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様式第２号の４－②【⑷財務・経営情報の公表（専門学校）】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の

４－①を用いること。 
学校名 長野救命医療専門学校 

設置者名 学校法人成田会 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 https://nagano-kyumeiiryou.ac.jp/jouhoukoukai2.htm 

収支計算書 

又は損益計算書 
https://nagano-kyumeiiryou.ac.jp/jouhoukoukai2.htm 

財産目録 https://nagano-kyumeiiryou.ac.jp/jouhoukoukai2.htm 
事業報告書 https://nagano-kyumeiiryou.ac.jp/jouhoukoukai2.htm 
監事による 

監査報告（書） 
https://nagano-kyumeiiryou.ac.jp/jouhoukoukai2.htm 

 

２．教育活動に係る情報 

①学科等の情報 

 

 a.救急救命士学科 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

医療 
医療職業実践

専門課程 
救急救命士学科 〇  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

３年 

昼 2,775単位時間 

 

1,305

時間 時間 

1,470

時間 時間 時間 

2,775時間 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

120人 68人 0人 4人 8人 12人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

授業方法及び内容、年間の授業計画については、授業計画書（シラバス）に記載の

とおりである。なお、授業計画書の記載内容は以下のとおりとする。 

 

１授業のねらい・目標（何を学ぶか）、２授業の進め方と方法、３授業の計画、４

授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）、５教科書、６参考書、７成績評価

の方法と基準、８実務経験のある教員による授業科目、９学生が準備すべき機器

他、10履修上の注意事項 

 

成績評価の基準・方法 

（概要）  

試験の成績により、Ｓ（90点以上）、Ａ（80点以上）、Ｂ（70点以上）、Ｃ（60

点以上）、Ｄ（60点未満）でＣ以上が合格 

https://nagano-kyumeiiryou.ac.jp/jouhoukoukai2.htm
https://nagano-kyumeiiryou.ac.jp/jouhoukoukai2.htm
https://nagano-kyumeiiryou.ac.jp/jouhoukoukai2.htm
https://nagano-kyumeiiryou.ac.jp/jouhoukoukai2.htm
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卒業・進級の認定基準 

（概要） 

 進級及び卒業の認定は、試験の成績、臨床実習の評価、出欠席状況等について評

定のうえ、教員会の議を経て、校長が行う。校長は、所定の課程を修了した者に卒

業証書を授与する。 

学修支援等 

（概要） 

保護者との電話等での連絡を密にするとともに、必要に応じ面談を行っている。一

人暮らしの場合、担任による家庭訪問を行っている 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

 救急救命士学科 

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 17人 

（100％） 

5人 

（29.4％） 

11人 

（64.7％） 

1人 

（5.9％） 

（主な就職、業界等） 

消防官・病院（救命救急センター）・介護施設ほか 

（就職指導内容） 

国家試験・公務員試験対策講座による筆記試験対策、及び面接試験、体力試験対策。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

国家試験合格率 100％。就職者 11名のうち 9名は救急救命士資格による採用。 

（備考）（任意記載事項） 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  65人 5人  7.69％ 

（中途退学の主な理由） 

学生生活不適合 2名、進路変更 3名 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

長期欠席者に対しては保護者との連絡を密にし、必要に応じて面談を行っている。

また、成績不振者に対しては長期休業や放課後等を利用し、補習授業を行ってい

る。 
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ｂ.柔道整復師学科 

 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

医療 
医療職業実践

専門課程 
柔道整復師学科 〇  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

３年 

昼 2880時間 

 

1190 

時間 時間 

240 

時間 時間 

450 

時間 

2,880単位時間／100単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

90人 45人 0人 6人 15人 21人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） 

授業方法及び内容、年間の授業計画については、授業計画書（シラバス）に記載の

とおりである。なお、授業計画書の記載内容は以下のとおりとする。 

 

１授業のねらい・目標（何を学ぶか）、２授業の進め方と方法、３授業の計画、４

授業時間外の学習（準備学習・復習・宿題等）、５教科書、６参考書、７成績評価

の方法と基準、８実務経験のある教員による授業科目、９学生が準備すべき機器

他、10履修上の注意事項 

成績評価の基準・方法 

（概要）  

試験の成績により、Ｓ（90点以上）、Ａ（80点以上）、Ｂ（70点以上）、Ｃ（60

点以上）、Ｄ（60点未満）でＣ以上が合格 

卒業・進級の認定基準 

（概要） 

 進級及び卒業の認定は、試験の成績、臨床実習の評価、出欠席状況等について評

定のうえ、教員会の議を経て、校長が行う。校長は、所定の課程を修了した者に卒

業証書を授与する。 

学修支援等 

（概要） 

保護者との電話等での連絡を密にするとともに、必要に応じ面談を行っている。一

人暮らしの場合、担任による家庭訪問を行っている 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

 柔道整復師学科 

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 11人 

（100％） 

0人 

（0％） 

7人 

（63.6％） 

4人 

（36.4％） 

（主な就職、業界等） 

接骨院・整骨院ほか 
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（就職指導内容） 

国家試験講座による筆記試験、実技試験対策。個別に就職面談を実施。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

国家試験合格率（認定実技審査）100％。国家試験合格率（筆記試験）100％。 

（備考）（任意記載事項） 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

  38人 2人  5.26％ 

（中途退学の主な理由） 

学校生活不適合、進路変更 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

長期欠席者に対しては保護者との連絡を密にし、必要に応じて面談を行っている。

また、成績不振者に対しては長期休業や放課後等を利用し、補習授業を行ってい

る。 
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②学校単位の情報 

ａ）「生徒納付金」等 

学科名 入学金 
授業料 

（年間） 
その他 備考（任意記載事項） 

救急救命士学科 200,000円 800,000円 400,000円 
施設設備費 200,000円 

実習費 200,000円 

柔道整復師学科 200,000円 900,000円 350,000円 
施設設備費 200,000円 

実習費 150,000円 

修学支援（任意記載事項） 

特待生制度 / スキルアップ支援制度 A / スキルアップ支援制度 B / 入学金減免制度 / 

社会人特別奨学金制度 / 成績優秀者奨学金制度 / 授業料減免制度（経済的支援） 

 

 

ｂ）学校評価 
自己評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

【ホームページ】 

https://nagano-kyumeiiryou.ac.jp/jouhoukoukai2.htm 

 

情報公開「（９）学校評価」 

学校関係者評価の基本方針（実施方法・体制） 

【実施方法】 

自己評価とともに学校関係者評価をとおして、本校の学校運営並びに教育活動の向上

を図る。 

評価委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。 

①学校経営 ②教育理念と学校運営 ③教育活動と学生支援 ④教育環境 ⑤学校評

価と情報発信 ⑥その他必要と認める事項 

評価委員会の委員名並びに評価結果について、学校要覧並びに本校ホームページにて

公表する。 

 

【主な評価項目】 

「専修学校における学校評価ガイドライン」に基づき、以下の項目について評価を実施す

る。 

教育理念・目標、学校運営、教育活動、学修成果、学生支援、教育環境、学生募集、財

務、法令等の順守、社会貢献・地域貢献 

 

【評価委員会の構成】 

評価委員会は委員１２名以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから学校長が委嘱する。 

(1)地域消防署役職員、(2)地域柔道整復師会役員、(3)地域医師会役職員、(4)地域中

学校長、(5)地域高等学校長、(6)大学教員、(7)教育関係有識者、(8)福祉関係有識

者、(9)地域自治会長（代表）、(10)保護者代表、(11)学生代表、(12)その他、学校

長が必要と認めた者 

 

【評価結果の活用方法】 
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各学期末（9 月・3 月）に行う学生・教職員の自己点検評価をもとに、評価委員より意見

を伺う。また学校関係者評価（2 月実施）を通して教育内容の改善点を挙げ、次年度の教育

活動の向上に繋げている。 

学校関係者評価の委員 

所属 任期 種別 

東御消防署 
令和 4年 4月 1日～令和 6

年 3月 31日(2年) 
地域消防署役職員 

長野県柔道整復師会 
令和 3年 4月 1日～令和 5

年 3月 31日(2年) 
地域柔道整復師会役員 

小県医師会 
令和 3年 4月 1日～令和 5

年 3月 31日(2年) 
地域医師会役職員 

上田第四中学校 
令和 3年 4月 1日～令和 5

年 3月 31日(2年) 
地域中学校長 

東御清翔高等学校 
令和 3年 4月 1日～令和 5

年 3月 31日(2年) 
地域高等学校長 

上田女子短期大学 
令和 3年 4月 1日～令和 5

年 3月 31日(2年) 
大学教員 

元上田第四中学校 
令和 3年 4月 1日～令和 5

年 3月 31日(2年) 
教育関係有識者 

東御市社会福祉協議会 
令和 3年 4月 1日～令和 5

年 3月 31日(2年) 
福祉関係有識者 

東御市田中区 
令和 3年 4月 1日～令和 5

年 3月 31日(2年) 
地域自治会代表 

保護者会 
令和 3年 4月 1日～令和 5

年 3月 31日(2年) 
保護者代表 

長野救命医療専門学校 
令和 4年 4月 1日～令和 5

年 3月 31日(1年) 
学生代表 

学校関係者評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

【ホームページ】 

https://nagano-kyumeiiryou.ac.jp/jouhoukoukai.html 

 

情報公開「（９）学校評価」 

第三者による学校評価（任意記載事項） 

実施無し 

 

 
 

 

ｃ）当該学校に係る情報 
（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

【ホームページ】https://nagano-kyumeiiryou.ac.jp 

【学校案内】ホームページ請求フォーム、電話、メール等で請求（無料） 

 


