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安心の就職

就職先（一部抜粋）

慈恵会医科大学附属病院
国際医療福祉大学熱海病院
東邦大学医療センター大森病院
獨協医科大学病院越谷
自治医科大学附属大宮医療センター
総合病院国保旭中央病院

亀田総合病院
聖路加国際病院附属クリニック・予防医療センター
保健科学研究所
(財)ちば県民保健予防財団
東京保健会病体生理研究所
(株)セントラル医学検査研究所　　他多数

臨床検査技師科

求人倍率

国公立病院をはじめ、
大学病院や総合病院、企業などから
毎年多くの求人票が寄せられています。

7.4
就職先（一部抜粋）

［個人クリニック］
銀座東芝ビル歯科
コートマリーナ歯科(新浦安)
六本木シンフォニークリニック
赤坂歯科診療所ほか

［大学病院／公共機関など］
東京歯科大学　水道橋病院
亀田総合病院　船橋市保健センター
墨田区保健センターほか

［企業／他］
サンデンタル(歯科器材)
株式会社YDM(医療機器) ナカニシ(医療機器)
特別養護老人ホームやすらぎ園ほか

歯科衛生士科

求人倍率

各自治体の保健センターや歯科関連企業、
一般企業や官公庁内の健康管理室などへの
就職実績が多いことも本校の特徴です。
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東京医学技術専門
学校 　　つの魅力5 学習環境が充実である

無散瞳眼底カメラや超音波画像診断装置と

いった大学に匹敵する診療装置を使用するなど、

現場の即戦力になるための技術や

知識を学べる設備・授業が揃っています。

なりたい自分になれ
る。

基礎から学べる
理系の基礎的な科目が充実。

高校時代に文系科目しか

履修しなかった学生でも、

日頃の授業も国家試験も全く心配ありません。

先生と距離が近い
クラス担任制度を導入し、

担任が一人ひとりの国家試験や

進路／就職をきめ細かくサポート。

もちろん他の教職員も一丸となって

サポートしていきます。

倍 倍
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国家試験対策が充実である
過去の国家試験の動向を分析した

特別講義や各種模擬試験を繰り返して、

国家試験対策に生かしています。

不得意な科目を見つけて

指導して貰えるのも効果抜群。



臨床検査技師の役割

臨床検査技師の魅力って何？

いのちを守る〝縁の下の力持ち〟

専門性が高く、安定して働ける

活躍の場が多い

患者さんに直接的な治療行為は行いませんが、
臨床検査技師から医師に伝えられる迅速かつ正確な情報が、
命を守る医療現場を支えています。

臨床検査技師は、チーム医療の中核を担うスペシャリストです。
男女の性別にかかわらず、一生の仕事として安定して続けられることは、
大きな魅力の一つです。

経験を積むことにより細胞検査士や超音波検査士などの専門に特化した資格も取得でき、
ますます活躍の範囲が広がります。

臨床検査技師科
昼間部

9:00－16:20

（Ⅰ部）

年制3
夜間部

18:00－21:10

（Ⅱ部）

年制※

夜間部４年制を
３年制に移行(申請中)

4

検査内容は大きく２つに分けられ、検体検査（血液や尿から化学的データをとる検査）と生理機
能検査（脳や心臓などの生理的反応や機能を調べる検査）になります。

1 様々な検査を行い、診断に必要な患者データを提供

医療現場のエキスパートとして、患者さんの症状を診断する医師の助けとなり、病気の早期発見・
早期治療や、予防医療にも貢献します。また検査中に急患が割り込み、作業の優先順位が急きょ変
更になったり、同時に複数の検査を並行して行うこともあるため、それらを臨機応変に、正確に素
早くさばける対応力が求められます。

2 観察力や判断力、対応力が必要

例えば、ICT：Infection Control Team (感染対策チーム)の活動は、院内感染等の発生防止に
関し、様々な職種が集まり、各々の専門性を尊重して、迅速かつ機動的に活動することを目的とし
た実働部隊です。臨床検査技師は、細菌検査結果を最初に知ることから、院内感染の発生や拡大
防止に対する情報発信の拠点となります。また新型コロナウイルス感染症においても、正しく検
体を採取することや、データの精度管理、報告していくことも重要な役割となります。

3 「チーム医療」の一員として活動

0605

「チーム医療」という医療モデルの中で、
「臨床検査の専門家」という立場から
積極的にさまざまなチームに参加することができます。

チ ー ム 医 療 へ
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実践を重視した教育課程

▪外部施設への見学などが行われ幅広い知識が得られます。
▪病院での臨地実習が3年次5ヶ月間実施され、実際の医療世界で授業では得られない責任感と多くの経験が身につけられます。
▪国家試験の模擬試験などを数多く行い、不得意科目の確認と克服を行います。
▪卒業時に専門士(医療専門課程)の称号が付与。
▪上記により大学への編入学が可能。

▪卒業時に高度専門士(医療分野)の称号付与。
▪Ⅱ部4年課程の卒業により、大学院入学の受験資格が得られます。
▪臨地実習は3年次の終盤で3ヶ月間の集中実習で、医療世界の緊張感と責任感を身につけます。
▪昼間部と変わらぬ内容の教育を3年次まで行い、4年次には1年間をかけ国家試験対策に特化した授業を行います。

昼間部（Ⅰ部）の特徴 夜間部（Ⅱ部）の特徴

基礎知識を習得

基礎学力の養成を目的として、化学、生物、
物理、数学、英語などの自然科学や語学を
学び、専門科目の履修準備を整えます。そ
のほかに倫理学や心理学を学び、医療保健
福祉学を通して、医療社会の規範と秩序を
学び医療人としての素養を高めます。

専門科目を学ぶ

専門科目を中心とした学習が行われ、臨床
検査技師としての基礎技術を中心的に学
びます。また、臨床検査の理論と実践の習
得を目指すだけでなく、翌年度から始まる
臨地実習に向けた、具体的な患者さん対
応などにおいても実践的に学びます。

臨地実習＆国家試験対策

指定病院で実習を行い、患者さんへの応
答、検査業務の流れを学びます。実習では
自分の特性を知ると同時に、臨床検査技師
としての実践的な視点も養われます。ま
た、卒業と同時に国家試験に合格するため
に、総括的なまとめの学習に取り組みます。

年次 年次 年次

｜臨床検査技師科｜

化学・生物を高校レベルから再度学習し、医学の基礎作りから取り組むカリキュラム。
実習を多く取り入れた授業で、経験的に理論と技術の習得ができます。

［4 年間の流れ］

基礎知識を習得

Ⅰ部と同様に高等学校レベルの
化学・生物・物理・数学などの科
目を復習の意味も込めて臨床検
査技師に必要とされる学力の基
礎づくりを学んでいきます。その
他医学の基礎科目である解剖学
や生理学など基礎専門科目も学
びます。

専門基礎分野と専門分野の科目
の講義と、実習を行います。理論
と実際の検査実技と系統立てら
れた授業編成で、頭と身体で各検
査項目の流れや、検査データの見
方などを実践的に学びます。

専門分野の科目を中心に学科と
実習を積み重ねます。3学年の
1月からは、習得してきた知識と
技術を指定の実習病院で昼間に
約3ヶ月間臨地実習として、医師
や臨床検査技師の指導の下、実
践の場で学び医療人としての心
構えも身につけます。

3年間学んできた臨床検査の知
識の演習と、総合的に再復習す
る国家試験に向けての講義が始
まります。後期からは特に国家試
験の模擬試験などを繰り返しな
がら、国家試験の傾向に合わせ
た授業が展開します。

年次

専門科目を学ぶ

年次

臨地実習

年次 年次

国家試験対策

［3 年間の流れ］

1 2 3 1 2 3 4

東日本で唯一の夜間課程

4年制※の課程で午後6時からの授業開始となります。アルバイトなどの仕事をしながら
国家資格を目指せる東日本唯一の専門学校です。大学院入学への道も開かれます。

学生ロビー エントランスロビー

充実の施設・設備（第1校舎） 主な実習先

臨床検査技師科実習室モニタ付顕微鏡 501教室脳波計

0807

▪NTT東日本関東病院
▪川崎市立川崎病院
▪東京北医療センター
▪国保君津中央病院
▪越谷市立病院
▪JCHO 東京新宿メディカルセンター
▪自治医科大学附属病院
▪順天堂大学医学部附属浦安病院
▪千葉済生会習志野病院
▪千葉市立海浜病院
▪千葉労災病院
▪筑波大学附属病院
▪同愛記念病院
▪東京医科大学病院

▪東京慈恵会医科大学附属病院
▪東京女子医科大学東医療センター
▪東京大学医学部附属病院
▪東京逓信病院
▪東京都立墨東病院
▪東京ベイ浦安市川医療センター
▪東京臨海病院
▪獨協医科大学埼玉医療センター
▪成田赤十字病院
▪日本医科大学附属病院
▪船橋市立医療センター
▪武蔵野赤十字病院
▪横浜南共済病院
▪横浜労災病院

※実習先より一部抜粋
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４年制を３年制に移行(申請中)



日々進化していく医療の中で、自分の夢に向い、学び続ける

学生たち。その姿から、あなたの進むべき道が見えてくる

ことを願って、在学生たちの「いま」を紹介します。

M.F さん

2020年度は、新型コロナの影響によりリモー

ト授業がメインで、対面授業は少なかったです

が、リモート授業では先生方が色々と工夫して

いただき要点を絞った授業だったので、とても

わかりやすかったです。臨地実習では、実際の

医療施設でつかうスキルを身に付けることでき

る指導だったのでとても勉強になり、将来に役

立てていきたいです。

学校の雰囲気はとてもアットホームなので、先

生方も親身に相談にのっていただけます。臨地

実習では、先生方の経験を伺うことができるの

で、実践的な技術を身に付けることができ、仲

間と協力することでチームワークも身につける

ことができます。同じ道をめざす仲間と支え合

いながら、好きなことを学んでいるため、毎日

が楽しく充実しています。

Ⅱ部は18時開始ということで、昼間に仕事をし

ながら通っている人が多いので、向上心がある

人ばかりだと思います。そのため、みんな協力

しながら切磋琢磨しながら学習に取り組むこと

ができます。また年齢層が幅広いですが、同じ

目標に向かって頑張っているので、年齢に関係

なく仲良くすることができるのが、Ⅱ部のメ

リットでもあります。

臨床検査技師の仕事は、様々な検査をすること

ができ、専門に特化した資格も取得できるた

め、選択肢が幅広く活躍の場も多く存在しま

す。Ⅱ部はⅠ部よりも人数が少ないため、臨地

実習において、実際に医療機器に触れる機会が

多いと思います。またわからないところは友人

と教え合いながら、充実した学校生活を送って

います。

昼間部
（Ⅰ部）

夜間部
（Ⅱ部）

在学生 声のVoice

S.M さん

N.S さん

K.S さん

実際の医療施設で身に付く

スキル

実践的な医療世界で身に付く

技術力

同じ目標に向かって頑張れる

向上心

実際に触れる機会が多い

医療機器

1009

｜臨床検査技師科｜
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歯科衛生士の魅力って何？

虫歯や歯周病を起こすプラークや歯石を取り除いたり、
虫歯予防のためにフッ素(フッ化物)を塗布します。

1 歯科予防処置

診療機器や器具の消毒・滅菌・管理、薬剤・材料の準備
と、歯科医療がスムーズに行われるために歯型を採るな
どの歯科医師の補助を行います。

2 歯科診療補助

病院、学校、職場、保健センターなどで、歯磨き指導や子
どもの歯の発達に関する生活指導など、健康な生活を送
るための相談や指導を行います。

3 歯科保健指導

歯科衛生士の役割

一生モノの国家資格
結婚や転居、育児や介護など人生の様々な転機において、
その時の自分に合った職場環境により働く場を選べる国家資格です。

多様な活躍の場
多彩な認定制度でスキルアップもでき、歯科診療所の他、
病院・保健所・介護老人保健施設など、様々な活躍の場があります。

全国どこでも働ける
日本全国に68,791施設（『医療施設調査』厚生労働省, 2018）も
歯科診療所があるため転居先でも仕事を探すことができ、
環境の変化があっても長く仕事を続けられる点は、歯科衛生士の強味です。

歯科衛生士科
昼間部

9:00－14:00

（Ⅰ部）

年制3
夜間部

18:00－21:10

（Ⅱ部）

年制3

1413

プロの技術で応えられる
歯科医療のスペシャリストを目指すことができます。

常に社会から必要とされる国家資格ですので、環境の変化で一時離職しても、再就職に困ることはありません。

就職 率 ％ の 安 心100

Tokyo College of Medical TechnologyTokyo College of Medical Technology



歯科衛生士科臨床実習室 歯科衛生士科基礎実習室 教室 図書室 学生ラウンジ パウダールーム

｜歯科衛生士科｜

［3 年間の流れ］［3 年間の流れ］

充実の施設・設備（第2校舎） 主な実習先

基礎知識を習得

医療人として豊かな教養を身につけ、社
会性を養うために生物学・化学・心理学・
英語などの一般教養科目に加えて、健康
への理解を深めるウェルネル概論などを
学びます。専門科目では、身体や口腔の仕
組みや働き・病気が起こる原因や、その対
応や回復の促進について歯科医学の基礎
を学びます。

専門科目を学ぶ

歯科衛生士業務である歯科予防処置・歯
科診療補助・歯科保健指導の基礎から相
互実習へと学内実習を通して知識を技術
を身につけていきます。臨床歯科医学の
知識と礼儀作法などを学び、臨地・臨床実
習の場では、歯科医師や歯科衛生士から
指導を受けながら患者さんと接していき
ます。

臨地実習＆国家試験対策

2年次から引き続き臨地・臨床実習が行わ
れ、保健センター・保育園・小学校・介護老
人保健施設・大学病院などで、さまざまな
年齢層の方々と接する実習が行われ、幅
広い経験が得られます。臨地・臨床実習の
後に、3年間の総まとめとして知識の確認
を行い、期待される歯科衛生士を目指して
国家資格取得へ向かっていきます。

年次 年次 年次1 2 3
基礎知識を習得

スリム化した効率的な授業により昼間部
同様に一般教養科目の復習やウェルネス
概論などを学び基礎学力を高め、それと
ともに、歯科衛生士の3大業務である歯
科予防処置・歯科診療補助・歯科保健指
導などの基礎専門科目を授業と実習を通
し順次系統立てて学んでいきます。

専門科目を学ぶ

2年次は基礎専門科目から専門科目の授
業と実習に移行し、より専門性の高い歯
科医学を学び、後期から始まる臨地・臨床
実習に備え、より実践的な相互実習を重
ね臨床歯科医学の知識と技術のまとめを
します。臨地・臨床実習は学生一人ひとり
が複数の施設で実習を重ね、偏りのない
実習体験を数多く得ます。

臨地実習＆国家試験対策

3年次の臨地・臨床実習が終了した後に、
国家試験対策のための授業が開始されま
す。1年次2年次で学んだ専門科目の知識
を確認し、過去の国家試験の傾向を基に対
策授業が行われ、模擬試験を繰り返し、分
析して学生個々の不得意科目の指導や補
習などを行い国家試験受験に臨みます。

年次 年次 年次1 2 3

豊富な実習体験ときめ細かな指導

▪豊富でゆとりある授業プログラム。
▪徹底したサポートで開校以来トップレベルの国家試験合格実績。
▪ゆったりとした時間の中で、健康管理士一般指導員の資格も取得できます。
▪親身できめ細やかな就職指導で、適性に合った就職が可能。
▪臨地・臨床実習は歯科医院のほか、保健センターや高齢者施設など8分野の施設で行い、
　豊富な実習体験で技術と知識が得られます。

▪PCを使用した診療報酬(レセプト)の演習を行っています。

▪効率化された分かりやすい授業。
▪午後6時からの授業開始により、昼間お仕事をされている方や、
　大学・短大などに通われている方も歯科衛生士を目指せます。

▪働きながら学ぶことを希望する方には、歯科医院を紹介いたします。
▪ライフスタイルに合わせて2年次・3年次の臨地・臨床実習の時間帯を選択することができます。
▪PCを使用した診療報酬(レセプト)の演習を行っています。

昼間部（Ⅰ部）の特徴 夜間部（Ⅱ部）の特徴

ゆとりある授業プログラムと徹底したサポートで全国平均を大きく超えた国家試験の合格実績。
きめ細やかな就職指導で、適性に合った就職が可能です。

働きながら学び、歯科衛生士を目指す
スリムで充実したカリキュラム。午後6時から授業開始で、昼間お仕事をされている方や、
大学・短大などに通学している方も歯科衛生士を目指せます。

1615

▪E・S歯科院
▪あおぞら歯科
▪秋葉原UDX歯科クリニック
▪イズミ歯科
▪伊藤歯科医院
▪海谷歯科医院
▪笠原歯科
▪上條歯科医院
▪幸坂歯科
▪コートマリーナ歯科医院
▪埼玉歯周病インプラントセンター
▪昭和の森デンタルクリニック
▪すなまち北歯科クリニック
▪東京駅前歯科口腔外科

▪東京汐留歯科クリニック
▪東京歯科大学水道橋病院
▪東京歯科大学千葉歯科医療センター
▪中野歯科クリニック
▪なごみ歯科医院
▪にしざわ歯科医院
▪日本橋グリーン歯科
▪パール歯科医院
▪平井歯科医院
▪フェリア歯科院
▪船橋デンタルクリニック
▪三井記念病院
▪わかば総合歯科

国家試験合格率

（過去5年の実績）
97%

国家試験合格率

（過去5年の実績）
100%

※実習先より一部抜粋

Tokyo College of Medical TechnologyTokyo College of Medical Technology



私は小さい頃よく歯科医院に通っていました。

治療に対する不安で緊張していた私に、歯科衛

生士さんが優しく接して下さったことでリラッ

クスして治療を受けることができ、私も患者さ

んに安心して貰えるような歯科衛生士になりた

いと思いました。また、国家資格で手に職がつ

けられる所に魅力を感じ、この仕事を目指しま

した。

手に職がつけられる

国家資格

小さい頃から通っていた歯医者さんの歯科衛生

士さんに憧れ目指しました。それぞれの患者さ

んにあった指導や口腔内清掃を行って、口腔内

を綺麗にすることで患者さんに喜んでもらえる

ことに魅力を感じてます。技術面ではもちろん

ですが、私に会いに来たいと思ってもらえるよ

うな歯科衛生士になれるようにこれからも頑

張っていきたいです。

患者さんに喜んでもらえることが

魅力

私は、歯科助手として歯科衛生士と一緒に働

く中で、歯科衛生士の仕事に興味を持ち、助

手とは違うやりがい、知識や技術に憧れを抱

くようになり、歯科衛生士を目指そうと決め

ました。将来的には、患者さんからも歯科医

師からも信頼されるような知識や技術を磨き

続けられる向上心を持った歯科衛生士になり

たいです。

知識や技術を磨くことで得る

信頼感

私は、歯科衛生士を目指す前までは全く別の

仕事をしていました。安定した仕事ではな

かったので将来のことを考えたとき、友人が

やっていた歯科衛生士という職業に興味を持

ちました。将来は感謝の気持ちを忘れずに患

者さんや周りの人たちに気持ちよく「ありがと

う」と言ってもらえるような素敵な歯科衛生士

になりたいです。

いつでも感謝の気持ちを

大切に

昼間部
（Ⅰ部）

夜間部
（Ⅱ部）

小さな一歩を踏み出して、夢に向かって進みはじめた

東京医学技術専門学校の学生たち。在学生たちの目には、

いま、どのような景色が見えているのでしょうか。

Voice

在学生の声

A.C さん

M.T さん

H.N さん

A.K さん
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｜歯科衛生士科｜
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22.5
240,913
246,778 円

円

倍求人倍率

求人初任給
（2019年度の実績）

毎年 1000 件の求人募集から選べる安心の就職

大卒初任給の平均を大きく上回る魅力的な給料体系

歯科医院はもちろん、総合病院や保健所、老人施設など、多方面からの求人も多く、
ニーズに合った就職を選べ、活躍の場が広がります。

初任給も年々上昇し、各種保険などの福利厚生も充実し、
休日も週休2日～3日など、女性にとってますます働きやすい職場が増えています。

｜歯科衛生士科｜

S.Sさん
文京区平井歯科医院　勤務

M E S S A G E  F R O M  G R A D U A T E

全国平均

東京都

▪入学式

▪新入生
　オリエンテーション

▪前期授業開始

▪救命救急講習

▪体験入学

▪学生健康診断

▪衛生教育参加

▪歯の衛生週間行事参加

▪体験入学

▪学園祭

▪前期特別講習

▪老人保健施設実習

▪体験入学

▪夏期休暇

▪健康管理士
　一般指導員試験

▪体験入学

▪前期期末試験

▪東京歯科大学
　千葉歯科医療センター実習

▪体験入学

▪登院式

▪後期授業開始

▪臨地・臨床実習開始

▪臨地・臨床実習終了 ▪国家試験受験願書作成
▪登院式

▪臨地・臨床実習終了

▪国家試験対策講習開始

▪冬期休暇

▪国家試験
　受験願書出願

▪国家試験対策講習開始

▪臨地・臨床実習開始

▪後期期末試験 ▪国家試験

▪卒業証書授与式

▪謝恩会

▪後期期末試験

▪春期休暇

キャンパスライフ

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 3 月2 月1 月

昼間部3年生昼間部2年生

昼間部1年生・3年生

昼間部3年生
昼間部3年生昼間部3年生

夜間部2年生

夜間部2年生

昼間部3年生

昼間部2年生

夜間部3年生

夜間部
昼間部2年生

夜間部3年生

昼間部3年生

昼間部

2019

就職 進路指導においては就職担当職員とクラス担任が、個人面接指導を行うほか、
「就職の手引き」という冊子を作成・配布し学生を全力でバックアップしていきます。 学納金

Q1 なぜ歯科衛生士になろうと
　　思ったのですか？

Q3 東京医学技術専門学校では
　　何を学びましたか？

Q2 仕事のやりがいは何ですか？ Q4 将来の目標を教えてください

詳しくは《募集要項》をご覧ください

基礎から臨床まで分かりやすく丁寧に先生方に教えて頂けまし

た。歯科のアルバイトの経験はなく右も左も分からない状態

でしたが臨地実習に出ても臆することなく臨めました。

器具の使い方、患部へのアプローチの仕方、効率的なクリー

ニングの仕方などを治療の合間に先輩方の手技を見たり教え

て頂いて技術の向上を目指しています。また摂食嚥下のリハ

ビリテーションの資格取得が目標です。

寝たきりの祖父のような人の手助けをする仕事はないかと考え

ていました。大学進学も漠然と考えましたが、母から歯科衛生

士のことを聞き、口腔内のリハビリにより再び食べる喜びを患

者さんに実感してもらえる仕事だと知りました。

担当するそれぞれの患者さんの治療計画や方針を歯科医師

と相談し、歯周治療では患者さんとのコミュニケーションを

取りながら性格・生活習慣・環境等を把握し進めていく所

です。

歯科衛生士の強
み

DATA
で見る！

■学納金以外の諸経費

昼間部
歯科衛生士科

夜間部
歯科衛生士科

単位（円）

歯科衛生士科昼間部（Ⅰ部） 歯科衛生士科夜間部（Ⅱ部）

270,000 円 250,000 円※初年度のみ（4 月末に納入） ※初年度のみ（4 月末に納入）●教科書・教材費

● 賠償責任保険・同窓会準会員費、国家試験受験料（3 年次）などが別途必要です。

1,100,000 800,000 800,000

入学金

授業料

実習費

前　期
（入学手続締切日）

後　期
（1年次の8月末）

前　期
（1年次の3月末）

後　期
（2年次の8月末）

前　期
（2年次の3月末）

後　期
（3年次の8月末）

1年
（入学手続時） 2年 3年

分 納

全 納
合 計

－ － － － －

1,000,000 700,000 700,000

入学金

授業料

実習費

前　期
（入学手続締切日）

後　期
（1年次の8月末）

前　期
（1年次の3月末）

後　期
（2年次の8月末）

前　期
（2年次の3月末）

後　期
（3年次の8月末）

1年
（入学手続時） 2年 3年

分 納

全 納
合 計

－ － － － －

300,000

300,000

150,000

750,000

250,000

100,000

350,000

300,000

150,000

450,000

250,000

100,000

350,000

300,000

150,000

450,000

250,000

100,000

350,000

300,000

100,000

400,000

200,000

100,000

300,000

300,000

100,000

400,000

200,000

100,000

300,000

300,000

300,000

100,000

700,000

200,000

100,000

300,000
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江戸グルメも
楽しめます☆

清
澄
通
り

遊
歩
道

都
立
蔵
前
工
業
高
校

隅
田
川

両
国
橋

高
速
道
路
6
号
線

両
国

中
学
校

両国第一ホテル

NTT
ドコモ旧安田庭園

安田学園
同愛記念病院

国技館
江戸東京
博物館

東京都
慰霊堂

至千葉至秋葉原

回向院

両国
ビュー
ホテル

湘南
メディカル
記念病院

西門

東門

アパホテル＆リゾート

日本大学
第一高校

都営
大江戸線
両国駅

- 両国 - 江戸 NOREN
JR両国駅

東口

西口
両国リバーセンター
（東京水辺ライン発着場）

臨床検査技師科
(昼・夜 )

第 1校舎

歯科衛生士科
(昼・夜 )

第 2校舎

沿　革

本校の教員は現役の医師、歯科医師、臨床検査技師や歯科衛生士

からなり、さらに大学教授陣による実践的教育体制を主軸として

います。また学校長及び副校長は大学名誉教授であり、今現在も

数多くの医学書等を執筆し、国家試験対策のスペシャリストでも

あるため、国家試験講義が充実しています。国家資格取得とともに

グローバルな進むべき道を在学中に見つけていただき、意義のある

勉学に努めていただきたいと考えます。

昭和46

昭和47

昭和48

昭和54

昭和56

昭和60

平成7

平成22

平成24

平成25

（1971）年

（1972）年

（1973）年

（1979）年

（1981）年

（1985）年

（1995）年

（2010）年

（2012）年

（2013）年

医学博士田島一郎により、厚生省に臨床検査技師養成校として設立申請。

臨床検査技師養成所として厚生省指定認可。昼間部3年制を開校。

臨床検査技師科夜間部3年制を併設。

田島明峰が理事長に就任。

学校法人田島学園の設置が許可され、専修学校となる。

2年制の歯科衛生士科が認可、開設。

医療専門士称号付与の指定校認定、臨床・歯科共に卒業後大学への編入学の道が開かれる。

歯科衛生士科Ⅰ部と歯科衛生士科Ⅱ部の3年制教育スタート。

臨床検査技師科Ⅱ部4年制教育スタート。
田島光明が理事長に就任。

文部科学省告示第二号により、歯科衛生士科Ⅰ部・Ⅱ部の卒業生に【専門士】、
臨床検査技師科Ⅱ部の卒業生に【高度専門士】付与が認定される。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

ご挨拶

医学技術を以て社会の発展に寄与する建学の精神

医療技術を通して、豊かな教養と人間性を高め社会貢献できる人材を育成する教育理念

アクセス

学費
サポート

主なターミナル駅から両国駅までの乗車時間

都内から

千葉方面から

埼玉方面から

茨城方面から

…………

……

……

……

……

JR新宿駅より約20分
JR船橋駅より約25分
JR千葉駅より約40分
JR大宮駅より約47分
つくばエクスプレス

つくば駅から約48分

第1校舎へのアクセス 第2校舎へのアクセス

《両国駅》から駅近通学！
JR 中央・総武線／都営大江戸線

▪JR総武線・両国駅西口改札より徒歩　　分
▪都営地下鉄大江戸線
　両国駅A-1、A-3 出口より徒歩　　分
▪東京メトロ浅草線・蔵前駅より徒歩10分

▪JR総武線・両国駅西口改札より徒歩　　 分
▪都営地下鉄大江戸線・両国駅A-1、A-3 出口より徒歩10分
▪都営地下鉄浅草線・東日本橋駅B-3出口より徒歩9分
▪都営地下鉄新宿線「馬喰横山駅」より11分
※馬喰横山駅から地下道で東日本橋駅・B-3出口まで2分

両国といえば相撲の聖地。

下町の雰囲気が残る、落ち着いた、治安も良い街です。

理事長
歯科医師　歯学博士
田島　光明

千葉や
大宮からも
1時間以内！

JR 総武線 両国駅西口直結！

2221
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至横浜

ＪＲ常磐線

錦糸町両 国秋葉原新宿

品川

赤羽

池袋 田端

上野

東京

飯田橋

至荻窪

八王子

至大宮

埼京線 京浜東北線

至松戸

至千葉

都営大江戸線

山手線

渋谷

つくば
エキスプレス

御茶ノ水

代々木

両国国技館

江戸東京博物館

- 両国 - 江戸 NORE
N

東京水辺ライン

■本校の奨学金制度

名称 給付額

詳細

田島奨学金

日本学生支援機構第一種奨学金・日本学生支援機構第二種奨学金・日本学生支援機構入学時特別増額貸与奨学金・東京都育英資金

※貸与開始は申請後、採用決定してからの支給ですので、入学手続き時の学費納入には充てられません。事前に必要な方は教育ローン制度をご利用ください。

100,000 円

■公的な奨学金制度

※詳細は募集要項をご確認ください。

申し込み不要で、返済義務は無し。各学年毎の成績優秀者より選考し、10万円を給付します。
※1年次は前期試験終了後に選考。　※他の奨学金との併用も可能。

本校独自の奨学金が2021年度よりスタートしました。


