装着した模型の分割を行い、咬合器装着することができるようになる。

10 仕上げ研磨 演習 最終的な研磨作業を行い、仕上げ完成させることができるようになる。

11 上顎第一大臼歯の模型製作① 演習
上顎第一大臼歯の一次石膏模型の基底面を切削し、既製の二次石膏へ合わせることがで
きるようになる。上顎第一大臼歯の一次石膏模型を既製の二次石膏への接着ができるよう
になる。



13 上顎第一大臼歯の蝋型採得① 演習 上顎第一大臼歯の蝋型採得を行い、主溝と外形を完成させることができるようになる。

14 上顎第一大臼歯の蝋型採得② 演習 上顎第一大臼歯の蝋型採得を完成させることができるようになる。

18 掘り出し～適合 演習 鋳造作業が終わったリングから鋳造体を掘り出しを習得する。

19 適合① 演習 上顎第一大臼歯の鋳造体をマイクロスコープを使用し模型への適合を習得する。

16 蝋型　埋没 演習 マージン再圧接、接触点盛り足しを行った後、スプルー植立し埋没作業を習得する。

17 埋没～鋳造 演習 埋没したリングを加熱し鋳造作業を習得する。

15 蝋型　埋没前準備 演習 完成した蝋型の接触点を盛り足し、マージンの再圧接を習得する。

22

23
（8/27）

演習

演習

主溝の研磨～全体的な研磨作業を習得する。

最終的な研磨作業を行い、仕上げ研磨ができるようになる。
上顎第一大臼歯の全部金属冠の製作方法について習得する。

研磨②

仕上げ研磨・完成提出

20 接触点、咬合調整① 演習 咬合紙を使用し、接触点、咬合調整を習得する。

21 研磨① 演習 適合～主溝の研磨作業を習得する。



年次 1 必修科目 実務経験

授業形態 有

（英） Oral Prevention Measures TheoryⅠ 時間数 15 開講区分 前期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 1 開講期間 7/28～9/15

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

到達目標 歯科予防に必要な知識および技術を習得する。.

科目名 口腔予防学Ⅰ
科目

責任者
久家　理恵

講義

授業回数 8

講師紹介
国内や海外にて地域住民の歯牙及び口腔の健康増進に貢献している専任教員が、その経験を踏まえて歯科予防の重要性についてわかりやすい授
業を行う。

目的
歯科予防処置（歯および口腔の疾患を予防して健康な状態を維持・増進するために行われる専門的な処置）を理解出来るよう、知識・技術・実践力を
身につける。

歯科予防予防に必要な知識や技術を習得する科目であり、同時に歯科医療従事者にとって必要不可欠な集中力や持続力も身につけられるよう、自
主的に講義や実習に取り組むことが望まれる。

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。
評価は、筆記試験を１００点満点として評価する。

■　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　□　レポート

なし

事前事後
学習と

その内容

【事前学習】「主体性を発揮し自問自答」をし、積極的に授業に参加
できるようテキストを読み返しておく。

別途、授業内で紹介する。

特記事項 必要に応じてプリントを配布する。

授　業　計　画

授業内容

1
（7/28）

歯科衛生学について理解する歯科衛生士の
歴史と背景およびその役割について理解す
る

講義
歯科衛生学とは歯科衛生活動について
歯科衛生の歴史とその背景歯科衛生業務と歯科衛生士の役割について学ぶ

2
予防の概念と歯科衛生の考え方歯科衛生過
程

講義 予防の概念歯科衛生の考え方歯科衛生過程の活用とその利点について学ぶ

3 う蝕と歯周病の基礎知識① 講義
口腔内の付着物・沈着物
う蝕の分類と原因について学ぶ

4 う蝕と歯周病の基礎知識② 講義
歯周病の分類と特徴
歯周病の進行と原因について学ぶ

5
う蝕予防法について
う蝕活動性試験

講義 う蝕リスク判断のために行う、う蝕活動性試験も目的と種類を説明できる。

8
（9/15）

まとめ（事後学習） 講義 第１回～第７回までをレポートにまとめる。

6 フッ化物によるう蝕予防法① 講義
卵を使用しながら、フッ化物の作用がどのように作用するのかアクティブラーニングを行いな
がら楽しく展開していく。

7 フッ化物によるう蝕予防法② 講義
卵を使用しながら、フッ化物の作用がどのように作用するのかアクティブラーニングを行いな
がら楽しく展開していく。



年次 1 必修科目 実務経験

授業形態 有

（英） Infection control 時間数 15 開講区分 後期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 1 開講期間 10/7～10/28

科目概要

教科書 なし

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

消毒とは？滅菌とは？除菌とは？それぞれの意味と実施方法や目的を知る。
講義
演習

感染症の種類と病態

消毒、滅菌、除菌、などの用語の違い

講義
演習 感染症の種類と病態を知り、予防の大切さを認識する。

感染管理の具体的な実施方法
講義
演習

グローブ・手洗いの実施方法。簡易消毒の実施方法　針などの器具の処理について理
解する。

講義
演習感染管理は歯科医院において重要 感染管理が歯科医院においてなぜ重要かを理解する。

到達目標
感染する原因と対策を理解する。
・歯科医療における感染源や感染しやすい感染症について理解する。
・消毒滅菌に使用する、薬液や+B102機器の使用方法について理解する

科目名 感染予防
科目

責任者
デンタルサポート(株)　城明妙

講義・演習

授業回数 8

講師紹介
歯科衛生士であり現在は教育研修を主体として業務を実施中。訪問歯科、矯正歯科、市町村保健センター、企業検診、その他多くの歯科医療関係職
に従事した経験を持つ。

目的 歯科における感染管理、感染対策の知識を持ち、歯科医療に従事するチームの役割を果たすとともに自身の健康を守る

感染とは何か、消毒、滅菌、除菌など言葉があふれているがそれぞれの意味と感染管理、感染予防に必要な知識を習得する

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。
評価は、筆記試験を１００点満点として評価する。

□　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　■　レポート

事前事後
学習と

その内容

【事後学習】授業内で使用したプリント教材について復習し、
                専門的な特性について理解を深めることを
                推奨する。

必要に応じて紹介します。

特記事項
講義及び提示資料について、著作権のある資料を用いた場合を
除き、　写真撮影及び録音録画を許可する。

授　業　計　画

授業内容

1
（10/7）

感染症について
講義
演習

感染症の理解。細菌とウィルスの違い。感染予防に必要なことについて理解する。

2

3

4

5

8
（10/28）

定期試験と準備 講義
１～７回目までの授業の振り返り
7回までの講義の理解度を確認する。

6 滅菌消毒の実際
滅菌機器の種類と効果、使用方法　消毒液の種類と効果、消毒の実施方法について理
解する。

7 スタンダードプリコーションについて 講義 スタンダードプリコーションとは？　どんなことが必要か？事例検討しながら理解する。

講義



年次 1 必修科目 実務経験

授業形態 有

（英） Orthodontics 時間数 15 開講区分 後期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 1 開講期間 10/3～11/21

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

8
（11/21）

定期試験と準備 講義 ・保定の意義、保定装置について理解する。

6 矯正装置Ⅱ 講義 ・機械的矯正装置について理解する。

7 まとめ演習 講義 ・機能的矯正装置について理解する。

4 矯正治療の進め方　Ⅰ 講義 ・矯正治療の進め方について理解する。

5 矯正装置Ⅰ 講義 ・矯正装置の分類について理解する。

2 不正咬合　Ⅰ 講義 ・生体に見られる正常な咬合や歯の位置異常について理解する。

3 不正咬合　Ⅱ 講義 ・生体に見られる歯列弓の異常やアングルの分類について理解する。

授　業　計　画

授業内容

1
（10/3）

矯正歯科技工学概説 講義
・歯列・咬合の概要を理解し、本当に歯が動き乱れた歯が、綺麗になっていくことを
　確認する。

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。
筆記試験を１００点満点として評価する。

■　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　□　レポート

最新歯科技工士教本　矯正歯科技工学　（医歯薬出版株式会社）

事前事後
学習と

その内容

【事前学習】
シラバスおよび教科内容の確認を行うこと。
【事後学習】
毎回の授業内で、前回の講義内容の確認小テストを行う。
その小テストに向けてポイントの復習を行う。

なし

特記事項
講義及び提示資料について、著作権のある資料を用いた場合を除
き、写真撮影及び録音録画を許可する。

到達目標
・矯正治療の概要を理解する。
・不正咬合の治療において必要な矯正装置の種類、構成、特徴を覚える。

科目名 歯並びの知識
科目

責任者
鵜飼　芳行

講義

授業回数 8

講師紹介 歯科技工士として大学付属病院での実務経験を有しており、その豊富な経験を活かし総合的な歯科技工知識について授業を行う。

目的 矯正治療の概要及び歯科技工用器具と機械、材料や技工の手技についての知識を習得する。

不正咬合の種類や矯正治療の手順を知り、各種不正咬合の治療を円滑に行うために用いる主要な矯正装置の特徴や製作方法を理解する。



年次 1 必修科目 実務経験

授業形態 有

（英） Patient　CommunicationⅡ 時間数 15 開講区分 後期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 1 開講期間 10/31～11/21

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

8
（11/21）

事後学習（まとめ） 講義 ７回の授業内容について、特に重要な項目を復習し、確実に理解する。

6 患者対応　実践④ 講義
患者および保護者に対して適切にコミュニケートできる。
歯科治療に対する患者の不安や不快事項に気づき対応できる。

7 患者対応　実践⑤ 講義
患者および保護者に対して適切にコミュニケートできる。
歯科治療に対する患者の不安や不快事項に気づき対応できる。

4 患者対応について（障がい者・要介護者） 講義 障がい者、要介護者および保護者に対する対応について説明することができる。

5 患者対応　実践③ 講義
患者および保護者に対して適切にコミュニケートできる。
歯科治療に対する患者の不安や不快事項に気づき対応できる。

2 患者対応　実践② 実習 歯科用ユニット取扱い

3 患者対応について（小児・高齢者） 講義
小児および保護者に対する対応について説明することができる。
高齢者に対する対応について説明することができる。

授　業　計　画

授業内容

1
（10/31）

患者対応　実践① 講義
歯科用ユニット取扱い（名称、取扱いについて）
診療室の廃棄物とその分類について

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。
筆記試験を１００点満点として評価する。

■　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　□　レポート

なし

事前事後
学習と

その内容

【事前学習】「主体性を発揮し自問自答」をし、積極的に授業に参加
できるようテキストを読み返しておく。

別途、授業内で紹介する。

特記事項 必要に応じてプリントを配布する。

到達目標 歯科衛生士をめざす上で、知識の習得に必要な技法を身に付ける。・社会人としての身構え、気構え、心構えを学ぶ。・主体性を身につける。

科目名 患者接遇教育Ⅱ
科目

責任者
久家　理恵

講義・演習

授業回数 8

講師紹介
現場での知識や経験が豊富な歯科衛生士教員を中心に授業をすすめていく。人との中で生きることの基礎となる”コミュニケーション”技術を学び、一
緒に学ぶ仲間とグループワークを通して授業を展開していく。

目的 医療人として、患者視点のコミュニケーションスキル・知識を学び、実践できる。

歯科衛生士が医療チームの一員として、病院や診療所、地域において活躍できるため に、対象（患者・利用者）を理解することに基本的視点をおき、
必要な基礎知識を修得する。



年次 1 必修科目 実務経験

授業形態 有

（英） Restorative Dentistry 時間数 15 開講区分 後期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 1 開講期間 10/3～10/24

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

8
（10/24）

まとめ講義 講義
臨床ステップの概要、印象採得、研究用模型、印象用トレー、継続歯、支台築造、暫間補綴
装置、レジン前装冠についてまとめ講義を通じて理解を深める。

6 レジン前装冠－２ 講義 レジン前装冠の窓開けの注意点、フレームのデザイン、硬質レジンについて理解する。

7 ブリッジ 講義 ブリッジの目的、種類、ポンティックの形態について理解する。

4 支台築造－２ 講義 いろいろな支台形態、補助的保持形態、分割コアについて理解する。

5 暫間補綴装置、レジン前装冠－１ 講義
暫間補綴装置の意義と目的、種類と使用材料、製作法について理解する。レジン前装冠の
特徴、レジン前装と陶材前装の比較、維持装置について理解する。

2 作業用模型 講義 作業用模型の目的、種類、辺縁形態について理解する。

3 継続歯、支台築造－１ 講義
虫歯で神経を抜いてしまった歯にどのような補綴物を製作するのか。
継続歯(ﾎﾟｽﾄｸﾗｳﾝ)の特徴、根面形態、支台築造法について理解する。

授　業　計　画

授業内容

1
（10/3）

研究用模型、印象用トレー 講義
研究用模型の目的、トレーの目的、トレーの種類、個人トレー、個歯トレーの製作法について
理解する。

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。
評価は、筆記試験を１００点満点として評価する。

■　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　□　レポート

なし

事前事後
学習と

その内容

【事前学習】プリント教材を使い専門用語の確認を推奨する。

【事後学習】プリント教材の内容確認を中心に30分程度、
　　　　　　　毎日行うことを推進する。

別途、授業内で紹介する。

特記事項
講義及び提示資料について、著作権のある資料を用いた場合を除
き、　写真撮影及び録音録画を許可する。

到達目標
・日本の歯科医療システムと専門職について説明できるようになる。
・歯や口腔の概説、歯の形態的特徴を説明できるようになる。
・歯科技工の重要性及び歯科技工物について構成、技工操作の手順を説明できるようになる。

科目名 虫歯からの回復
科目

責任者
馬場　知子

講義

授業回数 8

講師紹介
歯科技工士として歯科大学附属病院、自費技工専門の歯科技工所、歯科診療所技工室での実務経験を有する教員が
虫歯治療に必要な基本的な知識・技術を身につけられるよう授業を行う。

目的 歯科技工を行う上でスムーズに作業が行えるように知識、技術を習得する。

専門的な実習との繋がりを理解することでスムーズに作業が行えるよう、必要な知識、技術について理解する。



年次 1 必修科目 実務経験

授業形態 有

（英） Dental Anatomy 時間数 15 開講区分 後期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 1 開講期間 11/28～12/19

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

8
（12/19）

プレゼンテーション　準備と発表 講義
対面授業
　プレゼンテーションを行う。

6 天然歯と作り物の歯の違いとは 講義
配信授業
　作り物の歯と天然歯を見分けるポイントを確認し、最終プレゼンテーションの準備を行う。

7 プレゼンテーション　準備と発表 講義
対面授業
　プレゼンテーション準備と発表を行う。

4 歯が生えるまでのプロセス 講義
対面授業
　前回授業の振り返りと、天然歯についてのワークを通じて知識の確認を行う。

5 中間フィードバック 講義
配信授業
　プレゼンテーションの中間報告フィードバックを通じて、作り物の歯と天然歯を見分ける。

2 天然歯の条件 講義
配信授業
　プレゼンテーションの準備について確認する。資料を探すキーワードを確認する。

3 変わった形の天然歯 講義
対面授業
　前回授業の振り返りと、天然歯についてのワークを通じて知識の確認を行う。

授　業　計　画

授業内容

1
（11/28）

オリエンテーション 講義
配信授業
　授業のねらいと授業の進め方について説明する。プレゼンテーションの準備を行う。

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。評価は、レポート60点、プレゼンテーション40点の
合計１００点満点として評価する。

□　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　■　レポート

なし

事前事後
学習と

その内容

【事前学習】プリント教材を使い専門用語の確認を推奨する。

【事後学習】プリント教材の内容確認を中心に30分程度、
　　　　　　　毎日行うことを推進する。

別途、授業内で紹介する。

特記事項
講義及び提示資料について、著作権のある資料を用いた場合を除
き、　写真撮影及び録音録画を許可する。

到達目標 前歯部、臼歯部のヒトの歯について、形態的特徴をそれぞれ説明することができる。

科目名 天然歯の形について
科目

責任者
清水　典子

講義

授業回数 8

講師紹介
歯科技工士として歯科医院や歯科技工所での実務経験を有した教員が、その豊富な経験を活かし実例を交えながら、必要な基本的な法律の知識に
ついて授業する。

目的 歯や口腔の概説、特に永久歯の形態的特徴を学び、実習授業においてその知識を活用できることを目標とする。

歯科医療の現場において大切なことは、ヒトの歯について、その歯が上下左右のどの位置にあるか判別することができることである。この授業におい
ては、歯の種類ごとの特徴についてより深く理解する。



年次 1 必修科目 実務経験

授業形態 有

（英） Basic Dental CareⅡ 時間数 15 開講区分 後期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 1 開講期間 12/8～1/12

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

8
（1/12）

復習①〜⑦ 講義
７回の授業内容について、特に重要な項目を復習し、確実に理解する。
レポートの作成を行う。

6 口腔内写真について① 講義
口腔内写真撮影の目的とは
撮影時の姿勢、患者・術者のポジションについて
正面観、側方面観の口腔内写真撮影

7 口腔内写真について① 講義
口腔内写真撮影の目的とは
撮影時の姿勢、患者・術者のポジションについて
正面観、側方面観の口腔内写真撮影

4 循環② 講義
心臓の収縮の仕組みを解説する。

5
ヒヤリハットについて
インシデント・アクシデント
歯科医院使用薬剤を学ぶ

講義
歯科医師に指示されたら直ぐに準備が出来るよう
歯科医院でよく使用される薬剤の名前と特徴を理解する。

2 バイタルサインのとり方を学ぶ 講義 バイタルサインの種類と意義を知る。

3 循環① 講義
体循環、肺循環を解説する。
血圧の調節機序を解説する。

授　業　計　画

授業内容

1
（12/8）

バイタルサインの意義を知る 講義

臨床検査がどのように利用されているかを考える
基準値の設定方法を理解する
バイタルサインの種類と意義を知る

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。

□　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　■　レポート

なし

事前事後
学習と

その内容

【事前学習】「主体性を発揮し自問自答」をし、積極的に授業に参加
できるようテキストを読み返しておく。

なし

特記事項 必要に応じてプリントを配布する。

到達目標
・歯科診療に必要な内科疾患の知識を習得する。
・ 歯科診療が可能かどうかを判断するために、必要な症候の種類とそれに対応する疾患の種類と特徴を理解し、習得する。
・ 歯科診療中の緊急事態を事前に回避するため、または、それに対応するための知識を習得する。

科目名 歯科医療の基本Ⅱ
科目

責任者
久家　理恵

講義

授業回数 8

講師紹介
国内や海外にて地域住民の歯牙及び口腔の健康増進に貢献している専任教員が、その経験を踏まえて歯科予防の重要性についてわかりやすい授
業を行う。

目的 健康な状態を維持・増進するために行われる専門的な処置）を理解出来るよう、知識・技術・実践力を身につける。

患者の全身状態の把握に重要な臨床検査の意義を学習する。歯科診療に役立つ基本的な臨床検査の方法とデータの読み方を併せて習得する。



年次 1 必修科目 実務経験

授業形態 有

（英） Dental Materials ScienceⅡ 時間数 15 開講区分 後期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 1 開講期間 12/26～1/23

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

8
（1/23）

まとめ講義 講義
ワックス、歯科用金属、レジン、セラミック、鋳造欠陥、研磨についてのまとめ講義を通じて、
理解を深める。

6 鋳造欠陥② 実習 鋳造操作における欠陥の原因と予防方法について理解し、防止方法を習得する。

7 研磨について 講義
金属やレジンの形態修正や仕上げ研磨に使用する研磨材や器械について理解し、効率の
良い研磨について習得する。

4 レジン、セラミックについて② 講義 歯科材料を直接操作することで、それぞれの操作方法を習得する。

5 鋳造欠陥① 実習
金属を融解・鋳造する工程でおこる鋳造欠陥の原因と予防方法について理解することで、鋳
造の失敗についての防止方法を習得する。

2 歯科用金属について 講義 歯科技工に使用される歯科用金属の種類や特徴について習得する。

3 レジン、セラミックについて① 講義
歯科技工で使用される材料についてそれぞれの特徴について理解し、用途について習得す
る。

授　業　計　画

授業内容

1
（12/26）

ワックスについて 講義 蝋型採得時に使用されるワックスの種類や性質、特徴について習得する。

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。評価は、筆記試験の点数を７０点、レポートの評価
を３０点として１００点満点換算する。レポートの提出日については開校日に別途指示する。

■　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　■　レポート

なし

事前事後
学習と

その内容

【事後学習】授業内で使用したプリント教材について復習し、
                専門的な特性について理解を深めることを
                推奨する。

別途、授業内で紹介する。

特記事項
講義および掲示資料について、著作権のある資料を用いた場合を除
き、写真撮影及び録音録画を許可する。

到達目標
・歯科材料の種類を説明できるようになる。
・歯科材料の正しい取り扱い方法の説明ができるようになる。

科目名 歯科材料学Ⅱ
科目

責任者
冨野　浩子

演習

授業回数 8

講師紹介
歯科技工士として大学附属病院での臨床経験を有した教員が、その豊富な経験を活かし今後の歯科技工業界を見据えて必要な知識を深める授業を
行う。

目的 歯科技工において使用する金属の特性やセラミックの特性について理解する。

歯科医療で用いる材料を加工して製作する際の材料の特性を理解する。



年次 1 選択必修 実務経験

授業形態 有

（英） Occlusion-BasicⅡ 時間数 15 開講区分 後期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 1 開講期間 10/5～11/16

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

8
（11/6）

義歯の咬合調整、研磨について 講義 義歯の咬み合わせの調整方法、研磨、保管について習得する。

6 全部床義歯歯肉形成について 講義 全部床義歯の歯肉形成について理解し、形成方法などを習得する。

7 義歯の埋没・重合・再装着について 講義 蝋義歯をレジンに置き換える方法を習得する。

4 咬合採得について 講義 咬合採得について理解し、咬合床についての知識を習得する。

5 全部床義歯人工歯排列について 講義 全部床義歯の人工歯特徴や人工歯の排列方法について理解し、法則を習得する。

2 全部床義歯の義歯製作について 講義 全部床義歯の製作順序を理解する。

3 各基準平面・生体のランドマークについて 講義 基準平面、咬合彎曲、口の中の名称を理解する。

授　業　計　画

授業内容

1
（10/5）

有床義歯技工学の意義と目的について 講義 入れ歯とは何か。概念と種類を理解する。

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。評価は、筆記試験を１００点満点として評価する。

■　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　□　レポート

なし

事前事後
学習と

その内容

【事前学習】:シラバスおよび教科内容の確認を行うこと。

【事後学習】各授業のプリント教材において内容の確認、
　　　　　　　見直しを行う。

別途、授業内で紹介する。

特記事項
講義及び提示資料について、著作権のある資料を用いた場合を除
き、　写真撮影及び録音録画を許可する。

到達目標
・日本の歯科医療システムと専門職（歯科技工士）について説明ができるようになる。
・歯科技工技術に必要な専門用語の意味を説明できるようになる。
・歯科技工の重要性及び歯科技工物について、その構成と技工操作の手順を説明できるようになる。

科目名 嚙み合わせ基礎Ⅱ
科目

責任者
鵜飼　芳行

講義

授業回数 8

講師紹介
歯科技工士として大学付属病院での実務経験を有しており、その豊富な経験を活かし臨床事例と関連付けて歯科技工士の業務内容や歯科技工に必
要な知識の概要を講義する。

目的 歯科技工を行う上で必要な道具の使用方法を理解し、装置の製作方法を習得する。

歯科で使用する様々な装置の正しい作り方や道具の使用方法について理解する。



年次 1 選択必修 実務経験

授業形態 有

（英） Training of Dental TechnologyⅡ 時間数 60 開講区分 後期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 2 開講期間 1/6～2/4

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

8 ミリング操作② 実習 ミリングを行うためのディスクへの配置を習得する。

11 上顎左側第一小臼歯設計② 実習
マージンラインの合わせ方を習得する。
彫刻ツールの使い方を習得する。

10 上顎左側第一小臼歯設計① 実習
Aadvaの使用方法を習得する。
マウスの操作（拡大・縮小、移動、回転）を習得する。

9 事後学習 実習 ミリング（切削機）を操作するための操作手順をまとめる。

5 下顎第一大臼歯クラウン設計② 実習
マージンラインの合わせ方を習得する。
彫刻ツールの使い方を習得する。

7 ミリング操作① 実習
ミリングを行うに当たっての機器の操作を習得する。
NCデータについて理解する。

6 事後学習 実習 クラウンを設計するための形の作り方や操作方法についてまとめる。

目的 歯科技工で多く使われる材料であるワックスや金属、レジンについて、より複雑な製作物作成を通じて、それらの取り扱いを習得する。

歯科技工で使用されるプラスチック加工技術を活用して、様々な補綴物の製作を行いより深く歯科技工技術を理解する。

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。評価は、実技試験として「提出作品」を８０点、レ
ポートの提出を２０点として１００点満点とする。レポートの提出日については開講日に別途指示する。

□　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　■　レポート

なし

事前事後
学習と

その内容
【事後学習】作業工程のポイントについてレポートにまとめる。

授業内にて紹介する。

特記事項 なし

科目名 最新歯科医療入門Ⅱ
科目

責任者
馬場　知子

実習

授業回数 30

講師紹介
歯科技工士として歯科大学附属病院、自費技工専門の歯科技工所、歯科診療所技工室での実務経験を有する教員が
歯冠修復技工学に必要な基本的な知識・技術を身につけられるよう授業を行う。

到達目標
・レジン前装冠を製作できるようになる。
・金属の遮断方法と理由を理解する。
・レジンの築盛順序とレジンの特性を理解する。

授　業　計　画

授業内容

1
（1/6）

上顎第一大臼歯クラウン設計① 実習
Aadvaの使用方法を習得する。
マウスの操作（拡大・縮小、移動、回転）を習得する。

2 上顎第一大臼歯クラウン設計② 実習
マージンラインの合わせ方を習得する。
彫刻ツールの使い方を習得する。

4 下顎第一大臼歯クラウン設計① 実習
Aadvaの使用方法を習得する。
マウスの操作（拡大・縮小、移動、回転）を習得する。

3 事後学習 実習 クラウンを設計するためについて必要な操作、彫刻ツールの使い方についてまとめる。

12 事後学習 実習 小臼歯を設計するためのポイントをまとめる。



17 デンチャーの設計① 実習
3Shapeの使用方法を習得する。
マウスの操作（拡大・縮小、移動、回転）を習得する。
マージンラインの合わせ方を習得する。彫刻ツールの使い方を習得する。

実習
前回の授業の振り返りをする。
排列後を想定したデンチャーの設計方法を習得する。

22 光学印象採得について 実習 光学印象採得の特徴、利点、欠点についてまとめる。

20 事前学習 実習
３Dプリンターについてまとめる。
（３Dプリンターの種類、特徴）

21 デジタル歯科医療について 実習
アナログとデジタルの比較、そして今後の歯科医療についてまとめる。

19 事後学習 実習 デンチャー設計のポイントや使用ツールについてまとめる。

18 デンチャーの設計②

25 3Dプリンター 実習 ３Dプリンター出力までの操作手順、注意事項をデモンストレーションを見て理解する。

26 事後学習 実習 ３Dプリンターの操作手順、注意事項j、利点、欠点をまとめる。

23 デジタルの歯科医療で使用する材料 実習 デジタル歯科医療で使用する材料についてまとめる。

24 3Dプリンター 実習 ３Dプリンター出力までの操作手順、注意事項をデモンストレーションを見て理解する。

29 大連結子・上顎第一大臼歯完成 実習 形態修正・研磨完成

30
（2/4）

実習作品の発表 実習 最新歯科医療で製作した作品と学んだことの気づきの発表

27 まとめ 実習 CAD/CAMを使用した修復物の作成についてレポートにまとめる。

28 大連結子・上顎第一大臼歯完成 実習 形態修正・研磨完成

16 事後学習 実習 前装冠窓開けの設計についてレポートにまとめる

15 前装冠窓開け設計② 実習 実習で製作するレジン前装冠のカットバックを彫刻ツールを使用して習得する。

14 前装冠窓開け設計① 実習 実習で製作するレジン前装冠のカットバックを彫刻ツールを使用して習得する。

13 事前学習 実習
レジン前装冠の窓開けの設計についてまとめる。
フレームの形態、注意事項、ポイント。



年次 1 選択必須 実務経験

授業形態 有

（英） Training of Esthetic Dentistry 時間数 60 開講区分 後期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 2 開講期間 10/27～1/7

目的

教科書 なし

参考図書 授業内にて紹介する。

回数 授業テーマ 授業形態

１０ レジンの築盛について① 実習 レジンを築盛する前の処理の方法を理解する。

１１ レジン築盛② 実習 前装部へオペークレジンを塗布し、金属色を遮断することができるようになる。

８ メタル調整～荒研磨 実習 メタル調を実施後、金属面の荒研磨ができるようになる。

９ レジン築盛① 実習
サンドブラスト処理、スチーマーにて洗浄後メタルプライマーを塗布することができ
るようになる。

６ 接触点調整～メタル調整② 実習
咬合紙を使用し接触点の調整を行った後、フィニッシングラインのメタル調整がで
きるようになる。

７ 接触点調整～メタル調整 実習
接触点を調節するときの道具と道具の名称がわかる。
接触点の大きさや強さがわかる。

４ 適合について 実習
模型にメタルを適合させるためのポイントがわかる。
球状突起やオーバーマージンがあった場合の対処がわかる。

５ 接触点調整～メタル調整① 実習 咬合紙を使用し接触点の調整ができるようになる。

２ 適合 実習
鋳造体の内面をマイクロスコープにて注視し、調整を行い模型へ適合させること
ができるようになる。

３ 適合 実習
鋳造体の内面をマイクロスコープにて注視し、調整を行い模型へ適合させること
ができるようになる。

特記事項
講義及び提示資料について、著作権のある資料を用いた場
合を除き、　写真撮影及び録音録画を許可する。

授　業　計　画

授業内容

１
（10/27）

鋳造 実習 埋没を実施後、時間を調整し鋳造作業ができるようになる。

事前事
後

学習と
その内容

【事前学習】作業を示す専門用語の確認を20分程度
               推奨する。
【事後学習】作業工程のポイントについて繰り返し復習する
               ことを推奨する。

科目名 審美歯科実践
科目

責任者 鍜治田　忠彦
実習

授業回数 30

評価方法

学則に定める評価とする。100～90点A（4.0）、89～80点B（3.0）、79～70点C（2.0）、69～60点D（1.0）、59点以下を不合格とする。（　）内はGPA。

欠席日数が学則に定める授業時間の３分の１を超える者は、試験を受けることができない。

評価は、実技試験として「提出作品」を８０点、レポートの提出を２０点として１００点満点とする。レポートの提出日については開講日に別途指示する。

□　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　■　レポート

講師紹介
大学病院歯科技工室での臨床経験を有した教員が、歯科材料の正しい知識と使用法について理論に基づき体験実習を交えながら
の授業を行う。

・歯科技工で多く使われる材料であるワックスや金属、レジンについて、より複雑な製作物作成を通じて、それらの取り扱いを習得する。

科目概要 ・歯科技工で使用されるプラスチック加工技術を活用して、様々な補綴物の製作を行いより深く歯科技工技術を理解する。

到達目標

・レジン前装冠を製作できるようになる。

・金属の遮断方法と理由を理解する。

・レジンの築盛順序とレジンの特性を理解する。



２９ 研磨作業② 実習 前装部レーズ研磨（砂研磨）後に仕上げ研磨ができるようになる。

３０
（1/7）

研磨作業③ 実習
前装部仕上げ研磨後に金属部の仕上げ研磨を行い、レジン前装冠の製作方法
について習得することができる。

２７ 研磨作業① 実習 レーズ研磨（砂研磨）後仕上げ研磨ができるようになる。

２８ 研磨作業 実習
研磨の方法を理解する。
レーズ研磨、ハンドエンジンを用いた研磨方法を理解する。

２５ 形態修正について⑥ 実習 表面性状の形態や形成方法について理解する。

２６ 形態修正⑤ 実習 形態修正を実施し、表面性状なども形成することができるようになる。

２３ 形態修正③ 実習 形態修正を実施し、表面性状なども形成することができるようになる。

２４ 形態修正④ 実習 形態修正を実施し、表面性状なども形成することができるようになる。

２１ 形態修正② 実習 形態修正を実施し、表面性状なども形成することができるようになる。

２２ 形態修正について⑤ 実習 概形の形態修正の方法について理解する。

１９ レジン築盛について④ 実習 エナメルの築盛方法について理解する。

２０ 形態修正① 実習 エナメル色レジンを築盛後、歯冠形態の修正ができるようになる。

１７ レジン築盛⑥ 実習
デンティン色レジンにて歯冠形態を築盛したのち、切縁部へエナメル色レジンを築
盛することができるようになる。

１８ レジン築盛⑦ 実習
デンティン色レジンにて歯冠形態を築盛したのち、切縁部へエナメル色レジンを築
盛することができるようになる。

１６ レジン築盛について③ 実習
デンティン色レジンの築盛方法がわかる。
指状構造の再現方法がわかる。

１４ レジン築盛④ 実習
オペークレジンの硬化後に歯頚部よりデンティン色レジンにて歯冠形態を築盛す
ることができるようになる。

１５ レジン築盛⑤ 実習
オペークレジンの硬化後に歯頚部よりデンティン色レジンにて歯冠形態を築盛す
ることができるようになる。

１２ レジン築盛③ 実習 前装部へオペークレジンを塗布し、金属色を遮断することができるようになる。

１３ レジンの築盛について② 実習 オペークレジンの役割について理由について理解する。



年次 1 選択必須 実務経験

授業形態 有

（英） Fabrication of metal restorationⅡ 時間数 30 開講区分 後期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 1 開講期間 10/1～10/27

目的

教科書 なし

参考図書 授業内にて紹介する。

回数 授業テーマ 授業形態

１４ 埋没② 実習 気泡の混入に細心の注意を払い埋没作業ができるようになる。

１５
（10/27）

鋳造 実習 埋没を実施後、時間を調整し鋳造作業ができるようになる。

１２ 維持装置付与 実習 リテンションビーズを使用し前装面へ機械的維持装置を付与することができるようになる。

１３ 埋没① 実習 気泡の混入に細心の注意を払い埋没作業ができるようになる。

１０ 埋没前修正① 実習 接触点の盛り足し、マージンの再圧接ができるようになる。

１１ 埋没前修正② 実習 接触点の盛り足し、マージンの再圧接、ハンドル、スプルー植立ができるようになる。

８ 前歯部蝋型採得④ 実習 最終形態からコアを使用し、カットバック、フィニッシングラインを整えることができるようになる。

９ 前歯部蝋型採得⑤ 実習 フィニッシングラインを整え、カットバックを完成させることができるようになる。

６ 前歯部蝋型採得② 実習 前歯部の蝋型採得後、最終形態を完成させコアの採得ができるようになる。

７ 前歯部蝋型採得③ 実習 最終形態からコアを使用し、カットバックができるようになる。

４ レジン前装冠の模型製作④ 実習 二次石膏を注入した模型を分割し、支台歯のトリミングができるようになる。

５ 前歯部蝋型採得① 実習 前歯部の蝋型採得ができるようになる。

２ レジン前装冠の模型製作② 実習 石膏注入された模型に分割ライン、回転防止溝、ダウエルピンの取り付けができるようになる。

３ レジン前装冠の模型製作③ 実習 石膏注入された模型に分割ライン、回転防止溝、ダウエルピンの取り付けができるようになる。

特記事項
講義及び提示資料について、著作権のある資料を用いた場合を除
き、　写真撮影及び録音録画を許可する。

授　業　計　画

授業内容

１
（10/1）

レジン前装冠の模型製作① 実習 前歯部へ支台歯形成された模型製作を行うために石膏注入ができるようになる。

評価方法

学則に定める評価とする。100～90点A（4.0）、89～80点B（3.0）、79～70点C（2.0）、69～60点D（1.0）、59点以下を不合格とする。（　）内はGPA。

欠席日数が学則に定める授業時間の３分の１を超える者は、試験を受けることができない。

評価は、実技試験として「提出作品」を８０点、レポートの提出を２０点として１００点満点とする。レポートの提出日については開講日に別途指示する。

□　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　■　レポート

事前事後
学習と

その内容

【事前学習】作業を示す専門用語の確認を20分程度
               推奨する。
【事後学習】作業工程のポイントについて繰り返し復習する
               ことを推奨する。

到達目標

・レジン前装冠の製作工程を理解する。

・メタルフレームの形態を理解する。

・窓あけの方法がわかる。

科目名 詰め物、被せ物の作り方Ⅱ
科目

責任者 鍜治田　忠彦
実習

授業回数 15

講師紹介
大学病院歯科技工室での臨床経験を有した教員が、歯科材料の正しい知識と使用法について理論に基づき体験実習を交えながらの授業を
行う。

・歯科技工で多く使われる材料であるワックスや金属、レジンについて、より複雑な製作物作成を通じて、それらの取り扱いを習得する。

科目概要 ・歯科技工で使用されるプラスチック加工技術を活用して、様々な補綴物の製作を行いより深く歯科技工技術を理解する。



年次 1 選択必修 実務経験

授業形態 有

（英） Oral Prevention Measures TheoryⅡ 時間数 60 開講区分 後期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 4 開講期間 11/2～1/25

科目概要

教科書 なし

参考図書 授業内にて紹介する。

回数 授業テーマ 授業形態

10 シックルスケーラー　右上臼歯部 講義 右上臼歯部縁上スケーリング模型実習

11 エキスプローリング・プロービング実習　復習 講義 エキスプローリング・プロービング模型実習

12 エキスプローリング・プロービング実習　復習 講義 エキスプローリング・プロービング模型実習

7 シックルスケーラー　左下臼歯部 講義 左下臼歯部縁上スケーリング模型実習

8 シックルスケーラー　右下臼歯部 講義 右下臼歯部縁上スケーリング模型実習

9 シックルスケーラー　左上臼歯部 講義 左上臼歯部縁上スケーリング模型実習

4 シックルスケーラー 講義 シックルスケーラー卓上練習と模型実習

5 シックルスケーラー　下顎前歯部 実習 下顎前歯部縁上スケーリング模型実習

6 シックルスケーラー　上顎前歯部 講義 上顎前歯部縁上スケーリング模型実習

1
（11/2）

インスツルメントの取り扱い 講義
ミラーテクニック
インスツルメントの把持方法、動かし方など

2 エキスプローリング・プロービング実習 講義
ミラー操作
エキスプローリング、プロービング基礎講義と模型実習

3 エキスプローリング・プロービング実習 実習
ミラー操作
エキスプローリング、プロービング模型実習

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。

■　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　□　レポート

事前事後
学習と

その内容

【事前学習】授業時間内で習得できなかったことは、時間を見つけて
自主練習し、次の授業に備えることが望まれます。

特記事項
講義及び提示資料について、著作権のある資料を用いた場合を除き、
写真撮影及び録音録画を許可する。

授　業　計　画

授業内容

到達目標 口腔内診査、縁上の歯石除去に必要な知識と技術を習得する。

科目名 口腔予防学Ⅱ
科目

責任者
久家　理恵

演習

授業回数 30

講師紹介
国内や海外にて地域住民の歯牙及び口腔の健康増進に貢献している専任教員が、その経験を踏まえて歯科予防処置の重要性についてわかりやす
い授業を行う。

目的 歯科予防処置に必要な知識および技術を習得する。

歯科技工士として業務を行うために必要な｢歯科技工士法｣と「歯科医療関係法規」について事例を交えながら理解する。



13 シックルスケーラー　復習 講義 縁上スケーリング模型実習

14 シックルスケーラー　復習 講義 縁上スケーリング模型実習

15 まとめ 講義 エキスプローリング、プロービング、シックルスケーラー基礎知識についての設問

17
暫間被覆冠の作製①
（前歯）

演習
暫間被覆冠作製に使用する器材を適切に準備することができる。
暫間被覆冠を製作できる。

18
暫間被覆冠の作製②
（前歯）

演習
暫間被覆冠作製に使用する器材を適切に準備することができる。
暫間被覆冠を製作できる。

16
暫間被覆冠について（印象法）
（前歯）

講義
暫間被覆冠の種類、術式が理解できる。
暫間被覆冠作製に使用する器材を適切に準備することができる。

21
暫間被覆冠の作製②
（前歯）

演習
暫間被覆冠作製に使用する器材を適切に準備することができる。
暫間被覆冠を製作できる。

22
暫間被覆冠について（直接法）
（臼歯）

講義
暫間被覆冠の種類、術式が理解できる。
暫間被覆冠作製に使用する器材を適切に準備することができる。

19
暫間被覆冠について（直接法）
（前歯）

講義
暫間被覆冠の種類、術式が理解できる。
暫間被覆冠作製に使用する器材を適切に準備することができる。

20
暫間被覆冠の作製①
（前歯）

演習
暫間被覆冠作製に使用する器材を適切に準備することができる。
暫間被覆冠を製作できる。

25
暫間被覆冠作製①
（多数歯：前歯）

実習
暫間被覆冠作製に使用する器材を適切に準備することができる。
暫間被覆冠を製作できる。

26
暫間被覆冠作製②
（多数歯：前歯）

実習
暫間被覆冠作製に使用する器材を適切に準備することができる。
暫間被覆冠を製作できる。

23
暫間被覆冠の作製①
（臼歯）

実習
暫間被覆冠作製に使用する器材を適切に準備することができる。
暫間被覆冠を製作できる。

24
暫間被覆冠の作製②
（臼歯）

実習
暫間被覆冠作製に使用する器材を適切に準備することができる。
暫間被覆冠を製作できる。

29
暫間被覆冠作製⑤
（多数歯：臼歯）

実習
暫間被覆冠作製に使用する器材を適切に準備することができる。
暫間被覆冠を製作できる。

30
（1/25）

まとめ・レポート 講義 ⑯～㉙復習

27
暫間被覆冠作製③
（多数歯：前歯）

実習
暫間被覆冠作製に使用する器材を適切に準備することができる。
暫間被覆冠を製作できる。

28
暫間被覆冠作製④
（多数歯：臼歯）

実習
暫間被覆冠作製に使用する器材を適切に準備することができる。
暫間被覆冠を製作できる。



年次 1 選択必修 実務経験

授業形態 有

（英） Training of Dental practice TechnologyⅠ 時間数 60 開講区分 後期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 2 開講期間 11/10～1/26

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

12 自宅課題 実習 　無歯顎の口腔内のランドマークについてレポート製作する。

10 人工歯排列③ 実習 　臼歯部人工歯の排列操作を習得する。

11 人工歯排列④ 実習 　臼歯部人工歯の排列操作を習得する。

8 人工歯排列② 実習 　前歯部人工歯の排列操作を習得する。

9 自宅課題 実習 　　７～４｜４～７　　　人工歯排列トレーニングを習得する。

7 人工歯排列① 実習 　前歯部人工歯の排列操作を習得する。

4 基礎床の圧接 実習 　既製咬合床を作業模型に適合させる。

5 咬合器装着 実習 　既製咬合床を咬合器に装着する操作を習得する。

授業内容

1
（11/10）

全部床義歯模型製作 実習 　全部床義歯の上下顎模型（402U・402L）の石膏注入を通じて石膏注入を習得する。

6 自宅課題 実習 　　３～１｜１～３　　　人工歯排列トレーニングを習得する。

科目名 歯科医療技術総合実習Ⅰ
科目

責任者
鵜飼　芳行

実習

授業回数 30

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。　評価は、実技試験として「提出作品」を８０点、レ
ポートの提出を２０点として１００点満点とする。レポートの提出日については開講日に別途指示する。

□　筆記試験　　　□　口頭試験　　　■　実技試験　　　□　論文　　　■　レポート

講師紹介 歯科技工士として大学付属病院での実務経験を有しており、その豊富な経験を活かし総合的な歯科技工知識について授業を行う。

目的 歯科技工で多く使用される材料であるワックスや金属、レジンについて、材料の取り扱いや補綴物の製作手順について習得する。

補綴物の製作を通じて、歯科技工で多く使用される材料の性質や取り扱い方法について理解する。

到達目標
・全部床義歯（総入れ歯）の製作手順の説明ができるようになる
・全部床義歯（総入れ歯）の人工歯排列の説明ができるようになる。
・義歯の研磨が行えるようになる。

なし

事前事後
学習と

その内容

【事前学習】作業を示す専門用語の確認を20分程度推奨する。

【事後学習】作業工程のポイントについて繰り返し復習すること
               を推奨する。

必要に応じて紹介します。

特記事項
講義及び提示資料について、著作権のある資料を用いた場合を除
き、　写真撮影及び録音録画を許可する。

2 リリーフ・ブロックアウト 実習 　全部床模型に咬合床設計、ブロックアウトを習得する。

3 自宅課題 実習 　　｜１～３　　人工歯排列トレーニングを習得する。

授　業　計　画



30
（1/26）

レポート製作 実習 　全部床義歯の製作レポート製作し完成させる。。

28 研磨① 実習 　研磨専用器具（レーズ）を使用しての砂研磨を習得する。

29 研磨② 実習 　仕上げ研磨（ハンドエンジン使用）を習得する。

26 荒研磨 実習 　形態修正・荒研磨を習得する。

27 自宅課題 実習 　全部床義歯の削合（咬合小面）・研磨についてレポートを製作する。

24 自宅課題 実習 　全部床義歯の削合（咬合様式）についてレポートを製作する。

25 掘り出し・再装着・削合 実習 　掘り出し・再装着・削合を習得する。

22 流蝋 実習 　蝋義歯の流ろう操作を習得する。

23 レジン填入 実習 　レジン填入・重合を習得する。

20 二次・三次埋没 実習 　二次・三次埋没の操作を習得する。

21 自宅課題 実習 　加熱重合レジンとレジン填入法についてレポートを製作する。

18 自宅課題 実習 　人工歯排列・歯肉形成についてレポートを製作する。

19 レジン溜まり 実習 　レジン溜まりの付与操作を習得する。

16 歯肉形成③ 実習 　口蓋ヒダの形成を習得する。

17 埋没準備 実習 　蝋義歯埋没前の準備と一次埋没の操作を習得する。

14 歯肉形成② 実習 　舌側部の歯肉形成を習得する。

15 自宅課題 実習 　咬合採得・咬合床についてレポートを製作する。

13 歯肉形成① 実習 　唇側　頬側部の歯肉形成を習得する。



年次 1 選択必修 実務経験

授業形態 有

（英） Training of Dental practice TechnologyⅡ 時間数 30 開講区分 後期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 1 開講期間 2/4～2/25

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

14 大臼歯のデッサン① 実習 大臼歯の基本的な形態を確認し、デッサンで知識を確認する。

15
（2/25）

大臼歯のデッサン① 実習 大臼歯の基本的な形態を確認し、デッサンで知識を確認する。

12 仕上げ彫刻＊作品提出日＊ 実習 作品提出日。指定する歯種の仕上げ彫刻を行う。

13 大臼歯のデッサン① 実習 大臼歯の基本的な形態を確認し、デッサンで知識を確認する。

10 前歯部の仕上げ彫刻⑥ 実習 上顎前歯部の仕上げ彫刻を行う。

11 前歯部の仕上げ彫刻⑦ 実習 上顎前歯部の仕上げ彫刻を行う。

8 デッサン＊昨日提出日＊ 実習 作品提出日。指定する歯種のデッサンを行う。

9 前歯部の仕上げ彫刻⑤ 実習 上顎前歯部の仕上げ彫刻を行う。

6 前歯部の仕上げ彫刻② 実習 上顎前歯部の仕上げ彫刻を行う。

7 前歯部の仕上げ彫刻③ 実習 上顎前歯部の仕上げ彫刻を行う。

4 様々なヒトの歯 実習 前回のデッサンを学生同士発表し、相違点について気付くことができる。

5 前歯部の仕上げ彫刻① 実習 上顎前歯部の仕上げ彫刻を行う。

2 前歯部のデッサン 実習 前歯部の基本的な形態を確認し、デッサンで知識を確認する。

3 自分の歯列をデッサンする 実習 鏡を用いて、前歯部のデッサンを行う。

授　業　計　画

授業内容

1
（2/4）

オリエンテーション
道具の使い方

実習 見本動画を視聴し、「切り出しナイフ」「彫刻刀」の正しい使い方で操作することができる。

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。　評価は、実技試験として「提出作品」を１００点満
点とする。作品の提出日については開講日に別途指示する。

□　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　■　レポート

なし

事前事後
学習と

その内容

【事前学習】　シラバスを確認し、必要な道具類を準備して授業に
　　　　　　　　臨む。
　　　　　　　　動画を視聴し動作のイメージをつかむ。
【事後学習】　毎日30分程度、自主的な練習に取組むことを
                   推奨する。

必要に応じて紹介する。

特記事項
講義および掲示資料について、著作権のある資料を用いた場合を除
き、写真撮影及び録音録画を許可する。

到達目標
・天然歯の特徴をとらえたデッサンを描くことができる。
・天然歯石膏模型について、形態修正をすることができる。

科目名 歯科医療技術総合実習Ⅱ
科目

責任者
清水　典子

実習

授業回数 15

講師紹介
歯科技工士として歯科医院や歯科技工所での実務経験を有した教員が、その豊富な経験を活かし実例を交えながら、基本的な歯の作り方について授
業する。

目的 歯の彫刻とデッサンを通じて、歯の特徴についてより深く理解することを目標とする。

歯科医療の現場において大切なことは、ヒトの歯について、その歯が上下左右のどの位置にあるか判別することができることである。この実習におい
ては、歯の彫刻とデッサンを繰り返し練習することを通じて、それらの歯の特徴についてより深く理解する。



年次 1 選択必修 実務経験

授業形態 有

（英） Dental practice officeⅡ 時間数 15 開講区分 後期

学科・ｺｰｽ 歯科技工士科Ⅱ部 単位 1 開講期間 11/4～11/25

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

8
（11/25）

まとめ講義 講義 今までの講義の振り返り

6 介護保険制度 と診療報酬 について 講義 介護保険制度 の理解 と診療報酬 について

7 自費診療 について 講義 自費診療 の種類 と内容 、金額事例 について

4 治療内容 からカルテ記載 の流 れ 講義 治療内容 とカルテ記載 および点数計算 について

5 事例 に基 づいた診療報酬 の算定 実習 事例 を提示 し、点数計算 、カルテ記載 を実際 に行 う

2 歯科治療 と診療報酬 について 講義 診療報酬 の仕組 みを理解 する

3 歯科治療 にする点数 の概要 講義 歯科 の点数 の理解　処置内容 と点数 について

授　業　計　画

授業内容

1
（11/4）

歯科 の治療内容 の理解 講義 歯科 の治療内容 について理解 を深 める

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。評価は、筆記試験を１００点満点として評価する。

■　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　□　レポート

なし

事前事後
学習と

その内容

【事後学習】授業内で使用したプリント教材について復習し、
                専門的な特性について理解を深めることを
                推奨する。

必要に応じて紹介する。

特記事項
講義および掲示資料について、著作権のある資料を用いた場合を除
き、写真撮影及び録音録画を許可する。

到達目標
・歯科医療事務に必要な、歯科治療の流れを理解する。・医療保険の仕組みを理解する。
・公費負担について理解する。
・カルテ記載がスムーズに実施できるようにする

科目名 歯科医療事務Ⅱ
科目

責任者
デンタルサポート(株)　城明妙

講義・演習

授業回数 8

講師紹介
歯科衛生士であり現在は教育研修を主体として業務を実施中。訪問歯科、矯正歯科、市町村保健センター、企業検診、その他多くの歯科医療関係職
に従事した経験を持つ。

目的 歯科医療及び事務処理の概要がわかり、社会保障制度、医療保険、介護保険、公費の分類を理解し、受付事務業務ができる。

歯科医療事務Ⅰで学んで知識をさらに具体的に実践できるように深める。　公費負担の請求事務についても理解できるように具体的な事例による理
解を深める



年次 1 選択必修 実務経験

授業形態 有

（英） Clinical Practioce Training 時間数 30 開講区分 後期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 2 開講期間 10/1～2/25

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

14 アルジネート印象材、歯科用石膏（復習） 講義 アルジネート印象材、歯科用石膏を用いた印象採得実習

15
（2/25）

まとめ 講義 今までの実習の振り返り

12 歯科用石膏を用いた研究用模型の作成 講義
研究用模型の作成について
歯科用石膏の種類と取り扱い

13 歯科用石膏を用いた研究用模型の作成 講義 アルジネート印象材を用いた印象採得と研究用模型の作成実習

10 アルジネート印象材を用いた印象採得 講義
アルジネート印象材の適切な取り扱いについて
寒天印象材とアルジネート印象材を用いた連合印象採得について

11 アルジネート印象材を用いた印象採得 講義 アルジネート印象材を用いた印象採得実習

8 共同動作 講義
一連の共同動作を理解し、ライティング・フォーハンデットデンティストリー・バキュームテク
ニック・
スリーウェイシリンジテクニックが適切に実践できる

9 印象採得について 講義
印象採得の基礎知識
嘔吐反射時の対応

6 共同動作 講義
フォーハンデッドデンティストリーとは
適切な器具の受け渡し、共同動作が理解できる
バキュームテクニックを理解できる

7 共同動作 講義
一連の共同動作を理解し、ライティング・フォーハンデットデンティストリー・バキュームテク
ニック・
スリーウェイシリンジテクニックが適切に実践できる

4
医療廃棄物の取り扱い（復習）
1.実習室の使用方法
2.歯科用チェアユニットの片付け・清拭方法

講義
診療室の廃棄物とその分類について
ユニットの各部名称と使用時の注意点
操作方法、メンテナンス方法について　(株)モリタ様　講演

5
歯科診療における共同動作と基本的な歯科
診療の補助について

講義
共同動作の概念とは
術者、補助者、患者の適切なポジションについて
歯科診療時の適切なライティングテクニックについて

2
実習室の使用方法
1.顎模型の取り扱い

実習 顎模型の適切な取り扱いについて

3
実習室の使用方法
1.顎模型の取り扱い

実習 顎模型の適切な取り扱いについて

授　業　計　画

授業内容

1
（10/1）

歯科診療の概念
1.診療の補助とは
2.診療の補助の範囲の法的な変化

講義
歯科診療補助の業務内容と法的解釈
診療の補助を行う医療職種とその業務
保険医療制度での補助行為に関する業務概要

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。

□　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　■　レポート

なし

事前事後
学習と

その内容

毎回の授業終了時に当日の講義内容に関する小テストを行う。
毎回の授業内容についてはあらかじめ自習を行うのが望ましい。
加えて、当日の授業内容については、ノート、教科書を見ながら必ず復
習すること。

第4版イラストと写真でわかる歯科材料の基礎

特記事項
持参物：教科書、白衣の身だしなみ、実習セット、顎模型、形成歯牙セッ
ト、顎模型用ドライバー

到達目標 歯科診療補助が円滑に行われるように歯科治療の流れを把握し、器具器材、薬品について学習し、技術を習得する。

科目名 実習指導教育
科目

責任者
久家　理恵

講義・演習

授業回数 15

講師紹介 歯科診療補助論専任教員　歯科衛生士である教員が、臨床経験・実務経験を踏まえ、歯科衛生士として必要な歯科診療補助論の講義・実習を行う。

目的 さまざまなライフステージにおける歯科医療に対応するために、専門的な歯科医療の補助に関する基礎的知識、技術および態度を習得する。

診療環境のマネジメントや歯科診療の流れを理解し、必要な知識の修得を行う。



年次 1 選択必修 実務経験

授業形態 有

（英） Basic Dentistry　Health　Guidance TheoryⅢ　 時間数 30 開講区分 後期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 2 開講期間 11/2～12/7

科目概要

教科書

参考図書

回数 授業テーマ 授業形態

ライフステージに対応した歯科衛生介入 講義
青年期（禁煙指導）・成人期・老年期・障害者
それぞれのケアの仕方や指導の仕方を習得する。

4
歯科衛生アセスメントとしての情報取集と情
報処理

実習
患者（対象者）からの情報収集・口腔内の情報収集②
口の中の観察した状態について習得する。

5
歯科衛生アセスメントとしての情報取集と情
報処理

実習
患者（対象者）からの情報収集・口腔内の情報収集③
対象者の口の中を観察して記録する方法を習得する。

7 ライフステージに対応した歯科衛生介入 講義
妊産婦期（食事接収基準）・乳幼児（摂食嚥下のしくみ）
それぞれのケアの仕方や指導の仕方を習得する。

授　業　計　画

授業内容

1
（11/2）

口腔保健指導の概要 講義 口腔保健指導の意義と特性について・口腔保健指導の専門的内容についてりかいする。

2
歯科衛生アセスメントとしての情報収集と情
報処理

講義 患者（対象者）からの情報収集・口腔内の情報収集①　医療面接とは何かを習得する。

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、試験を受けることができない。評価は、筆記試験の点数を７０点、レポートの評価
を３０点として１００点満点換算する。レポートの提出日については開校日に別途指示する。

■　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　■　レポート

なし

事前事後
学習と

その内容

【事前学習】作業を示す専門用語の確認を20分程度推奨する。

【事後学習】作業工程のポイントについて繰り返し復習すること
               を推奨する。

必要に応じて紹介します。

特記事項
講義及び提示資料について、著作権のある資料を用いた場合を除
き、　写真撮影及び録音録画を許可する。

到達目標 口腔保健管理について学び、口腔清掃法、コニュニケーション法、指導法を理解する

科目名 口腔保健指導Ⅲ
科目

責任者
駒井　啓一

講義・演習

授業回数 15

講師紹介
歯科技工士・歯科衛生士のダブルライセンスを取得し歯科業界に２６年歯科業界に携わっております。
 両方の観点から口腔衛生の大切さをお伝えできればと思っております。

目的 歯科保健指導（口腔の衛生を維持管理し、患者の口腔に対する保健意識の向上に関わる知識及び技術）を理解する。

歯科衛生士の業務のひとつである『歯科保健指導』に携わるための知識や技術を理解する科目です。

13 歯科衛生介入としての歯科保健指導 口腔衛生管理に関わる指導①

講義14 歯科衛生介入としての歯科保健指導 口腔機能管理に関わる指導②

15
（12/7）

歯科衛生介入としての歯科保健指導
（事後学習）

講義 口腔衛生管理に関わる指導についてまとめる。

3
口腔保健指導の概要、歯科衛生アセスメント
としての情報収集と情報処理（事後学習）

講義
口腔保健指導の概要と歯科衛生アセスメントとしての情報収集と情報処理についてまとめ
る。

6
歯科衛生アセスメントとしての情報取集と情
報処理（事後学習）

講義 患者（対象者）からの情報収集・口腔内の情報収集②・③についてまとめる。

講義

12
ライフステージに対応した歯科衛生介入、
歯科衛生介入としての歯科保健指導
（事後学習）

講義
青年期（禁煙指導）・成人期・老年期・障害者のケアの仕方や指導の仕方、口腔衛生管理に
関わる指導の仕方についてまとめる。

9
ライフステージに対応した歯科衛生介入
（事後学習）

講義
妊産婦期（食事接収基準）・乳幼児（摂食嚥下のしくみ）、幼児期（間食指導）・学齢期　　のケ
アの仕方や指導についてまとめる。

11 歯科衛生介入としての歯科保健指導 講義 口腔衛生管理に関わる指導①

8 ライフステージに対応した歯科衛生介入 講義
幼児期（間食指導）・学齢期
それぞれのケアの仕方や指導の仕方を習得する。

10



年次 1 選択必修 実務経験

授業形態 有

（英） Training of Dental officeⅠ 時間数 120 開講区分 後期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 4 開講期間 11月〜2月

科目概要

教科書

参考図書

授業形態実習名及び実習場所

歯科医院実習
歯科診療所

歯科医院内の業務内容を理解し、コミュニケーション、知識、技術、態度を身につける。

授　業　計　画

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、単位認定することができない。

□　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　■　レポート

実習ノート

今まで使用した実習、授業ノート

特記事項 【プリント（補助教材）】　　随時配布

到達目標
・歯科医院での受付から治療が終了するまでの一連の流れを理解する。
・診療が円滑に進ようコミュニケーションを図ることができる。

科目名 歯科医院実習Ⅰ
科目

責任者
馬場　知子

実習

講師紹介 歯科医療従事者（歯科医師、歯科衛生士）

目的 以下を理解し、歯科臨床との関連について考えることができるようになる。

歯科医療の現場で学内での学びを総合的にとらえ、基本技術、知識を向上させる。



年次 1 選択必修 実務経験

授業形態 有

（英） Training of Dental officeⅡ 時間数 120 開講区分 後期

学科・ｺｰｽ 歯科技術予備教育科 単位 4 開講期間 11月〜2月

科目概要

教科書

参考図書

到達目標
・歯科医院での受付から治療が終了するまでの一連の流れを理解する。
・診療が円滑に進ようコミュニケーションを図ることができる。

科目名 歯科医院実習Ⅱ
科目

責任者
馬場　知子

実習

講師紹介 歯科医療従事者（歯科医師、歯科衛生士）

目的 以下を理解し、歯科臨床との関連について考えることができるようになる。

歯科医療の現場で学内での学びを総合的にとらえ、基本技術、知識を向上させる。

評価方法

学則に定める評価とする。100点～90点A （4.0）、89点～80点B （3.0）、79点～70点C（2.0）、69点～60点D （1.0）、59点以下を不合格とする。
（   ）は、GPA。欠席日数が学則に定める授業時間数の3分の1を超える者は、単位認定することができない。

□　筆記試験　　　□　口頭試験　　　□　実技試験　　　□　論文　　　■　レポート

実習ノート

今まで使用した実習、授業ノート

特記事項 【プリント（補助教材）】　　随時配布

実習名及び実習場所 授業形態

歯科医院実習
歯科診療所

授　業　計　画

歯科医院内の業務内容を理解し、コミュニケーション、知識、技術、態度を身につける。


