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【医療４年制学部】高度臨床工学学科、高度看護学科、高度看護
保健学科、高度理学療法学科、高度作業療法学科
※４年制大学と同等の卒業資格が与えられます
【医療３年制学部】救急救命学科、実践看護学科Ⅰ・Ⅱ、歯科衛
生学科、理学療法学科、視能訓練学科、鍼灸学科、柔道整復学科、
診療情報管理学科
【医療２年制学部】言語聴覚学科、医療秘書学科
【医療１年制学部】保健師学科、助産師学科、精神保健福祉士学科、
社会福祉士学科
【夜間部】歯科衛生学科、理学療法学科、鍼灸学科、柔道整復学科

 

高度専門士※（昼間部の４年制学科対象）②、看護師（国）③、助産
師（国）③、保健師（国）③、歯科衛生士（国）③、言語聴覚士（国）③、
はり師（国）③、きゅう師（国）③、柔道整復師（国）③、精神保健福
祉士（国）③、社会福祉士（国）③、救急救命士（国）③、臨床工学技
士（国）③、理学療法士（国）③、作業療法士（国）③　ほか　
※大卒と同等の称号

 

■主な就職先
名古屋大学医学部附属病院、愛知医科大学病院、名古屋市立大学
病院、名古屋記念病院、愛知医療センター名古屋第二病院、岐阜
大学医学部附属病院、三重大学医学部附属病院、聖隷浜松病院、
藤田医科大学病院、愛知県済生会リハビリテーション病院、名古
屋市消防局、豊橋市消防本部、犬山市消防本部、三重県庁、名古
屋市職員、矯正歯科国立病院機構名古屋医療センター、HOYAヘ
ルスケア、株式会社GENKIDO、さくらリバース治療院、すずら
ん鍼灸接骨院、豊橋市福祉事業会、医療法人和光会 岐阜市地域包
括支援センタ－、社会福祉法人愛知慈恵会　ほか

 

◆AO入試 選考料免除・入学前スキルアップ講座
◆特別提携 病院・施設 奨学金／学費免除制度
◆提携銀行教育ローン（医専 教育ローン）
◆提携特典つきアパート・マンション（礼金０円・仲介手数料０円～半額）
◆海外研修／校費留学制度
◆学校独自の奨学金制度・国の奨学金など各種奨学金制度（右ページ参照）
○高度専門士・専門士の付与　○プラスライセンス取得システム
○ダブルライセンス制度（鍼灸学科、柔道整復学科 ほか）
○生涯バックアップシステム　○卒後研修会　○学校指定学生寮
○通学定期券　○学生割引（長距離交通機関、レジャー施設等）

学科説明

資格取得

卒業後の進路状況（過去３年間卒業生実績）

特典

〒４５０‐０００２　名古屋市中村区名駅４‐２７‐１

TEL （０５２）５８２‐３０００（入学相談室）　FAX （０５２）５８２‐００７７

ホームページアドレス　www.iko.ac.jp/nagoya

Eメールアドレス　nyugaku.nagoya@iko.ac.jp

 

名古屋医専には、大学にも他の専門学校にもない「唯一の専門教
育」で、将来現場で活躍できる真のエキスパートを育成します。
　
■愛知県で唯一、救急から看護、リハビリ、福祉分野が連携
医療・福祉の７分野を網羅する学科編成で、現場に即した「チー
ム医療教育」を実践。
　
■国家資格の先、就職を見据えた「独自の専攻教育」
「専門看護師」「国際看護」「スポーツリハビリ」など将来の医療
現場を見据えた「専攻教育」を導入。
　
■専門教育の最高峰、４年制学科で「高度専門士」が取得できる
医療業界から求められている４年制教育は、優れた専門能力を持
つ人材の証として、文部科学大臣より「高度専門士」が付与。
　
■愛知県で最多認定。文部科学大臣「職業実践専門課程」認定校
病院・企業と連携するなど実践的で質の高い職業教育を行ってい
る専門学校として、初年度から文部科学大臣から認定されました。
（愛知県の同分野の専門学校で最も多い１７学科が認定）
※２０２２年３月３１日付発表分
　
■名古屋大学医学部　元教授陣による強力なバックアップ体制
現場の最先端に対応する医療・福祉教育カリキュラムづくりの支
援を受けています。また、医療業界を代表するトップから直接学
ぶ特別講義も実施。
　
■希望者全員が就職。独自の２大保証制度は自信の証明
『完全就職保証制度』
就職指導担任が１人ひとりに責任を持ち、マンツーマンで指導に
あたります。それでも卒業時に万一就職できない場合、卒業後、
就職が決定するまでの必要な学費は２年間本学が負担します。
（入学時４０歳未満対象）

『国家資格　合格保証制度』
試験対策は実績と経験を
持つ専門家が直接指導。
それでも厚生労働省が指
定する本学の学科におい
て卒業認定を受けた人で、
国家試験に万一合格でき
なかった場合、卒業後、
資格取得に向けた勉学を
継続するために必要な学
費は２年間本学が負担し
ます。 

本校の特色

名古屋駅前、徒歩３分。
JR・地下鉄・名鉄・近鉄から
地下街が直結。

就職状況（２０２３年３月１日現在）
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希望者就職率１００％！『国家資格 合格保証制度』は自信の証明

〔理事長〕粕谷 俊彦　〔校長〕勝又 義直　 ［入学相談室］宮部 裕人／野一色 亮太／筒井 宏昌

本校の特色

本校への交通機関

地上３６階　総合校舎スパイラルタワーズ

看護実習室

歯科衛生実習室

臨床工学実習室（手術台）

医療・リハビリから福祉まで

２０２１年度２０２２年度

９５７１,１８４卒業者数

８２１１,０１９就職希望者数

－－関連分野　 就職者数

－－関連外分野 就職者数

１１１９進学者数

８,０６３※１０,２０７※求人会社数

３５,２９２※４６,１２０※求人人数
※名古屋医専、姉妹校 首都医校・大阪医専に寄せられた求人情報
の合計
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医療
分野

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
（１年次） 年間授業料

設備費など

教材費
経費

その他の経費

歯科衛生学科★
理学療法学科★
鍼灸学科★
柔道整復学科★

助産師学科□※２
保健師学科□※２
医療秘書学科★
言語聴覚学科★◆
精神保健福祉士学科◆※２
社会福祉士学科◆※２

救急救命学科★　　　高度臨床工学学科★※１
高度看護学科★※１　高度看護保健学科★※１
実践看護学科Ⅰ★　　実践看護学科Ⅱ★
歯科衛生学科★　　　高度理学療法学科★※１
理学療法学科★　　　高度作業療法学科★※１
視能訓練学科★　　　鍼灸学科★
柔道整復学科★　　　診療情報管理学科★

（夜）３年（昼）２年　※２は（昼）１年（昼）３年　※１は（昼）４年

１８０名６４８名

１０月１日～定員になり次第締切

高等学校卒業見込者で本学への専願者に限ります。高等学校の校長または教諭による推薦を受け、出願学科の専門知識・技術の修得に意欲的に取り組もうとする姿勢がある人。

適性診断（マークシート方式）、作文、面接

３０,０００円

学科により異なる

専願

１０月１日～定員になり次第締切

適性診断Ⅰ（マークシート方式）、適性診断Ⅱ（記述式／専願は免除）、面接、作文

※保健師学科、助産師学科は上記の選考方法と異なる（詳しくは入学相談室まで）

３０,０００円

有（専・６／１!～）

　 （学科により異なる）　 （学科により異なる）

週５～６日制（学科により異なる）週５～６日制（学科により異なる）

１５０,０００円１５０,０００円～３００,０００円

５４０,０００円～７００,０００円（学科により異なる）７２０,０００円～１,６２０,０００円（学科により異なる）

６０,０００円～３００,０００円（学科により異なる）５０,０００円～５４０,０００円（学科により異なる）

４０,０００円～１８５,０００円（年平均／学科により異なる）　※２０２２年度実績

実習費／７,０００円～４０５,０００円（年平均／学科により異なる）　実習着・ユニフォーム代／３,３００円～４５,０００円（学科により異なる）　※２０２２年度実績

２８３名（常勤　 －名　非常勤　 －名）教　　員　　数２００８年創立

［２０２２年度］ １,５６５名（男子  －名　　女子  －名）
在籍学生総数

２００８年４月１日認可

［２０２１年度］ １,３７５名（男子  －名　　女子  －名）学校法人日本教育財団法人名称

１６,３１２.０㎡校舎面積医療専門課程、文化・教養専門課程、商業実務専門課程、教育・社会福祉専門課程課程名

地上３６階、地下３階建建物の構造学生１人ひとりに対して、専門教育はもちろん、資
格・就職、そして卒業後まで、厚みのあるバックアッ
プ体制を整えています。資格をとらせる学校ではな
く、取得した資格を手に現場で活躍できる人材を育
てる学校として、今考えられる、最高の教育環境を
整えています。

建学の精神（沿革）
教育方針

有寮

基礎医学実習室、臨床工学実習室、看護実習室、日常動作
訓練室、治療室・機能訓練室、視能訓練室、コンピュータ
ルーム、図書室、名古屋医専附属治療院　他

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

!特別提携 病院・施設 奨学金/学費免除制度
　（提携病院・施設からの奨学金）
!ｉの会奨学金制度（卒業生会からの奨学金）
!日本学生支援機構奨学金制度（予約採用もできる国の奨学金）
!通学社員・アルバイト進学制度（提携企業からの月額給与）
!新聞奨学生制度（奨学金と月額給与）
!高等教育の修学支援新制度
その他、地方自治体の奨学金など充実した学費援助システムが
あります。詳細は入学相談室まで。

海外研修―研修国は、医療先進国アメリカ（ロサ
ンゼルス）や東洋医学の本場中国で、それぞれの
学科の特長を活かした、実践的な海外研修を行い
ます。

本学では、全員がエキスパートとしての就職を実
現できるように、就職指導担任が総力を挙げて、
履歴書の書き方から面接対策まで指導にあたりま
す。また就職ガイダンス、個別相談のほか、東京・
大阪の姉妹校と連携した独自の「就職オンライン
システム」で、地元から全国までの就職活動をサ
ポートしています。

特記事項（体験入学・見学会・その他）

●学校案内書　学校案内書希望者は、入学相談室まで連絡ください。（送料とも無料）　Tel.０５２-５８２-３０００
　　　　　　　　  本学WEBサイト（https://www.iko.ac.jp/nagoya PC・携帯・スマートフォンに対応）でも請求できます。

●校舎見学・入学説明会　毎日　１０：００～２０：００　（日曜・祝日、１２／２６～１／５を除く）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　入学に関する問合せ、校舎見学希望者には、見学・説明を毎日実施。オンラインでの相談も可能です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　入学手続き、カリキュラムなど、あらゆる質問・疑問に対し、入学相談室の担当者が個別に説明します。

●オープンキャンパス　毎月実施。より深く学べる実践的な教育内容を体験できます。
　　　　　　　　　　　　　 入試について、資格取得・就職、学科・授業について、学費・奨学金サポートなど何でも気軽に相談ください。
　　　　　　　　　　　　　 詳細・日時は入学相談室に問合せ、または本学WEBサイトで確認ください。

□：看護師養成課程を卒業および見込の方対象　　◆：大卒以上の方対象　　

全国高等学校進路指導協議会統一様式準拠


