
・東北歯科専門学校 

・実務経験のある教員等による授業科目の一覧表                                            歯科技工士科 

分野 教育内容 授業科目 
時間数 単位

数 
担当者 所属 職種 

1 年 2 年 計 

専
門
基
礎
分
野 

歯科技工と歯科医療 
歯科技工管理学（歯科技工学概論） 30  30 2 福井 和德 東北歯科専門学校 学校長 歯科医師 

歯科技工管理学（関係法規）  16 16 1 廣瀬 公治 奥羽大学歯学部 教授 歯科医師 

歯・口腔の構造と機能 口腔・顎顔面解剖学 
46  46 3 

宇佐美晶信 奥羽大学歯学部 教授 歯科医師 

芹川 雅光 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

口腔・顎顔面解剖学実習 180  180 4 関根 夏枝 東北歯科専門学校 歯科技工士 

顎口腔機能学 16  16 1 清野 晃孝 奥羽大学歯学部 准教授 歯科医師 

顎口腔機能学実習  46 46 1 松本 俊哉 東北歯科専門学校 歯科技工士 

歯科材料・歯科技工機器 

と加工技術 

歯科理工学 

46  46 3 

岡田 英俊 奥羽大学歯学部 教授 歯科医師 

石田 喜紀 奥羽大学歯学部 准教授 歯科医師 

大木 達也 奥羽大学歯学部 助教 歯科医師 

齋藤 龍一 奥羽大学歯学部 助教 歯科医師 

歯科理工学実習 

180  180 4 

熊田 恭夫 東北歯科専門学校 歯科技工士 

関根 夏枝 東北歯科専門学校 歯科技工士 

松本 俊哉 東北歯科専門学校 歯科技工士 

小   計 498 62 560 19 
   

専
門
分
野 

有床義歯技工学 有床義歯技工学 
46  46 3 

和田 裕一 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

松本 知生 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

有床義歯技工学実習基礎 
316  316 7 

熊田 恭夫 東北歯科専門学校 歯科技工士 

松本 俊哉 東北歯科専門学校 歯科技工士 

有床義歯技工学実習応用 
 136 136 3 

熊田 恭夫 東北歯科専門学校 歯科技工士 

松本 俊哉 東北歯科専門学校 歯科技工士 

歯冠修復技工学 歯冠修復技工学 
46  46 

3 

山田 嘉重 奥羽大学歯学部 教授 歯科医師 

菊井 徹哉 奥羽大学歯学部 准教授 歯科医師 

歯冠修復技工学    雨宮 幹樹 奥羽大学歯学部 助教 歯科医師 

歯冠修復技工学実習基礎 
316  316 7 

松本 俊哉 東北歯科専門学校 歯科技工士 

関根 夏枝 東北歯科専門学校 歯科技工士 

歯冠修復技工学実習応用  136 136 3 関根 夏枝 東北歯科専門学校 歯科技工士 

矯正歯科技工学 矯正歯科技工学 16  16 1 竜  立雄 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

矯正歯科技工学実習  46 46 1 松本 俊哉 東北歯科専門学校 歯科技工士 

小児歯科技工学 小児歯科技工学 
16  16 1 

加川千鶴世 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

神庭 優衣 奥羽大学歯学部 助教 歯科医師 

小児歯科技工学実習  46 46 1 松本 俊哉 東北歯科専門学校 歯科技工士 

歯科技工実習 歯科技工実習 

 496 496 11 

福井 和德 東北歯科専門学校 学校長 歯科医師 

熊田 恭夫 東北歯科専門学校 歯科技工士 

関根 夏枝 東北歯科専門学校 歯科技工士 

松本 俊哉 東北歯科専門学校 歯科技工士 

小   計 756 860 1616 41 
   

合   計 1254 922 2176 60 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



・東北歯科専門学校 

・実務経験のある教員等による授業科目の一覧表                                            歯科衛生士科 

分野 教育内容 授業科目 
時間数 単位

数 
担当者 所属 職種 

1 年 2 年 3 年 計 

専
門
基
礎
分
野 

人体(歯･口腔を除く。)  

の構造と機能  

解剖学 
30     30 2 

宇佐美晶信 奥羽大学歯学部 教授 歯科医師 

芹川 雅光 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

生理学 

16     16 1 

川合 宏仁 奥羽大学歯学部 教授 歯科医師 

大須賀謙二 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

古山  昭 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

生化学 
30     30 2 

前田 豊信 奥羽大学歯学部 准教授 歯科医師 

鈴木 厚子 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

歯･口腔の構造と機能 口腔解剖学 
30     30 2 

宇佐美晶宜 奥羽大学歯学部 教授 歯科医師 

芹川 雅光 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

組織発生学 20     20 1 中川 敏浩 奥羽大学歯学部 准教授 歯科医師 

口腔生理学 

16     16 1 

川合 宏仁 奥羽大学歯学部 教授 歯科医師 

大須賀謙二 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

古山  昭 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

口腔生化学 
30     30 2 

前田 豊信 奥羽大学歯学部 准教授 歯科医師 

鈴木 厚子 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

疾病の成り立ち及び回 

復過程の促進 

病理学・口腔病理学 
30     30 2 

遊佐 淳子 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

櫻井 裕子 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

薬理学・歯科薬理学 30     30 2 長岡 正博 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

微生物学・口腔微生物学 40     40 2 清浦 有祐 奥羽大学歯学部 教授 歯科医師 

歯･口腔の健康と予防 

に関わる人間と社会の 

仕組 

口腔衛生学 60     60 4 大橋 明石 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

歯科衛生統計 
    30 30 1 

廣瀬 公治 奥羽大学歯学部 教授 歯科医師 

小林美智代 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

衛生･公衆衛生学 
30     30 2 

廣瀬 公治 奥羽大学歯学部 教授 歯科医師 

小林美智代 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

衛生行政･社会福祉 
    30 30 2 

廣瀬 公治 奥羽大学歯学部 教授 歯科医師 

南 健太郎 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

小   計 362 0 60 422 26 
 

    

専
門
分
野 

歯科衛生士概論 歯科衛生士概論 16     16 1 福井 和德 東北歯科専門学校 学校長 歯科医師 

医療倫理学 30     30 2 長岡 正博 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

臨床歯科医学 歯科臨床概論 30     30 2 川鍋  仁 奥羽大学歯学部 准教授 歯科医師 

保存修復学 
  22   20 1 

山田 嘉重 奥羽大学歯学部 教授 歯科医師 

菊井 徹哉 奥羽大学歯学部 准教授 歯科医師 

歯内療法学 
  22   20 1 

佐藤 穏子 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

長﨑 慶太 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

歯周療法学   22   20 1 高橋 慶壮 奥羽大学歯学部 教授 歯科医師 

歯科補綴学(冠橋義歯) 
  16   

32 2 

雨宮 幹樹 奥羽大学歯学部 助教 歯科医師 

伊藤  歩 奥羽大学歯学部 助教 歯科医師 

歯科補綴学(有床義歯)  16  山森 徹雄 奥羽大学歯学部 教授 歯科医師 

歯科矯正学 

  30   30 2 

板橋  仁 奥羽大学歯学部 准教授 歯科医師 

黒田 栄子 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

細谷 尚史 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

山野辺晋也 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

口腔外科学   30   30 2 高田  訓 奥羽大学歯学部 教授 歯科医師 

小児歯科学   30   30 2 島村 和宏 奥羽大学歯学部 教授 歯科医師 

高齢者歯科学     16 16 1 清野 晃孝 奥羽大学歯学部 准教授 歯科医師 

障害者歯科学     16 16 1 佐々木重夫 奥羽大学歯学部 准教授 歯科医師 

歯科予防処置論 う蝕･歯周予防処置法Ⅰ 

150     150 4 

石河 香子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

菅野 明子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

河野ひとみ 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

國分 明子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

長谷川央江 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

う蝕･歯周予防処置法Ⅱ 

(歯周予防処置法) 
 88  

120 3 

菅野 明子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

石河 香子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

う蝕･歯周予防処置法Ⅱ 

(う蝕予防処置法)  32  

河野ひとみ 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

國分 明子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

長谷川央江 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

う蝕･歯周予防処置法Ⅲ 

  30 30 1 

石河 香子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

河野ひとみ 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

菅野 明子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

國分 明子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

長谷川央江 東北歯科専門学校 歯科衛生士 



 

 

 

 

 

 

 

分野 教育内容 授業科目 
時間数 単位

数 
担当者 所属 職種 

1 年 2 年 3 年 計 

専
門
分
野 

歯科予防処置論 口腔保健管理法 

  20 20 1 

河野ひとみ 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

石河 香子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

菅野 明子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

國分 明子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

長谷川央江 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

歯科保健指導論 歯科保健指導法Ⅰ 

110   110 3 

國分 明子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

菅野 明子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

河野ひとみ 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

石河 香子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

長谷川央江 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

歯科保健指導法Ⅱ 

 90  90 3 

河野ひとみ 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

石河 香子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

菅野 明子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

國分 明子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

長谷川央江 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

歯科保健指導法Ⅲ 

  30 30 1 

河野ひとみ 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

石河 香子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

菅野 明子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

國分 明子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

長谷川央江 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

栄養と人体 
 30  30 1 

河野ひとみ 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

廣瀬 公治 奥羽大学歯学部 教授 歯科医師 

歯科診療補助論 歯科診療補助法Ⅰ 

120   120 3 

石河 香子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

菅野 明子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

河野ひとみ 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

國分 明子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

長谷川央江 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

歯科診療補助法Ⅱ 

 60  60 2 

國分 明子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

菅野 明子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

河野ひとみ 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

石河 香子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

長谷川央江 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

歯科診療補助法Ⅲ 

  30 30 1 

國分 明子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

菅野 明子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

河野ひとみ 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

石河 香子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

長谷川央江 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

歯科材料学 

24   24 1 

岡田 英俊 奥羽大学歯学部 教授 歯科医師 

石田 喜紀 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

大木 達也 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

齋藤 龍一 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

歯科診療補助論 臨床検査 

 30  30 1 

川合 宏仁 奥羽大学歯学部 教授 歯科医師 

冨田  修 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

大須賀謙二 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

古山  昭 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

大橋 明石 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

菅野 明子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

高田  訓 奥羽大学歯学部 教授 歯科医師 

感染予防学 16   16 1 國分 明子 東北歯科専門学校 歯科衛生士 

歯科放射線学  20  20 1 渡部 剛史 奥羽大学歯学部 助手 歯科医師 

麻酔･救急蘇生法 
 20  20 1 

山崎 信也 奥羽大学歯学部 教授 歯科医師 

田中 克典 奥羽大学歯学部 講師 歯科医師 

基礎介護   30 30 2 長谷川淳子 奥羽大学歯学部附属病院 看護師 

小   計  496 558 172 1220 48    

合   計 858 558 232 1642 74    


