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（１）学校概要 

学 校 名 博多メディカル専門学校 

設置者名 学校法人 博多学園 

学校ＨＰ https://www.hakata.ed.jp/hakatamedical/ 

教育理念 建学の理念 『 全人教育・自立共存・地域社会への奉仕 』 

学園指針 心が志を 志が人成を 

学校校訓 徳性の涵養 ・ 気力の充実 ・ 技術の錬磨 

教育方針 徳性を涵養し、専門知識及び専門技術の向上を図り、社会性・創造性豊かな 

人材を育成する。 

理 事 長 八尋 太郎 

校  長 刀根 啓明 

所 在 地 〒８１２－００４４  

福岡市博多区千代４丁目３２番１号 

Ｔ Ｅ Ｌ ０９２－６５１－８００１（代表） 

Ｆ Ａ Ｘ ０９２－６５１－８００２  

沿  革 １９４１（昭和１６）年  和洋文化女学校設立 

１９１８（昭和２６）年  学校法人福岡文化学園設立認可 

１９６５（昭和４０）年  福岡文化学園より分離し永末学園設立認可 

１９７２（昭和４７）年  福岡歯科技工士学院開講 

１９７４（昭和４９）年  各種学校として設置認可 

１９７８（昭和５３）年  専修学校福岡歯科技工専門学校設置認可 

１９７９（昭和５４）年  歯科衛生士科設置認可 

            福岡歯科技術専門学校と改称 

１９８９（平成 元）年  臨床工学技士養成所指定、医療専門課程設置認可 

            福岡医科歯科技術専門学校と改称 

１９９３（平成 ５）年  学校法人博多学園と改称 

２０１１（平成２３）年  博多メディカル専門学校と改称 

            吉塚キャンパス新校舎竣工、移転 

２０１５（平成２７）年  職業実践専門課程認定(３学科) 

２０１９（令和 元）年  大学等における修学の支援に関する法律第７条 

             第２項に基づく確認 



（２）（３）各学科について・教職員について  

設置学科 （医 療 専門課程）臨床工学技士科 修業年限３年 

（歯科技術専門課程）歯科技工士科  修業年限２年 

          歯科衛生士科  修業年限３年 

入学資格 学校教育法施行規則第８０条に定められた高等学校卒業又はこれと同等以上の

学力を有するもので、本校入学試験を合格した者。 

募集定員  

学科名 募集人員 入学者数 

臨床工学技士科 ４０名（共学） ４３名 

歯科技工士科 ３２名（共学）   ３７名 

歯科衛生士科 ５０名（女子）   ４７名 

（令和２年実績） 

在校生数 臨床工学技士科 

学年 人数 社会人入学者数 

１年生 ４４名  ３名 

２年生 ４１名   ３名 

３年生 ３３名   ４名 

歯科技工士科                

学年 人数 社会人入学者数 

１年生 ３７名  ０名 

２年生 ３５名  ４名 

 

歯科衛生士科                

学年 人数 社会人入学者数 

１年生 ４７名  ２名 

２年生 ５０名  ３名 

３年生 ５４名  ４名 

                        （令和２年実績） 

成績評価 次の各号に該当する者は履修した学科目について合格したものと評定する。 

（１）各学科目毎の試験が６０点以上に達した者。 

（２）所定の実習時間の５分の４以上の実習を行った者で、教育課程に基づい 

て評価を受け６０点以上に達した者。 

卒業資格 学校長が次の各号に該当する者で各科の職員会議に附して卒業を認定した者。 

（１）当該学科の出席すべき時間の５分の４以上出席していること。 

（２）当該学科の履修すべき科目の成績評定が可以上であること。 

（３）授業料、その他の諸納付金を完納している者。 

 



臨床工学技士科 

教 育 目 標 医療機器・設備について幅広い知識を身に付け、チーム医療の中で安全な 

医療を実行出来る人間性豊かな臨床工学技士を育成する。 

カリキュラム 

 

(詳細１) 

１年次：数学、解剖生理学、電磁気学、基礎医学実習 他 

                       【１，０３２時間】 

２年次：疾病治療学、物性工学、医用治療機器学、医用機器安全管理学  

    臨床実習 他               【１，０１０時間】                 

３年次：生体計測装置学、生体機能代行装置学、医用機器学実習、 

    臨床実習 他               【  ９３０時間】          

取得目標資格 臨床工学技士（国家資格）、 

工業英語検定、情報活用検定、ＭＥ技術実力検定１・２級、 

ビジネス能力検定 

国家資格合格率 ８９.５％                    （令和元年度実績） 

卒業者数 １,０５２名                      （令和元年度末） 

就職実績（順不同）                       （過去３年間実績） 

九州大学病院、産業医科大学病院、北里大学病院、佐賀大学医学部附属病院 

鹿児島大学医学部・歯学部附属病院、福岡赤十字病院、福岡県済生会 飯塚嘉穂病院、 

独立行政法人国立病院機構近畿グループ、医療法人財団康生会 武田病院、公立八女総合病院、 

社会医療法人青洲会 福岡青洲会病院、社会医療法人財団池友会 福岡和白病院、 

医療法人祥知会 はこざき公園内科医院、医療法人沖縄徳洲会 湘南鎌倉総合病院、 

医療法人相生会 宮田病院、佐世保市総合医療センター、医療法人社団如水会 今村病院、 

医療法人徳洲会 福岡徳洲会病院、医療法人社団高邦会 高木病院、済生会二日市病院、 

独立行政法人国立病院機構大牟田病院、沖縄セントラル病院、株式会社麻生 飯塚病院、 

医療法人恵光会原病院、地方独立行政法人 北九州市立病院機構、 

医療法人芳生会和田内科循環器科、独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院  

社会医療法人共愛会 戸畑共立病院、国家公務員共済組合連合会 浜の町病院、 

医療法人真鶴会 小倉第一病院、独立行政法人国立病院機構 西別府病院、 

医療法人才全会西新クリニック・賀茂クリニック、医療法人高橋内科クリニック、 

社会医療法人財団池友会 新行橋病院、公益財団法人健和会 健和会大手町病院、 

医療法人博腎会博腎会病院、医療法人社団善仁会、公益財団法人福岡医療団千鳥橋病院 

一般社団法人日本海員棭済会病院、特定医療法人社団三光会 三光クリニック、 

一般社団法人福岡県社会保険医療協会社会保険仲原病院、社会医療法人愛仁会 千船病院、 

社会医療法人大成会福岡記念病院、特定医療法人静便堂 白石共立病院、 

社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院、医療法人社団医王会朝倉健生病院、 

医療法人有吉クリニック、地方独立行政法人下関市立市民病院、独立行政法人芦屋中央病院、

医療法人明楽会くまクリニック、社会医療法人財団池友会 福岡新水巻病院 

医療法人よしとみ内科クリニック、医療法人才全会伊都クリニック、 

医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院、一般社団法人巨樹の会 新武雄病院 

フクダ電子西部北販売株式会社、他多数 

教員数 ３６ 教務主任（専任）：１名、専任教員：５名、非常勤講師：３０名 



歯科技工士科 

教 育 目 標 即戦力としての技術を習得 

カリキュラム 

 

  (詳細２) 

１年次：造形美術概論、歯科技工学概論、歯科理工学、歯の解剖学、 

有床義歯技工学、歯冠修復技工学、矯正歯科技工学、 

コミュニケーション論、情報リテラシー 他 【１，０５７時間】 

２年次：外国語、関係法規、歯科技工概論、歯科理工学、歯の解剖学、 

顎口腔機能学、有床義歯技工学、歯冠修復技工学、 

小児歯科技工学、歯科技工実習 他     【  ８８７時間】 

取得目標資格 歯科技工士（国家資格）、 

ビジネス能力検定 

国家資格合格率 ９６.９％                                      （令和元年度実績） 

卒業者数 １，９６８名                  （令和元年度末） 

就職実績（順不同）                       （過去３年間実績） 

株式会社愛歯、和田精密歯研株式会社、株式会社シケン、まつうら歯科クリニック、 

有限会社イングデンタルラボラトリー、ＦＤＡ松尾、パールセラム、デンチャーラボ、 

株式会社デンテック、株式会社アシストワン、智治矯正歯科、有限会社ピーエムラボ、 

株式会社デンタルスタジオ、株式会社サジエス、有限会社オーケイ･ラボセンター、 

医療法人井上秀人歯科、株式会社共立デンタルラボラトリー、有限会社ゆうデンタル、 

医療法人宝歯会スマイルラボ、株式会社アイディック、株式会社アクティブ、 

株式会社ワールドデンタルラボラトリー、医療法人フィロソフィア徳永歯科クリニック、 

デンタルシステム株式会社、有限会社デンタルサポート、有限会社セラモテックシステム、 

株式会社福岡マイスターラボ、有限会社協和デンタル･ラボラトリー、株式会社ジーシー、 

医療法人光仁会白本歯科医院、ＤＳデンタルスタジオ株式会社、エボリューションラボ、 

株式会社 ZOO LABO、ＡＤＳceramic 株式会社、医療法人Ｃ＆Ｃメディカル梶原歯科、 

株式会社日本デント、恵生会まりふ歯科、他多数   

 

 

教員数２２名 教務主任（専任）：１名、専任教員：４名、非常勤講師：１７名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



歯科衛生士科 

教 育 目 標 テクニカルスキルとヒューマンスキルを同時に養成する 

カリキュラム 

 

  (詳細３) 

１年次：口腔衛生学、口腔解剖学、小児歯科学、歯科診療所臨床実習 他 

                         【１，１９５時間】 

２年次：口腔外科学、矯正歯科学、高齢者歯科学、歯科診療所臨床実習 他 

                         【１，０１０時間】 

３年次：医療保険事務、九大病院・幼稚園・歯科診療所臨床実習 他 

                         【  ８５５時間】 

取得目標資格 歯科衛生士（国家資格）、日本口腔ケア学会認定資格５級、 

秘書技能検定３・２級 

国家資格合格率 ９６.３％                                    （令和元年度実績） 

卒業者数 １，８２５名                  （令和元年度末） 

就職実績（順不同）                       （過去３年間実績） 

社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院、株式会社麻生 飯塚病院、スマイル歯科、 

水上歯科クリニック、医療法人仁慈会ひろえ歯科医院、博多ひろえ歯科、ばん歯科医院、 

医療法人有友会吉塚ＳＥＴ歯科、まなべ歯科医院、もろおか歯科、さくら歯科、 

なごみ歯科医院、坂本歯科医院、森本歯科、くすのき歯科医院、古賀歯科医院、 

匠歯科クリニック、木村歯科、社会保険田川病院、樋口歯科、あつし歯科医院、 

小川歯科医院、歯科ウチダクリニック、松本歯科医院、はなおか矯正歯科クリニック、 

医療法人美咲会 はかたの森歯科こども歯科、医療法人ＣｒｅＶｉｅわかば歯科福岡東 

ホワイトエッセンス天神、天神雅歯科、御笠川デンタルクリニック ヒカリ、  

もりみつ歯科クリニック、アロハ歯科 歯科・矯正歯科クリニック、やすもと歯科、 

たにいし歯科クリニック、友枝歯科クリニック平尾、医療法人戸畑駅前セントラル歯科、 

株式会社ジーシー、医療法人わかば総合歯科、はやま歯科医院、みどり歯科クリニック、 

天神美容歯科･矯正歯科 わかばデンタルオフィス、ちゃん歯科医院、こじま歯科医院、 

あかま歯科クリニック、医療法人真美会 ヒロデンタルオフィス、おおた歯科･矯正歯科、 

てるや歯科医院、たけ歯科医院、あおき歯科クリニック、新開歯科医院、まつうら歯科、 

はる歯科クリニック、ＭＯＴＯ矯正歯科、内野歯科医院、らいふ歯科クリニック、 

香椎スポーツガーデン歯科医院、医療法人社団博文会空港口２４時間歯科･小児歯科医院 

医療法人わかば歯科クリニック、工藤歯科医院、花田歯科医院、他 

 

 

教員数４９名 教務主任（専任）：１名、専任教員：６名、非常勤講師：４２名 

 

 

 

 

 

 

 



（３）教職員一覧          教職員一覧 参照 

 

（４）キャリア教育・実践的職業教育  

臨床工学技士

科 

病院実習(２年次９０時間、３年次９０時間、計１８０時間) 

企業との連携授業(２年次２社４０時間) 

歯科技工士科 企業との連携授業(２年次３社８０時間)  

インターンシップ(２年次、１人２社実施) 

歯科衛生士科 歯科診療所実習(１年次４５時間、2 年次１８０時間、３年次１８０時間) 

九州大学病院実習(３年次４０８時間) 

幼稚園・小学校・高等学校・特別支援学校など(３年次８７時間) 

 

（５）様々な教育活動・教育環境 

学校行事 入学式、新入生宿泊研修、科別レクリエーション、科別研修旅行 

インターンシップ（歯科技工士科）、ひまわり祭（文化祭） 

登院式（臨床工学技士科２年・歯科衛生士科２年）、 

卒業式、卒業記念パーティ 

課外活動 ＳＡ活動 （体験入学学生アシスタント） 

学生会活動（ひまわり祭・卒業記念パーティ・同窓会） 

地域清掃活動 

 

（６）学生の生活支援 

学生マンション等賃貸業者紹介 

臨床心理士のカウンセリング(必要に応じて) 

 

（７）学生納付金・修学支援 

学生納付金           学生納付金 参照 

修学支援について～学費サポートシステム 

    →  https://www.hakata.ed.jp/hakatamedical/shogaku_kin.php 

 

（８）学校の財務 

令和元年度財政収支計算書  財務 参照 

 

（９）学校評価         学校評価 参照 

 

（１０）国際連携の状況 

学校交流 姉妹校 釜山カトリック大学（韓国／歯科技工士科） 

 


