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一生役立つ資格、ずっと頼られる仕事。

●JR・名鉄・近鉄「名古屋駅」
から徒歩８分
●地下鉄東山線「名古屋駅」
　①番出口から徒歩５分

名古屋医療秘書福祉＆IT
専門学校（1号館）

名古屋医療秘書福祉＆IT
専門学校（２号館）

◆WEBデザイン・IT科（２年／男女）
WEBデザイナーとしての確かな知識・技術を裏付ける「WEBデザイナー
検定」や国家資格「ITパスポート」の取得をはじめ様々な資格とITビジ
ネスのスキルを活かして、今需要が高まっているIT業界で活躍出来ます。

 
専門的な資格はもちろん、社会人としての資質を高める資格など、様々
な資格取得が可能です。
◆医療秘書科・医療事務科①
　医療事務検定／医療秘書技能検定／診療報酬請求事務能力認定試験
◆診療情報管理士科①
　診療情報管理士／診療報酬請求事務能力認定試験／医療事務検定
◆くすりアドバイザー科①
　登録販売者〈国〉／調剤薬局事務検定
◆医療保育科②
　保育士資格〈国〉／幼稚園教諭二種免許状〈国〉
◆歯科アシスタント科①
　歯科助手検定／歯科医療事務検定
◆介護福祉科①④
　介護福祉士〈国〉
◆WEBデザイン・IT科①
　Webデザイナー検定／Webクリエイター能力認定試験／色彩検定／
ITパスポート〈国〉

 
◆医療秘書科・医療事務科・診療情報管理士科
名鉄病院／名古屋記念病院／名古屋セントラル病院／大同病院／名古
屋大学医学部附属病院／一宮西病院／総合大雄会病院／江南厚生病院
／豊田厚生病院／三九朗病院／さくら病院／藤田医科大学病院／松阪
市民病院／ヨナハ丘の上病院／松波総合病院／富山大学附属病院／お
おすが整形外科／柊みみはなのどクリニック
◆くすりアドバイザー科
ウエルシア薬局株式会社／株式会社スギ薬局／株式会社コスモス薬品
／株式会社マツモトキヨシホールディングス／株式会社アマノ／株式
会社ビー・アンド・ディー／株式会社クスリのアオキ／株式会社ユタカ
ファーマシー／中部薬品株式会社／ウォルナットファーマシーズ株式
会社／たんぽぽ薬局株式会社／株式会社ココカラファイン／クオール
株式会社／株式会社東海セイムス
◆医療保育科
江南厚生病院／神守こども園／あさひ保育園／memory tree保育園／豊
橋ひかり乳児院／東京都済生会中央病院附属乳児院／内部ハートピア
保育園／新生保育園／長根幼稚園／城のうさぎ保育園／風かおる丘幼
稚園／坂祝保育園／アイン保育園／至学館大学付属幼稚園／富田文化
幼稚園
◆歯科アシスタント科
ケンデンタルクリニック／みやもと歯科／ミッドランドスワン歯科／
すぎもと歯科／ひろいし歯科／ファミリー歯科／中川友愛歯科／しみ
だ歯科／くおん歯科
◆介護福祉科
愛知県済生会リハビリテーション病院／医療法人 清水会／介護老人保
健施設あおみ／老人保健施設 みず里／独立行政法人可児とうのう病院
附属介護老人保健施設／社会福祉協議会／中京病院附属介護老人保健
施設／介護老人保健施設かなやま／医療法人 偕行会／社会福祉法人 
ともいき福祉会／土岐市立総合病院／社会福祉法人 愛知慈恵会／社会
福祉法人 一期一会福祉会／医療法人 愛生館

 
特待生制度（年間５～５０万円の学費免除×在籍年数）／就職の斡旋／奨
学金制度／冷暖房完備／学生寮／ステージアップ制度（姉妹校や同一校
別学科・コースへの再入学制度）／東京未来大学編入学制度／スクール
カウンセラー／オリター（先輩在校生）からのフォロー体制／Wifi完備
／ふるさとサポート制度（就職活動の交通費一部補助）／高等教育の修
学支援新制度

取得資格（一部抜粋）

卒業後の進路状況（過去３年間卒業生実績）

特典

　本校は全国１２都市に６４の姉妹校、１大学、１短大、２高校のネットワー
クを擁する三幸学園が母体となっている専門学校です。昭和６２年に名古
屋市に開校して以来、医療秘書、医療事務、介護福祉士、保育士、幼稚
園教諭、診療情報管理士、登録販売者、歯科助手、WEBデザイナーを
育成し、社会へと送り出しています。教育理念を「技能と心の調和」と
し、専門的知識や技術を習得するとともに心を磨く、人間性を磨く、つ
まり、心豊かな人間性を育てることを目標とし、教育を行っています。
　本校の特徴の一つとして、資格取得の実績の高さと就職率の高さがあ
ります。本校の医療秘書科において取得可能な資格は最大１７個。更に合
格率も全国平均を上回っています。就職決定率は本校全体で９９．７％
（２０２１年度実績）と高い数字を残しています。この実績を支えているの
は、入学から就職まで一貫して１人の教員が指導する本校独自の教育シ
ステムです。この他にも、経験豊富なベテラン講師陣と若くて熱い担任
スタッフによる、一人ひとりを大切にする親身な指導も魅力の１つです。
さらに、資格取得や就職に向けての学習以外にも、学生生活を満喫でき
る行事が複数あり、楽しく学べて、しっかり就職できる学校です。
　「素直な心・感謝の気持ち・高い意欲を持ち続け、自ら考え自ら行動
することで、社会に貢献する人材」を学園の育てたい人物像とし、アク
ティブラーニングや社会人基礎力の視点を生かした人間教育を積極的
に取り入れています。

 

◆医療秘書科（２年／女子のみ）
病院実習や資格取得を通して、医療秘書のプロになることを実感できる
２年間。医療従事者として、秘書として求められるさまざまな知識・技
術を６つのコースに分かれ、より専門的に学びます。
◆医療事務科（１年／男女）
医療事務検定１級をはじめ、さまざまな資格と確かな実力を身につけら
れる１年間。卒業後は、医療事務のスペシャリストとして、病院・クリ
ニック・調剤薬局・歯科医院で活躍できます。
◆診療情報管理士科（３年／男女）
医療機関にとって重要な診療情報。本科では、診療情報のプロとして認
められるための知識や技術を学習し、「診療情報管理士」資格の取得を
目指します。
◆くすりアドバイザー科（２年／男女）
「登録販売者」は、一般用医薬品の約９５％の販売を行うことができる重
要な資格です。また、「調剤薬局事務検定」も取得でき、薬局事務員と
して就職することも可能です。
◆医療保育科（３年／男女）
卒業と同時に保育士資格・幼稚園教諭二種免許を取得します。子どもた
ちと触れ合いながら、保育者として必要なノウハウを磨き、同時に医療
の専門的な知識も学べます。
◆歯科アシスタント科（１年／女子のみ）

一人ひとりにあった指導と
オリジナルテキストで、適
切な治療のアシスト方法や
歯科事務のノウハウを学習。
歯科医院実習では、プロと
しての自信もしっかりと身
につけます。
◆介護福祉科（２年／男女）
校内実習でしっかりと基礎
を学び、施設実習では応用
力を磨きます。本校の実践
主義の学習プログラムでは、
最先端の介護技術・知識が
学べます。施設、企業、病
院など、介護の知識は色々
な場面で非常に求められて
います。

学科説明

〔理事長〕昼間 一彦 〔校長〕村橋 一成 入学相談係   ０１２０‐１６‐１１４８

〒４５１‐００４５　愛知県名古屋市西区名駅２‐２７‐２８
TEL（０５２）５６１‐１１４８／フリーコール ０１２０‐１６‐１１４８
FAX（０５２）５６１‐１１４７
ホームページアドレス　https://www.sanko.ac.jp/nagoya-med/
Eメールアドレス　info-nagoya-med@sanko.ac.jp

楽しい学校生活と安心の実績

本校の特色

本校への交通機関就職状況（２０２３年３月１日現在）

２０２１年度２０２２年度

３２２３４１卒業者数

３１６３２６就職希望者数

３０９３１１関連分野　 就職者数

５６関連外分野 就職者数

１２進学者数

１,２０７１,１０１求人会社数

５,６２７４,６７８求人人数

（２０２３年４月 名古屋医療秘書福祉専門学校より校名変更）
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WEBデザイン・IT科
（昼）

介護福祉科★（昼）
総合福祉コース
心理福祉コース
スポーツレクリエーションコース

歯科アシスタント科
（昼）

医療保育科（昼）
医療事務保育コース
小児看護コース

くすりアドバイザー科
（昼）

診療情報管理士科★
（昼）

医療事務科
（昼）

医療秘書科★（昼）
医療秘書コース
看護クラークコース
小児クラークコース
医療事務総合コース
美容医療コース
医師事務コース

２年２年１年３年２年３年１年２年

４０人３０人４０人（女）４０人４０人４０人６０人２４０人（女）

２０２３年１０月１日!～２０２４年３月３１日!

在籍高等学校からの推薦が受けられる者

書類審査　※医療保育科・介護福祉科は面接実施

２０,０００円

定員なし（２０２２年度実績　定員の約３０％）

併願可能

２０２３年１０月１日!～２０２４年３月３１日!

面接試験

なし

２０,０００円

有有（専・６／１!～・募集定員の６０％）

（１年）１２０時間
（２年）１０５時間

（１年）　６０時間
（２年）　３０時間（１年）１０５時間

（１年）１５０時間
（２年）　６０時間
（３年）　３０時間

（１年）１５０時間
（２年）１２０時間

（１年）２２５時間
（２年）１３５時間
（３年）　９０時間

（１年）２７０時間（１年）２７０時間
（２年）　９０時間

（１年）７２０時間
（２年）７０５時間

（１年）８５５時間
（２年）７２３時間（１年）６７５時間

（１年）６６０時間
（２年）６６０時間
（３年）６９０時間

（１年）４６５時間
（２年）６３０時間

（１年）６５１時間
（２年）７１１時間
（３年）７８９時間

（１年）５４０時間（１年）５２５時間
（２年）６００時間

（１年）２００時間
（２年）２３０時間（１年）１２０時間

（１年）　０時間
（２年）１８０時間
（３年）２７０時間

（１年）２００時間
（２年）１６０時間

（１年）　０時間
（２年）１２０時間
（３年）　０時間

（１年）　４０時間
（２年）１２０時間

２７～２８時間２６～３０時間２６時間２４～２７時間２１～２５時間２９～３２時間２７時間２３～２７時間

１００,０００円

７５０,０００円（分割納入可［２回］）７５０,０００円（分割納入可〔２回〕）７５０,０００円（分割納入可〔２回〕）６５０,０００円（分割納入可〔２回〕）７５０,０００円（分割納入可〔２回〕）７５０,０００円（分割納入可〔２回〕）７５０,０００円（分割納入可〔２回〕）７５０,０００円（分割納入可〔２回〕）

２３０,０００円２３０,０００円２００,０００円２００,０００円２００,０００円２００,０００円２００,０００円２００,０００円

１４万円～２０万円程度２１万円～２４万円程度２１万円～２３万円程度１１万円～１６万円程度１１万円～２０万円程度１３万円～２０万円程度１９万円～２１万円程度１７万円～２１万円程度
本校が指定するスペック
のノートパソコンを授業
開始までに各自準備

通信費７３万円程度（３年間合計）

１０４名（常勤　２７名　非常勤　７７名）教　　員　　数１９８７年４月１日創立

［２０２２年度］　７０３名（男子　３２名　　女子 ６７１名）
在籍学生総数

１９８７年４月１日認可

［２０２１年度］　６８６名（男子　３０名　　女子 ６５６名）学校法人　三幸学園法人名称

７１０.７２㎡　※校舎１階の床面積校舎面積商業実務専門課程、教育・社会福祉専門課程課程名

鉄筋コンクリート５階建物の構造三幸学園は、１９８５年の開校以来『技能と心の調和』
を教育理念に掲げ、教育を展開してまいりました。
ここでは、社会への有益な職業人を数多く輩出する
ことを目標に、“有益な職業人とは、専門的知識・専
門的技術を十分持ちながら、常に変遷する社会に対
し柔軟に対応するため日々研究・研鑽を続け、職業
人としての使命感をしっかり確立した人物”と定義
し、心豊かな人間性を育む教育に注力しております。

建学の精神（沿革）
教育方針

有寮

介護実習室・入浴実習室・チェアサイド実習室・図書館・
医学実習室・家政実習室・パソコン室・ピアノ実習室・プ
レイルーム

主な施設設備の概要
（厚生施設を含む）

学科・コース名
（昼・夜）

★は職業実践専門課程
　認定学科です

修業年数

募集定員

願書受付期間

推薦入試

推薦基準

選考方法

選考料

推薦定員

専願・併願区分

願書受付期間

一般入試
選考方法

試験科目

選考料

ＡＯ入試

一般科目年
間
授
業
時
間

授
業
時
数

専門科目

実習

週授業時数

入学金

学費 年間授業料

設備費など

教材費
経費

その他の経費

利用できる奨学制度・特待生制度課外活動の種類就職あっ旋の方法

!日本学生支援機構奨学金制度
!AO特待生入試・三幸学園特待生入試・チャレン
ジ特待生入試

　SS特待生＝５０万円　S特待生＝３０万円
　A特待生＝２０万円　B特待生＝１０万円　C特待生＝５万円
　※各金額×在籍年数分免除。進級時、再審査あり。

返還義務なし。（退学者除く）
!三幸学園初期費用軽減＆学費分割制度
!三幸学園給付奨学金＆学費納入制度
!高等教育の修学支援新制度

病院実習／薬局・薬店インターンシップ実習／
歯科医院実習／教育・保育実習／福祉施設実習／
新入生オリエンテーション（スタートアッププロ
グラム）／パフォーマンスコンクール／
三幸フェスティバル／保育発表会／
シミュレーション大会　など

!Ｗフォローアップシステム・・・担任教員とエ
リア別就職担当教員の２人体制で就職活動を徹
底的にサポートします。

!One to Oneシステム・・・担任教員が入学から
卒業までを一貫してサポートし、個性や実力に
合った的確な指導を行います。

!医療業界との強い絆と全国ネットワーク・・・
多くの卒業生を輩出した実績と全国１２都市の姉
妹校により、地域に根ざした求人はもちろん、
全国の求人を得ることができます。

特記事項（体験入学・見学会・その他）

オープンキャンパス等イベント参加にかかる交通費の一部を補助します。
※金額は在住地域によって異なります。申し込み条件や方法、期間など詳細につきましては、学校HP等をご確認ください。
＜オープンキャンパス＞　オープンキャンパスでは学校説明、体験授業、入試・学費説明、個別相談を実施しています。
　　　　　　　　　　　　◆開催時間　AMの部　１０：００～１２：００／PMの部　１４：００～１６：００
　　　　　　　　　　　　※詳しい内容や日時は学校のホームページにてご確認ください。
＜特待生対策セミナー・　面接練習や特待生入試のポイント説明など、主に特待生入試受験希望者向けの説明会です。
　特待生面接練習会＞　◆開催時間　AMの部　１０：００～１２：００／PMの部　１４：００～１６：００
　　　　　　　　　　　　※詳しい内容や日時は学校のホームページにてご確認ください。
＜年６回限定！スペシャル　卒業生や現場経験がある先生から職業の魅力やリアルな現場の話が聞けるイベントです。
　オープンキャンパス＞　◆開催時間　AMの部　１０：００～１２：００／PMの部　１４：００～１６：００
　　　　　　　　　　　　※詳しい内容や日時は学校のホームページにてご確認ください。
＜平日・土日個別相談会＞　オープンキャンパスの日程が合わない方はこちら。
　　　　　　　　　　　　学校見学会は平日９：００～１７：００で毎日受け付けております。個別説明いたしますので、ご希望の方はお気軽にお電話にてお問い

合わせください。　　 ：０１２０－１６－１１４８
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