
　　　教育内容 単位数 時間数
実務経験のある教員の
科目時間数(単位時間)

教員名 実務経験の内容

長野　守雄 理科の教員免許を持ち、豊富な経験をもとに講義を行う。

淺海 真弓 繊維製品品質管理士の資格をもち、県外の大学等においても教員として豊富な経験のもとに講義を行う。

1 20 塔筋 弘章 理学博士として、豊富な経験をもとに講義を行う。

1 30 30 四元 真弓 臨床心理士として業務に携わり、豊富な経験をもとに講義を行う。

1 20 日髙 優介 地域政策科学の専門家であり、豊富な経験をもとに講義を行う。

1 20 長岡 良治 保健体育の教員免許を持ち、豊富な経験のもと講義を行う。

人間関係論 1 15 神薗 紀幸 人間関係学の専門家であり、豊富な経験をもとに講義を行う。

山崎 美智子 通訳業などの仕事を行い、豊富な経験のもの講義を行う。

南 徹 英語教室の学院長であり、通訳業なども行い豊富な経験をもとに講義を行う。

日本語表現法 1 15 原田 義則 国語科教育学の専門家であり、豊富な経験をもとに講義を行う。

コミュニケーション論 1 15 原田 義則 国語科教育学の専門家であり、豊富な経験をもとに講義を行う。

坂田　桂一 教育学の専門家であり、豊富な経験をもとに講義を行う。

寺野　くらら 歯科衛生士として医業に携わり、臨床経験をもとに講義を行う。

手話 1 20 大久保　正代 手話通訳者養成担当講師ﾘｰﾀﾞｰや手話奉仕員養成担当講師ﾘｰﾀﾞｰの資格を持ち、指導を行う。

小　計 12 265 30

1 30 30 田松 裕一 歯科医師として医業に携わり、解剖学の分野を専門に豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

1 20 千葉 紀香 医学博士として、豊富な経験をもとに講義を行う。

1 20 20 下田平 幸一 歯科医師として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

1 15 千葉 紀香 医学博士として、豊富な経験をもとに講義を行う。

1 20 20 下田平 幸一 歯科医師として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

1 30 30

1 30 30

1 30 森田 洋子 管理栄養士としてで業務に携わり、豊富な経験をもとに講義を行う。

1 15 五十嵐 健人 医学博士として、豊富な経験をもとに講義を行う。

1 30 30 嶋 香織 歯科医師として医業に携わり、病理学の分野を専門に豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

1 15 五十嵐 健人 医学博士として、豊富な経験をもとに講義を行う。

1 20 20

1 20 20

松成 裕子 看護師の資格をもち、臨床経験や豊富な教育経験をもとに講義を行う。

田畑 幸子 看護師として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

下松 裕子 看護師として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

水迫 友和 看護師として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

上坂　博子 看護師として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

西村　沙有紀 看護師として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

内山　彩音 看護師として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

1 20 20 右田　裕乃 歯科医師として医業に携わり、臨床経験をもとに講義を行う。

1 15 15 林川 貴志 歯科医師として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

1 20 20 山口 泰平 歯科医師として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

1 26 26 林川 貴志 歯科医師として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

新中須　真奈 歯科医師として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

大久保 章朗 歯科医師として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

1 15 15 西山 毅 歯科医師として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

1 30 安藤 哲夫 医学博士として公衆衛生分野での業務に携わり、豊富な経験をもとに講義を行う。

1 15 15 鍛治屋 亮彦 歯科医師として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

1 15 水流 純大 社会福祉士として施設の所属長であり、豊富な経験をもとに講義を行う。

23 503 363

専任教員 歯科衛生士の教員として、教育に携わり豊富な経験をもとに講義を行う。

伊地知 博史 歯科医師として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

迫口 賢二 歯科医師として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

1 30 30 瀬戸口 尚志 歯科医師として医業に携わり、豊富な経験をもとに講義を行う。

1 30 30 西谷 佳浩 歯科医師として医業に携わり、歯科保存学の分野を専門に豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

1 20 20 西谷 佳浩 歯科医師として医業に携わり、歯科保存学の分野を専門に豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

1 30 30 野口 和行 歯科医師として医業に携わり、歯周病学の分野を専門とした豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

1 30 30 田中 生子 歯科医師として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

1 30 30 木佐貫 聡 歯科医師として医業に携わり、歯科矯正学の分野を専門に豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

1 30 30 中村　麻弥 歯科医師として医業に携わり、口腔外科学の分野を専門に豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

1 30 30 坪水 良平 歯科医師として医業に携わり、小児歯科学の分野を専門に豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

1 20 20 西 恭宏 歯科医師として医業に携わり、高齢者歯科学の分野を専門に豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

山﨑 要一 歯科医師として医業に携わり、小児歯科や障害児者(者)歯科の分野を専門に豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

稲田 絵美 歯科医師として医業に携わり、小児歯科や障害児者(者)歯科の分野を専門に豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

山本 祐士 歯科医師として医業に携わり、小児歯科や障害児者(者)歯科の分野を専門に豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

1 20 20 白川　由紀恵 歯科医師として医業に携わり、麻酔学の分野を専門に豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

1 30 30 川島　雄介 歯科医師として医業に携わり、歯科放射線の分野を専門に豊富な経験をもとに講義を行う。

総合歯科学 2 60 歯科医師 歯科医師として医業に携わり、歯科放射線の分野を専門に豊富な経験をもとに講義を行う。

中﨑 明広 歯科医師として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

末永 健市 歯科医師として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

南 睦美 歯科医師として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

町頭 三保 歯科医師として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

2 60 30 北上　真由美 歯科衛生士として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

田島　香菜 歯科衛生士として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

専任教員 歯科衛生士の教員として、教育に携わり経験をもとに講義を行う。

2 40 20 専任教員 歯科衛生士の教員として、教育に携わり経験をもとに講義を行う。

千堂 洋一 歯科医師として医業に携わり、豊富な経験をもとに講義を行う。

門松 伸一 歯科医師として医業に携わり、豊富な経験をもとに講義を行う。

鉛山　光世 歯科衛生士として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

1 30 森田 洋子 管理栄養士として業務に携わり、豊富な経験をもとに講義を行う。

4 120 30 専任教員 歯科衛生士の教員として、教育に携わり経験をもとに講義を行う。

3 90 30 専任教員 歯科衛生士の教員として、教育に携わり経験をもとに講義を行う。

森　和代 歯科衛生士として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

専任教員 歯科衛生士の教員として、教育に携わり経験をもとに講義を行う。

1 15 15 山元 吉和 歯科医師として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

1 15 15 白川　由紀恵 歯科医師として医業に携わり、麻酔学･救急蘇生の分野を専門とした豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

1 15 15 右田　裕乃 歯科医師として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

2 104 52 社会福祉士

21 972 47 歯科医師･歯科衛生士

小　計 65 2196 734

1 15 15 吉嶺 真一郎 歯科医師として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

介護福祉士･社会福祉士

医師･看護師･管理栄養士

音楽 1 30 井谷　桃 音楽の教員免許を持ち、豊富な経験をもとに講義を行う。
大迫 洋子 日本体育協会公認ｽﾎﾟｰﾂ指導者の資格を持ち、全日本ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝﾚﾃﾞｨｰｽ連盟に所属し指導を行う。
畠中 和子 健康運動指導士の資格を持ち、全日本ｼﾞｬｽﾞ体操協会に所属し指導を行う。

小　計 7 215 15

合　計 107 3179 1142

教育課程表に定められた単位を全て取得した者には、校長が卒業を認定し、卒業証書を授与する。
また、歯科衛生に関する基礎･基本の学習と専門的な教育を徹底すると共に、最終的には知識･技術･人間性豊かな力を身につけた学生に卒業を認定する。

歯内療法学

歯科臨床概論

麻酔学

臨床歯科医学

高齢者歯科学

　　小　計

歯周療法学

　　　【 専門分野 】        

小児歯科疾患論

歯・口腔の健康と予
防に関わる人間と社
会の仕組み

1

医療倫理

口腔衛生学Ⅰ

歯科矯正学

口腔外科学

30

社会福祉･社会保険・社会保障

歯科衛生士概論

歯科診療補助論

歯科診療補助

歯科材料学

社会保険・請求事務

口腔衛生学Ⅳ

歯科保存学・保存修復学

疾病の成り立ち及
び回復過程の促進

衛生学・公衆衛生学

歯科医師として医業に携わり、豊富な臨床経験をもとに講義を行う。

22

臨床検査法

歯科衛生統計学

歯･口腔の構造と機
能

歯牙解剖

栄養指導Ⅰ

1

人体の構造と機能

生物学

微生物学

病理学･口腔病理学

口腔薬理学

内野　祥徳

科学的思考の基盤

人間と生活

30

60

口腔生理学

化学 1

2

生化学(口腔生化学)

組織･発生学

生理学

外国語

解剖学

心理学

社会学

該当科目

　　　【 基礎分野 】        

鹿児島歯科学院専門学校　歯科衛生士科　教育課程表

健康社会学

　　　【 専門基礎分野 】        

22

歯科医師として医業に携わり、臨床経験をもとに講義を行う。牧角 麻未

看護概論

口腔微生物学

薬理学

口腔衛生学Ⅱ

口腔衛生学Ⅲ

歯科保健指導論

保健指導学

実習先である病院や歯科医院および高齢者･障害者施設等において歯科医師･歯科衛生士･介護福祉士が指導者と
なり、医療や福祉の現場で豊富な臨床経験を元に実習指導を行う。

摂食嚥下指導

介護職員初任者研修の規定に定める講師により、関連施設で豊富な経験をもとに講義や演習の指導を行う。

2 60

行動科学

栄養指導Ⅱ(調理実習含む)

う蝕・歯周予防処置法

臨床実習

90

15

30

救急蘇生

感染予防学

歯科予防処置論

予防的歯石除去実習

30

1

歯科衛生士概論

卒業要件

歯科保健指導実習(含：訪問歯科指
導)

体育 1

臨地・臨床実習
臨地実習

30

歯科口腔放射線論

歯科補綴学

障害者歯科学

40

1

30

1

3

120

30

職業教育 1 20

2 30

30

15

口腔解剖学

衛生行政

う蝕予防処置実習

介護職員初任者研修 1304

口腔保健管理法     (継続管理) 30

30

15

4

       【選択必修分野】     


