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朝日大学歯科衛生士専門学校学則（昭和 48年４月１日制定） 
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   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 朝日大学歯科衛生士専門学校（以下「本校」という。）は、学校法人朝日大学が設置し、

歯科衛生士法（昭和 23 年法律第 204 号）第２条に規定する歯科衛生士を養成することを目的

とする。 

 （位置） 

第２条 本校の位置を、岐阜県瑞穂市穂積 1851番地の１に置く。 

 （課程、学科） 

第３条 本校に次の課程、学科を置く。 

 医療専門課程 歯科衛生士学科 

 （修業年限） 

第４条 本校の修業年限は、３年とする。 

 （入学定員及び収容定員） 

第５条 本校の入学定員は、１学年 80名、収容定員は 240名とする。 

 （自己点検・評価） 

第５条の２ 第１条に規定する目的を達成するために、教育研究活動等の状況について自ら点検

及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 

第２章 学科課程 

 （授業科目、授業時間） 

第６条 本校に開設する授業科目及び授業時間数は、別表１に定めるとおりとする。 

 （履修方法） 

第７条 学生は、前条に定めるところにより所定の授業科目を履修し、その単位を修得しなけれ

ばならない。 

 （入学前の授業科目の履修に係る単位の授与等） 

第８条 本校は、教育上有益と認めるときは、学生が本校に入学する前に行った専修学校の専門

課程における授業科目の履修並びに大学又は短期大学における学修その他文部科学大臣が別

に定める学修のうち本校に開設する授業科目の修得に相当すると認められるものについて、入

学後の本校の授業科目の履修により修得したものとみなし、単位を授与することができるもの

とする。 
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２ 前項の規定により授与することができる単位数は、転入学及び再入学の場合を除き、本校に

おいて修得した単位以外のものについては、合わせて５単位を超えないものとする。 

 （単位の算定） 

第９条 各授業科目の授業時間数を次のとおり単位に換算するものとする。 

（１） 講義については、15時間の授業をもって１単位とする。 

（２） 演習及び実習については、30時間の授業をもって１単位とする。 

（３） 臨地・臨床実習については、45時間の授業をもって１単位とする。 

第３章 職員組織及び会議 

（校長、教務主任その他の職員） 

第10条 本校には、校長、教務主任、専任教員及び事務職員を置く。 

２ 前項のほか、副校長、学年主任、助教員その他必要な職員を置くことができる。 

３ 校長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。 

４ 副校長は、校長を補佐し、その命を受けて校務をつかさどる。 

５ 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整

及び指導、助言に当たる。 

６ 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指

導、助言に当たる。 

７ 専任教員は、各学年に配置し、学生を教授する。 

（教員会議）    

第 10条の２ 本校の運営に関して重要な事項を審議するため、教員会議を置く。 

２ 教員会議に関することは、別に定める。 

第４章 学年、学期及び休業日 

 （学年） 

第11条 学年は、４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 

 （学期） 

第12条 学年を次の２学期に分ける。 

  前学期 ４月１日から９月30日まで 

  後学期 10月１日から翌年３月31日まで 

 （休業日） 

第13条 休業日は、次のとおりとする。 

（１） 日曜日 

（２） 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

（３） 朝日大学創立記念日（１月 19日） 

（４） 春季休業日（３月 15日から３月 31日まで） 

（５） 夏季休業日（７月 23日から８月 31日まで） 

（６） 冬季休業日（12月 24日から翌年１月７日まで） 

２ 休業日の変更及び臨時の休業日については、その都度これを定める。 

第５章 入学、休学及び退学 

 （入学時期） 

第14条 入学の時期は、学年の始めとする。 

 （入学資格） 

第15条 本校の第１学年に入学を志願することのできる者は、次の各号の一に該当する資格を有

する女子とする。 

（１） 高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

（２） 通常の課程による 12年の学校教育を修了した者 

（３） 外国において学校教育における 12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学

大臣の指定したもの 
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（４） 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設

の当該課程を修了した者 

（５） 文部科学大臣の指定した者 

（６） 大学入学資格検定規程による大学入学資格検定に合格した者 

（７） 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者 

（８） 修業年限が３年以上の専修学校の高等課程を修了した者 

（９） その他本校において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者に準ずる学力

があると認めた者で、18歳に達した者 

 （転入学） 

第16条 他の歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所に在学する者で、当該学校又は養成所の長の 

承認を得た者が転入学を願い出たときは、欠員のある場合に限り、考査のうえ相当する学年に

入学を許可することがある。 

 （再入学） 

第16条の２ 正当な理由で本校を退学した者が、再入学を願い出たときは、欠員のある場合に限

り、考査のうえ相当する学年に入学を許可することがある。 

 （入学試験） 

第17条 本校への入学を志願する者に対しては、本校所定の入学試験を行う。 

 （出願手続） 

第18条 前条の入学志願者は、次の書類に所定の入学検定料を添え、指定された期日までに提出

しなければならない。 

（１） 入学願書 

（２） 出身高等学校長の発行する調査書又は資格試験合格成績証明書 

 （入学手続） 

第19条 第17条に定める入学試験の結果、合格と判定された者は、本校からの通知に基づき指定

の期日までに、住民票記載事項証明書及び在学保証書等の書類を提出するとともに、別表２に

定める学費を納入しなければならない。なお、この手続きを指定の期日までに完了しない者は、

入学辞退として取扱う。 

２ 校長は、前項の入学手続きを完了した者に対し、入学を許可する。 

 （在学保証書） 

第20条 在学保証書は、独立の生計を営む成年者で学生の身上に関して一切の責を負うことので

きる保証人１名が、これに署名しなければならない。 

 （更新） 

第21条 前条の保証人がその資格を失い、又は死亡したときは、改めて保証人を定め、直ちにそ

の旨届け出なければならない。 

 （届出） 

第22条 学生及び保証人が改名、転居若しくは転籍したときは、事由書を添付して直ちにその旨

届け出なければならない。 

（休学） 

第23条 病気その他やむを得ない事由により当該年度中に引き続き３月以上修学することができ

ない者は、休学願にその事実を証明する書類を添え、保証人連署の上、校長に提出して、その

許可を得て休学することができる。 

２ 前項に規定する休学期間は、当該年度の終わりまでとする。ただし、特別な理由により休学

期間の延長を申し出たときは、更に１年を限度としてこれを認めることがある。 

３ 校長は、病気その他の事由により修学することが不適当と認められる者に対して、休学を命

ずることができる。 

４ 休学期間は、通算して第４条に定める修業年限と同年数を超えることができない。 

 （復学） 
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第24条 休学の事由のやんだ者は、校長の許可を得て原学年に復学することができる。 

２ 復学の時期は、学年の始めとする。 

３ 復学願には、保証人の連署を要し、疾病によって休学した者は医療機関の医師が作成した診

断書を添付しなければならない。 

（転学） 

第25条 学生が転学しようとするときは、その事由を明らかにし、保証人連署の上、校長に届け

出て許可を受けなければならない。 

 （退学） 

第26条 学生が退学しようとするときは、退学願にその事由を記し、保証人連署の上、校長に提

出して、許可を受けなければならない。 

第６章 試験、進級及び卒業 

 （試験） 

第27条 授業科目を履修した学生に対しては、試験を行った上、第７項の基準に基づき成績評価

を行い、単位を与えるものとする。ただし、学修の成果を評価して単位を授与することが適切

であると認められる授業科目については当該学修の成果を評価して単位を与えることができ

るものとする。 

２ 試験は、定期試験及びこれに係る追試験、再試験とする。 

３ 定期試験は、原則として各学期末に行う。 

４ 追試験は、病気その他やむを得ない事情により定期試験を欠席した者に対して行う。 

５ 再試験は、定期試験の結果不合格となった者に対して行う。 

６ 試験は、筆記、口述又は実技により行うものとする。ただし、レポートをもってこれに替え

ることができるものとする。 

７ 試験の成績は、100点満点とし、100～90点を S、89～80点を A、79～70点を B、69～60点を

Cとし、これらを合格とする。また、59点以下を Dとし、これを不合格とする。 

８ 前項の規定に関わらず、再試験の成績評価は最高点を 60点とする。 

 （受験資格） 

第28条 試験を受けるためには、次の条件を備えなければならない。 

（１） 実施授業時間数の３分の２以上に出席すること。 

（２） 授業料を完納すること。 

 （進級） 

第29条 各学年に開設するすべての授業科目（自由科目を除く。）の単位を修得した者について

は、次の学年への進級を認める。 

 （卒業の認定及び専門士の称号授与） 

第30条 第４条に定める期間在学し、第６条に定める所定の授業科目の単位を修得した者に対し、

校長は卒業を認定し、卒業証書を授与する。 

２ 前項の卒業証書を授与された者は、専門士（医療専門課程歯科衛生士学科）と称することが

できる。 

 （在学期間） 

第31条 本校の学生の在学することのできる期間は、原則として６年とする。ただし、休学期間

は、在学期間に算入しない。 

２ 前項の在学期間を越えた者については、所定の手続きを経て除籍する。 

３ 第１項の在学期間を越えない者でも、卒業までに越えることとなる者は、除籍することがあ

る。 

第７章 入学検定料及び学費等 

 （入学検定料及び学費） 

第32条 本校の入学検定料及び学費は、別表２のとおりとし、指定の期日までに納付しなければ

ならない。 
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 （休学の場合の授業料） 

第33条 休学を許可した場合は、授業料等の年額の 12分の１に相当する額（円未満切り捨て）に、

休学を許可した期間の月数（１か月に満たない日数は切り捨て）を乗じて得た額の納付を免除

する。 

２ 休学を許可された者の納付済みの授業料は返還しない。ただし、前学期分授業料の納付の際、

後学期分授業料を併せて納付した者が、後学期分授業料の納付時期前に休学した場合には、後

学期分の授業料等に相当する額を免除するものとし、これを返還する。 

３ 前２項の規定にかかわらず、休学を許可された者は、別表２の定めるところにより在籍料を

納付するものとする。ただし、休学期間が学期の途中から開始する場合には、在籍料の年額の

12分の１に相当する額（円未満切り捨て）に、休学により授業料等の免除を受けた期間（既に

納付済の授業料等がある場合には、その対象となる期間を除く）の月数を乗じて得た額とする。 

 （既納の学費） 

第34条 既納の入学検定料及び学費は、前条第２項に定める場合及び第 19条に定める入学手続き

を行った者が所定の期日までに入学の辞退を申し出た場合を除き、いかなる事由があっても返

還しない。 

２ 入学辞退者に係る学費の返還に関する事項については別に定める。 

 （除籍） 

第35条 第 32条に定める学費を所定期間内に納入せず、督促を受けてもなお納入しない者は、除

籍することがある。 

 （復籍） 

第35条の２ 前条に該当し除籍となった者から、除籍の日の翌日から起算して２年以内に、当該

除籍の事由となった未納の学費を納付して復籍の願い出があった場合は、教員会議の議を経て、

相当する学年に復籍を許可することがある。 

２ 復籍の時期は、学年の始めとする。 

３ 復籍を許可した学生の復籍後の在学期間は、除籍前の在学期間に通算する。 

４ 前条により除籍された者が、復籍後に同条の規定により再び除籍となったときは、その後の

復籍は認めない。 

（手数料） 

第36条 各種証明書の交付を請求する場合には、本校所定の手数料を納付しなければならない。 

 第８章 賞罰 

 （表彰） 

第37条 学生で学業の優秀な者又は善行のあった者は、これを表彰することがある。 

 （懲戒） 

第38条 学生の本分にふさわしくない行為があった者は、これを懲戒する。 

２ 懲戒を分けて訓告、停学、退学の３種とする。 

３ 次の各号の一に該当する者には、退学を命ずることがある。 

（１） 性行不良で改善の見込みがないと認められた者 

（２） 疾病又は学力劣等で成業の見込みがないと認められた者 

（３） 正当の事由がなくて出席が常でない者 

（４） 校内の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者 

 第９章 服装 

 （服装） 

第39条 本校学生の服装は、学生としての品位を損うことのないようにしなければならない。 

２ 臨床実習中は、指定の実習着を着用しなければならない。 

    第10章 健康診断 

 （健康診断） 

第40条 学生は、毎年定められた日に健康診断を受けなければならない。 
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   第11章 科目等履修生 

 （科目等履修生） 

第41条 本校の学生以外の者で、本校の一又は複数の授業科目の履修を希望する者があるときは、

選考の上、科目等履修生として入学を許可することができる。 

（準用規定） 

第42条 科目等履修生に関して、本章に規定しない事項については、学生に関する各規定を準用

する。 

 

第12章 雑則 

 （雑則） 

第43条 この学則の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 本学則は、昭和 48年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この改正は、昭和 52年４月１日から施行する。 

   附 則（抄） 

１ この改正は、昭和 53年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この改正は、昭和 55年５月 31日から施行し、同年４月１日より適用する。 

２ 昭和 55年３月 31日以前に入学し、引き続き在学している学生については、第 27条の規定に

かかわらず、なお、従前の例による。 

   附 則 

 この改正は、昭和 56年５月 30日から施行し、同年 10月 16日から適用する。 

   附 則 

１ この改正は、昭和 58年２月１日から施行する。 

２ 昭和 58年３月 31日以前に入学し、引き続き在学している学生については、この改正により

定められる別表２の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則 

１ この改正は、昭和 59年２月１日から施行する。 

２ 昭和 59年３月 31日以前に入学し、引き続き在学している学生については、この改正により

定められる別表２の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則 

 この改正は、昭和 60年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この改正は、昭和 61年４月１日から施行する。 

２ 昭和 61年３月 31日以前に入学し、引き続き在学している学生については、この改正により

定められる別表２の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則 

１ この改正は、昭和 62年４月１日から施行する。 

２ 昭和 62年３月 31日以前に入学し、引き続き在学している学生については、この改正により

定められる別表１・２の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則 

１ この改正は、昭和 62年６月１日から施行する。 

２ 昭和 63年３月 31日以前に入学し、引き続き在学している学生については、この改正により

定められる別表２の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則 

 この改正は、平成４年４月１日から施行する。 



7 
 

   附 則 

 この改正は、平成６年11月24日から施行し、同年４月１日から適用する。 

   附 則 

１ この改正は、平成７年１月 26日から施行する。 

２ 平成６年度以前に入学し、引き続き在学している学生については、この改正により定められ

る第６条に定める別表１の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則 

 この改正は、平成７年２月 23日から施行する。 

   附 則 

１ この改正は、平成８年４月１日から施行する。 

２ 平成８年３月 31日以前に入学し、引き続き在学している学生については、この改正により定

める別表２―２の規定にかかわらず、従前のとおりとする。 

   附 則 

この改正は、平成 12年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 19年８月 21日） 

１ この改正は、平成 20年４月１日から施行する。 

２ 昭和 20年３月 31日以前に入学し、引き続き在学している学生については、この改正により

定められる第６条に定める別表１の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

   附 則（平成 20年３月 13日） 

 この改正は、平成 20年４月１日から施行する。 

 附 則（平成 20年６月 27日） 

１ この改正は平成 21年４月１日から施行する。 

２ 改正後の学則第５条に規定する収容定員は、平成 21年度及び平成 22年度においては、それ

ぞれ次のとおり読み替えるものとする。 

平成 21年度     平成 22年度 

  100名        100名 

３ 平成 21年３月 31日以前に入学し、引き続き在学している学生については、この改正により

定められる第４条及び第９条、第 27条、第７条、第 31条、別表１、別表２の規定にかかわら

ず、従前のとおりとする。 

附 則 

１ この改正は、平成 24年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第５条に規定する収容定員は、平成 24年度及び平成 25年度においては、それぞれ

次のとおり読み替えるものとする。 

 平成 24年度    平成 25年度 

  170名       190名 

   附 則（2015年 4月 23日） 

１ この改正は、2016年 4月 1日から施行する。 

２ 改正後の学則第５条に規定する収容定員は、2016年度及び 2017年度においては、それぞれ  

 次のとおり読み替えるものとする。 

 2016年度     2017年度 

  220名       230名 

    附 則（2016年 5月 26日） 

１ この改正は、2017年 4月 1日から施行する。 

２ 2017年 3月 31日以前に入学し、引き続き在学している学生については、この改正により定

める別表 2の規定にかかわらず、従前のとおりとする。 

  附 則（2017年 12月 21日） 

 この改正は、2018年 4月 1日から施行する。 
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  附 則（2018年 5月 24日） 

１ この改正は、2019年 4月 1日から施行する。 

２ 2019年 3月 31日以前に入学し、引き続き在学している学生については、この改正により定められ

る第 33条及び別表２の規定にかかわらず従前のとおりとする。 

  附 則（2019年 6月 27日） 

１ この改正は、2019年 6月 27日から施行する。 

別表１ 授業科目及び授業時間数（第６条関係） 

分野 区 分 

単位数(時間数) 

 

授業科目名 

授業を行う学年 

備考 
第 1学年 第 2学年 第 3学年 

 

科学的思考の基盤 
生物学 生物学 1(15)   必修 

化学 化学 1(15)   必修 

 

 

 

人間と社会生活の理解 

健康社会学 健康社会学 1(15)   必修 

英語 
英語Ⅰ 1(30)   必修 

英語Ⅱ 1(30)   必修 

心理学 心理学 2(30)   必修 

福祉概論 福祉概論 1(15)   必修 

情報処理演習 情報処理演習 1(30)   必修 

接遇・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論 接遇・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論 1(15)   必修 

専
門
基
礎
分
野 

人体の構造と機能 

解剖学 解剖学 2(30)   必修 

生理学 生理学 2(30)   必修 

生化学 生化学 2(30)   必修 

歯と口腔の機能 
口腔解剖学 

口腔解剖学Ⅰ 2(30)   必修 

口腔解剖学Ⅱ 2(30)   必修 

口腔生理学 口腔生理学 2(30)   必修 

疾病の成り立ちと回復の促進 

薬理学 薬理学 2(30)   必修 

病理学 病理学 2(30)   必修 

微生物学 微生物学 2(30)   必修 

 

歯・口腔の健康と予防

に関わる人間と社会

の仕組み 

口腔衛生学 
口腔衛生学Ⅰ 2(30)   必修 

口腔衛生学Ⅱ  2(30)  必修 

衛生学・公衆衛生学 衛生学・公衆衛生学  2(30)  必修 

歯科衛生統計学 歯科衛生統計学  1(15)  必修 

衛生行政・社会福祉 衛生行政・社会福祉   1(15) 必修 

社会保険 社会保険   1(15) 必修 

地域保健活動論 地域保健活動論  1(15)  必修 

看護概論 看護概論  1(15)  必修 

専

門

分

野 

歯科衛生士概論 歯科衛生士概論 歯科衛生士概論 2(30)   必修 

臨床歯科医学 

歯科臨床概論 歯科臨床概論 1(15)   必修 

歯科保存学 歯科保存学  1(15)  必修 

歯内療法学 歯内療法学  1(15)  必修 

歯周療法学 歯周療法学  1(15)  必修 

歯科補綴学 歯科補綴学  2(30)  必修 

口腔外科学 口腔外科学  2(30)  必修 

小児歯科学 小児歯科学  2(30)  必修 

歯科矯正学 歯科矯正学  2(30)  必修 

歯科放射線学 歯科放射線学  1(15)  必修 

基
礎
分
野 
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高齢者歯科学 高齢者歯科学  1(15)  必修 

障害者歯科学 障害者歯科学  1(15)  必修 

歯科予防処置論 歯科予防処置論 

歯科予防処置論Ⅰ 4(120)   必修 

歯科予防処置論Ⅱ  2(60)  必修 

歯科予防処置論Ⅲ   2(60) 必修 

歯科保健指導論 

 

歯科保健指導論 

歯科保健指導論Ⅰ 3(90)   必修 

歯科保健指導論Ⅱ  1(30)  必修 

歯科保健指導論Ⅲ   2(60) 必修 

栄養指導 栄養指導  2(30)  必修 

 

歯科診療補助論 

歯科診療補助論Ⅰ 2(60)   必修 

歯科診療補助論Ⅱ  3 (90)  必修 

歯科診療補助論Ⅲ   2(60) 必修 

歯科材料学 歯科材料学 2（30）   必修 

臨床検査法 臨床検査法  1（15）  必修 

臨地・臨床実習 

臨床基礎実習 臨床基礎実習  1（45）  必修 

臨地・臨床実習 
臨地・臨床実習Ⅰ  

11

（495） 
 

必修 

臨地臨床実習Ⅱ   10（450） 必修 

関連分野 
歯科診療事務演習 歯科診療事務演習   1（30） 必修 

介護技術学 介護技術学 4（120）   自由（※） 

総合演習 総合演習 総合演習   5（150） 必修 

卒業研究 卒業研究 卒業研究   1(30) 必修 

 ※自由科目の修得は、進級又は卒業の要件上、必修ではないが、歯科衛生士業務に関連が深く

修得しておくことが望ましい。 

 

別表２（第 18条及び第 32条関係） 

 １ 入学検定料  15,000 円（科目等履修生については 5,000 円とする） 

 ２ 学費 

 
第１学年納入学 

第２学年・ 

第３学年納入額 
備考 

入学金 200,000 円 ―円 科目等履修生は、10,000 円とする。 

授業料 600,000 円 600,000 円 １ 前学期及び後学期の２期に分けて納付す

るものとし、前学期にあっては４月、後学

期にあっては１０月とする。この場合のそ

れぞれの期において納付する額は、年額の

２分の１に相当する額とする。 

２ 前号の規定にかかわらず、前学期に係る

授業料を納付する際に、当該当年の後学期

に係る授業料を併せて納付することができ

るものとする。 

３ 科目等履修生は、１単位 10,000 円とす

る。 

計 800,000 円 600,000 円  

 

３ 在籍料 

専 

門 

分 

野 

歯科診療補助論 
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在籍料 

 

年額 100,000円 

 

休学期間が半期（前学期又は後学期）の場合は年額の２分の１に

相当する額とする。 

 

４ 転入学生の入学金は前項の金額とし、授業料等は入学を許可された年次の在学生と同額とす

る。 

５ 再入学生の入学金は免除とし、授業料等は入学を許可された年次の在学生と同額とする。 


