
平成22年4月1日現在

救急救命士法第３４条第１号該当施設  修業年限２年以上  （民間施設）  

養成所名称 設置主体 課程 定員(入学定員） 所在地 電話番号 設置年月日 備考

(年)

北海道ハイテクノロジー専門学校 学校法人 3 100 北海道恵庭市恵み野北 0123(36)6990 平成4年4月1日 50名×2学級

 救急救命士学科  産業技術学園 2-12-1

吉田学園医療歯科専門学校 学校法人 3 100 北海道札幌市南３条西１丁目 0120(607)033 平成19年4月1日

 救急救命学科  吉田学園

国際メディカルテクノロジー専門学校 学校法人 3 40 福島県郡山市方八町 024(956)0163 平成14年4月1日

 救急救命士科  新潟総合学院 2-4-19

東洋パラメディカル学院 学校法人 2 40 栃木県塩谷郡氏家町 028(681)1301 平成14年4月1日

 救急救命科  東洋育英会 大字馬場410番地

太田医療技術専門学校 学校法人 3 50 群馬県太田市東長岡町 0276(25)2414 平成15年4月1日

 救急救命学科  太田アカデミー 1373

国際医療福祉専門学校 学校法人 2 80 千葉県千葉市中央区村田町 043(208)1600 平成10年4月1日 40名×2学級

 救急救命学科  阿弥陀寺教育学園 336-8 平成20年度より3年課程廃止

湘央生命科学技術専門学校 学校法人 2 40 神奈川県綾瀬市小園 0467(77)1234 平成5年4月8日

 救急救命学科  湘央学園 1424-4

東京医薬専門学校 学校法人 3 40 東京都江戸川区東葛西6-16-2 03(3688)6161 平成19年4月1日

 救急救命士科  滋慶学園

医専 学校法人 3 昼間部 80 東京都新宿区西新宿1-7-3 03(3346)3000 平成21年4月1日 名称については、首都医校に変更

 救急救命学科  モード学園 3 夜間部 40 予定

湘南医療福祉専門学校 学校法人 3 30 神奈川県横浜市戸塚区川上町 045(820)1329 平成21年4月1日

 救急救命科  彩煌学園 84-1

新潟医療技術専門学校 学校法人 3 40 新潟県新潟市上新栄町 025(269)3175 平成10年4月1日

 救急救命士科  新潟科学技術学園 5-13-3

国際医療福祉専門学校七尾校 学校法人 3 40 石川県七尾市藤橋町西部１番地 043(208)1600 平成19年4月1日

 救急救命学科  阿弥陀寺教育学園

長野救命医療専門学校 学校法人 3 40 長野県東御市田中66-1 0268(64)6611 平成18年4月1日

 救急救命学科  成田会

東海医療工学専門学校 学校法人 2 80 愛知県西加茂郡三好町 05613(6)3303 平成9年4月1日 40名×2学級

 救急救命科  セムイ学園 三好丘旭3-1-3

名古屋医専 学校法人 3 昼間部 25 愛知県名古屋市中村区名駅 052(582)3000 平成20年4月1日 50名→25名（平成２２年４月１日付）

 救急救命学科  モード学園 3 夜間部 25 4-27-1 40名→25名（平成２２年４月１日付）

東洋医療専門学校 学校法人 3 昼間部 80 大阪府大阪市淀川区西宮原 06(6398)2255 平成12年4月1日 40名×2学級 （昼間部）

 救急救命士学科  東洋医療学園 3 夜間部 40 1-5-35

大阪医専 学校法人 3 昼間部 40 大阪府大阪市北区大淀中 06(6452)0110 平成12年4月1日 平成13年度より学生受入

 救急救命学科  モード学園 3 夜間部 40 1-10-3

神戸医療福祉専門学校 三田校 学校法人 2 50 兵庫県三田市福島 0795(63)1222 平成9年4月1日

 救急救命士科  神戸滋慶学園 501-85

福岡医健専門学校 学校法人 3 80 福岡県福岡市博多区石城町 092(262)2119 平成16年4月1日 40名×2学級

 救急救命科  滋慶文化学園 7-30

公務員ビジネス専門学校 学校法人 3 100 福岡県福岡市博多区博多駅前 092(441)0035 平成16年4月1日 50名×2学級

 救急救命士学科  教育ビジネス学園 3-29-8

熊本総合医療福祉学院 医療法人 2 40 熊本県熊本市小山町 096(380)0033 平成4年4月1日

 救急救命学科  弘仁会 920-2

定員計 1,360

救急救命士法第３４条第２号該当施設  修業年限１年以上  （防衛庁関係施設：養成対象は現職自衛隊員のみ）  

養成所名称 設置主体 課程 定員 所在地 電話番号 設置年月日 備考

(年)

陸上自衛隊衛生学校 防衛省 1 25 東京都世田谷区池尻 03(3411)0151 平成6年4月1日

 救急救命士課程 1-2-24

自衛隊横須賀病院 防衛省 1 20 神奈川県横須賀市長瀬 0468(41)7653 平成7年4月1日

 救急救命士養成所 2-7-1 内線350

自衛隊岐阜病院 防衛省 1 20 岐阜県各務原市 0583(82)1101 平成8年4月1日

 救急救命士養成所 那加官有地無番地 内線2754

定員計 65

救急救命士養成所一覧

(名)

(名)



救急救命士法第３４条第４号該当施設  修業年限６ヶ月以上  （消防機関関係施設：養成対象は現職消防隊員のみ） 

養成所名称 設置主体 課程 定員 所在地 電話番号 設置年月日 備考

(月)

札幌市消防局 札幌市 6 30 北海道札幌市西区八軒10条西 011(616)2262 平成5年9月1日 平成１８年度は募集停止

 救急救命士養成所 (下半期) 13丁目3-1

埼玉県 埼玉県 6 30 埼玉県さいたま市桜区 048(853)9999 平成11年9月1日

 消防学校救急救命士養成課程 (下半期) 上大久保519

東京消防庁消防学校 東京消防庁 6 50 東京都渋谷区西原 03(3466)1511 平成3年9月1日

 救急救命士養成課程 (下半期) 2-51-1

救急救命東京研修所 財団法人 6 300 東京都八王子市南大沢 0426(75)9945 平成3年8月29日 50名×6学級

 救急振興財団 (年2期制) (年間 600) 4-5

横浜市 横浜市 6 40 神奈川県横浜市南区中村町 045(253)6371 平成3年9月2日 平成17年4.1より名称変更

 救急救命士養成所 (上半期) 4-274-8 （旧　横浜市消防学校）

名古屋市 名古屋市 6 30 愛知県名古屋市昭和区 052(842)7588 平成3年9月2日

 救急救命士養成所 (下半期) 御器所通2-16-1

京都市消防学校 京都市 6 35 京都府京都市南区西九条 075(662)1216 平成5年9月1日

 救急救命士養成課程 (下半期) 菅田町4番地

大阪府立消防学校 大阪府 6 30 大阪府大東市平野屋 072(872)7151 平成4年4月1日

 救急救命士養成課程 (下半期) 1-4-1

大阪市消防学校 大阪市 6 50 大阪府東大阪市三島 06(6744)0119 平成3年9月2日

 救急救命士養成課程 (下半期) 188-1

兵庫県消防学校 兵庫県 6 50 兵庫県三木市志染町御坂１－１９ 0794(87)2920 平成17年10月1日

 救急救命士養成課程 (下半期)

広島市消防局 広島市 6 40 広島県広島市西区都町 082(232)1580 平成5年9月9日

 救急救命士養成所 (下半期) 43-10

救急救命九州研修所 財団法人 6 200 福岡県北九州市八幡西区大浦 093(602)9945 平成7年4月1日 50名×4学級

 救急振興財団 (下半期） 3-8

定員計 885

養成所総定員数 2,310

【参考】 救急救命士法第３４条第３号該当施設  （大学：指定科目履修）  

養成所名称 設置主体 課程 定員 所在地 電話番号

(年) (名)

国士館大学 体育学部 学校法人 4 150 東京都多摩市永山7-3-1 042(339)7200 入学課：03(5481)3211

 スポーツ医科学科  国士館  （体育学部･多摩ｷｬﾝﾊﾟｽ）

杏林大学 保健学部 学校法人 4 (対象者は両学科 東京都八王子市宮下町476 0426(91)0011 Ｈ１９.4より保健学部救急救命

 保健学科及び臨床検査技術学科  杏林学園 合せ50名程度)  （保健学部･八王子ｷｬﾝﾊﾟｽ） 学科へ

帝京大学 学校法人 4 60 東京都八王子市大塚359 0120(508)739

　スポーツ医療学科（救急救命士コース）  帝京大学 （八王子キャンパス）

帝京平成大学 学校法人 4 100 千葉県市原市潤井戸 0436(74)5511

 情報学部及び健康ﾒﾃﾞｨｶﾙ学部の全科  帝京平成大学 2289

千葉科学大学 危機管理学部 学校法人 4 20名程度 千葉県銚子市潮見町3番地 0479(30)4545

 危機管理システム学科  加計学園

倉敷芸術科学大学 生命科学部 学校法人 4 5 岡山県倉敷市連島町西之浦 086(440)1111

 健康科学科  加計学園 2640

東亜大学　医療工学部 学校法人 4 40名程度 山口県下関市一の宮学園町2-1 0832(56)1111

医療工学科  東亜大学学園

備考

(名)


