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そのため、実践力を養うことができます。また、スポーツ鍼灸と美容鍼
灸の技術を身につけ、患者様にさまざまな角度からアプローチできるは
り師・きゅう師を目指すことができます。
■アスレティックトレーナー学科＜２年＞
　多彩なAT現場実習を通して、スポーツに特化したけがの予防、回復、
復帰、再発予防までの専門的な知識・技術を身につけます。また、トッ
プレベルの現場経験を持った教員・講師陣が講義、実技実習を担当する
ため、２年間で「現場の知識と技術」を習得し、即戦力となる人材を目
指します。

 

■看護学科
　看護師【国】③／認知症サポーター※
■理学療法学科
　理学療法士【国】③／一般社団法人日本スポーツ医学検定機構スポー
ツ医学検定①※／東京商工会議所福祉住環境コーディネーター検定
試験２級①※
■柔道整復学科
　柔道整復師【国】③／JATI認定トレーニング指導者（JATI-ATI）①※／
赤十字救急法救急員①※／一般社団法人日本スポーツ医学検定機構
スポーツ医学検定①※
■はり・きゅう学科
　はり師【国】③／きゅう師【国】③／AEAJ認定アロマテラピー検定
１級①※／一般社団法人日本スポーツ医学検定機構スポーツ医学検
定①※
■アスレティックトレーナー学科
　日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー①／赤十字救急法
救急員①／JATI認定トレーニング指導者（JATI-ATI）①※／NESTA認
定パーソナルトレーナー（NESTA PFT）①※／NSCA認定パーソナル
トレーナー（NSCA-CPT）①※
※印は希望者のみ

 

　就職に関するアドバイスはもちろんのこと、進路の悩みや不安にも応
え、学生の希望に沿った就職ができるようサポートします。在学中に接
骨院や鍼灸院等でのアルバイトも紹介するなど、学生時代から実際の現
場に触れ、就職に向けた準備ができる環境を整えています。
【主な就職先】市民病院／大学病院／クリニック／老人保健施設／介護
施設／接骨院／整形外科／鍼灸院／スポーツチーム／ジュニア世代の
スポーツ教室　ほか
※学科によって主な就職先は異なります。詳しくはHPをご確認ください。

 

■学園独自の学費支援制度
【入学時特別奨学金】
AO入試制度奨学金、後継者育成支援奨学金、平成特別奨学金、医療
系国家資格者支援奨学金、併修入学奨学金
【就学支援奨学金】
ダブル在籍支援奨学金、再進学支援奨学金
■日本学生支援機構奨学金
■金融機関の教育ローン
などがあります。詳細はお問い合わせください。

取得資格

卒業後の進路状況（過去３年間卒業生実績）

特典

〒４６４‐０８５０　名古屋市千種区今池１‐５‐３１

  ０１２０‐１３４‐６３４　TEL（０５２）７３５‐１６０８　FAX（０５２）７３５‐３３１６

ホームページアドレス　https://www.nheisei.ac.jp/

Eメールアドレス　nheisei-kouhou@heisei-iryo.ac.jp

　医療系とスポーツ系の５学科を有する本校は、資格の取得だけでなく、
現場で即戦力となるプロフェッショナルを育てます。また、医療・スポー
ツの総合校だからできるＷライセンス取得制度も。最短３年で柔道整復
師＋はり師・きゅう師またはアスレティックトレーナー資格＋はり師・
きゅう師の取得を目指せます。
■５学科間交流
　社会に貢献できる医療人・アスレティックトレーナーを育てるべく、
５学科が連携し、ゼミや合同勉強会など学科・学年を問わず学べる環境
を整えています。また、学校全体で地域のイベントやスポーツ大会に参
加することで多職種理解を深めています。このような機会を通して、
より幅の広い知識を習得し、さまざまな医療現場やスポーツ現場で活躍
できる人材を育成します。
■万全なサポート体制
　クラス担任制のため、先生と学生の距離が近く、親身なサポートを受
けられる環境です。国家試験や就職のことはもちろん、学生生活のこと
などさまざまな相談が気軽にできます。
■経験豊富な先生方による魅力的な授業
　医療現場・スポーツ現場の経験豊富な先生方があなたの学びをサポー
トします。また、現役のドクターやトップリーグのトレーナーなど業界
の最前線で活躍する先生方からプロの知識・技術を習得できる機会も設
けています。教科書に書かれていることだけではなく、将来、即戦力と
して活躍できる人材になれるような授業を展開しています。

 

■看護学科＜３年＞
　看護の知識・技術をていねいな学習指導によって身につけます。また、
性別・年齢を問わず学べる環境や地域との連携により多様な看護観に触
れ、看護師として患者様にどのような看護を行うか、さまざまな考えを
身につけます。
■理学療法学科＜４年＞
　４年制課程のため、理学療法の知識・技術をじっくり身につけられま
す。それだけでなく、「高度専門士」の称号を得ることができ、研究活
動を深める大学院への進学も可能です。異学年交流を積極的に実施して
おり、人間性豊かな医療人の育成を目指します。
■柔道整復学科＜３年＞
　７２０時間もの実技・実習時間と豊富な実習先を通して、柔道整復の知

識・技術を深め、定着させ
「現場に強い柔道整復師」を
目指します。また、授業内
のカリキュラムでJATI-ATI
の取得を目指すことができ、
予防から施術、復帰まで活
躍の幅を広げることができ
ます。
■はり・きゅう学科＜３年＞
　鍼灸の知識・技術を身に
つけるだけでなく、外来来
院数１５００人以上／年を誇る
「名古屋平成附属鍼灸接骨
院」で指導教員のもと、実
際に鍼灸施術ができます。

学科説明

!JR中央本線「千種」駅地上改
札口または、地下鉄東山線「千
種」駅４番出口より右手前「コ
メダ珈琲店」横の横断歩道を
「ローソン」側に渡り、左へ直
進３分
!地下鉄東山線・桜通線「今池」
駅１０番出口より、出てすぐ左
へ直進５分

学校法人　平成医療学園

名古屋平成看護医療専門学校
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あなたの情熱が、知識と技術に変わる。

〔理事長〕岸野 雅方 〔校長〕 木 保子 入試広報課   ０１２０‐１３４‐６３４

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

３９７５卒業者数

３４６４就職希望者数

３１５７関連分野　 就職者数

１１関連外分野 就職者数

１８進学者数

２０１２１４求人会社数

２８４３０２求人人数
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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

１１９名（常勤　３７名　非常勤　８２名）教　　員　　数平成３１年４月１日創立

［２０２２年度］　３７４名（男子 １６２名　　女子 ２１２名）
在籍学生総数

平成３１年４月１日認可

［２０２１年度］　２７３名（男子 １１６名　　女子 １５７名）学校法人　平成医療学園法人名称

７,８１１㎡校舎面積医療専門課程／文化・教養専門課程課程名

鉄骨造・鉄筋コンクリート造建物の構造カルティベイト・モラリティ（Cultivate Morality）
教育は３つの軸で構成される。以下に基づき各職業
に必要な人間性を伸ばす教育を行う。
１．感謝：自らを取り巻くすべてに感謝する心を育
てる
２．自他共栄：自分と他人が共に栄えるべく人間関
係を育てる
３．自律：自ら積極的に行動し継続する力を育てる

建学の精神（沿革）
教育方針

無寮

老年・在宅看護実習室、小児・母性看護学実習室、基礎・
成人看護学実習室、水治室、機能訓練室、日常動作訓練室、
補装具室、接骨院、鍼灸院、フィットネスルーム、ケア
ルーム、図書室、標本室、ホール

主な施設設備の概要
（厚生施設を含む）

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

入学時特別奨学金
　!AO入試制度奨学金
　!後継者育成支援奨学金
　!平成特別奨学金
　!医療系国家資格者支援奨学金
　!併修入学奨学金
就学支援奨学金
　!ダブル在籍支援奨学金　!再進学支援奨学金
!日本学生支援機構奨学金

!スポーツ大会
!オプション講座
!海外研修

!就職ガイダンス
!就職対策講座
!合同企業説明会
!求人票掲示　ほか

特記事項（体験入学・見学会・その他）

●オープンキャンパス・スペシャルイベント【要予約】
年間を通して、オープンキャンパスをはじめさまざまなイベントを実施しています。保護者の方もぜひお越しください。
詳細な日程・内容は下記よりお問い合わせ、またはご確認ください。

●個別相談・WEB個別相談【要予約】
　随時実施※しています。詳細は下記よりお問い合わせ、またはご確認ください。
　※土曜・日曜・祝日・夏期休暇・年末年始は除く

　お問い合わせ・お申し込み
　　   ０１２０－１３４－６３４
　　HP　https://www.nheisei.ac.jp/
　　※右記QRコードからもお問い合わせ・お申し込みが可能です

全国高等学校進路指導協議会統一様式準拠

アスレティックトレーナー学科★はり・きゅう学科★柔道整復学科★理学療法学科★看護学科★
アスレティックトレーナー専攻鍼灸専攻（昼間部AM）

鍼灸専攻（昼間部PM）
柔道整復専攻理学療法専攻看護専攻

２年３年３年４年３年

２５名４０名３０名３０名４０名

２０２３年１０月２日!～―

評定平均値が３.０以上で高等学校の校長・進路指導教諭または担任教諭・クラブ顧問（文化系クラブも含む）の推薦が得られる方―

面接、書類審査、事前作文―

２０,０００円―

募集定員の３０％以内―

専願―

２０２３年１０月２日!～２０２３年１０月２０日!～

面接、書類審査、基礎学力試験、事前作文面接、書類審査、基礎学力試験、事前小論文

国語総合・数学Ⅰ・数学Ａ・英語Ⅰ国語総合・数学Ⅰ・数学Ａ・英語Ⅰ

２０,０００円

有（専・６／１!～・募集定員の６１％）

９００時間（１年次）
８４０時間（２年次）

８８５時間（１年次）
９００時間（２年次）
８８０時間（３年次）

９１５時間（１年次）
９９０時間（２年次）
９００時間（３年次）

８１０時間（１年次）
９３０時間（２年次）
８７０時間（３年次）
８４０時間（４年次）

１１２５時間（１年次）
１０９５時間（２年次）
 ８４０時間（３年次）

２１時間～２７時間（週６日制）２２.５時間（週６日制）２２.５時間（週６日制）３０時間～３４時間（週５日制）２４時間～３２時間（週５日制）

１５０,０００円２５０,０００円２５０,０００円２５０,０００円２５０,０００円

６２０,０００円８７０,０００円８７０,０００円９２０,０００円９２０,０００円

詳細は募集要項をご確認ください。

約６１,０００円約８５,０００円約１３２,０００円約１２４,０００円約１５９,０００円（男） 約１５７,０００円（女）

学校行事・健康管理費３万円/年、その他資格・検定試験料、実習費など別途必要（学科により異なります。詳細は募集要項をご確認ください。）

医療
分野

LINE
登録はこちら

オープンキャンパス
詳細はこちら


