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Ｑ　今、救急現場には
　　　女子が必要な時代に

Ｑ：⼥性救命⼠の働く場所は？

�
Ａ：９割が消防機関になります。

 救急救命⼠資格を活かせる場所は消

防、⾃衛隊、海上保安庁など多くが公

安系公務員となります。その中でも、

⼀番⾝近で、救急活動を⾏っている職

場といえば、消防機関になります。そ

のため、消防⼠になりたい！と思って

いた⼥⼦、救急で活躍したい、誰かの

役に⽴ちたい、そう思っている⼥⼦た

ちが⽬指す場所は、多くが消防機関に

なります。

�

Ｑ：なぜ、救急現場に⼥⼦が必要なの？

�Ａ：まず全国で年間どのくらいの救急

出動があると思いますか？

635万件です。ピンと来ないと思いま

すが、北陸だけでも、⽯川県43,900

件、富⼭県43,000件、福井県29,200件

もの救急出動があるんです。その内の

半数近くが⼥性なんです。中には、⽉

経による体調不良、妊娠分娩関連など

⼥性特有の救急出動も多くあります。

救急隊が男性だから、恥かしくて⾔え

ないという⼈もいるのです。

�



ＥＮＪＯＹ

救急⼥⼦ ＬＩＦＥ�

⾦沢⾼校卒

救命学科 10期⽣

秋⽥ 夏葵

星稜⾼校卒

救命学科 12期⽣

𠮷⽥ 七海

女性救命士今がチャンス ⼥性救命が働く場所のほとん

どが消防機関であるとお話しま

した。

 今まさに、国から、各消防本

部⼈員に対して５％以上数⼥性

を採⽤してくださいと⾔われて

いるのです。

例)○○消防本部

100⼈の消防職員がいる場合、

最低5⼈は⼥性消防吏員でなけ

ればいけないことになります。

�

2026年までに
女性消防士
5％増員

救急救命学科
instagram

OPEＮ�CAMPUS�

�参加申し込みはこちら�
�



Ｑ救急救命士って何？

Ａ：「救急救命⼠」は⼈の命と向き合

うための資格として、厚⽣労働省から

認められた国家医療資格になります。

 主に、病院前救護を担い、病院へ搬

送されるまでの間に、「救急救命処

置」を⾏い、⼈の命を繋げます。点滴

や薬、⽌⾎やチューブを気道へ挿⼊す

るなど、医師と救急救命⼠にしかでき

ない「特定⾏為」が許された資格にな

ります。

Ｑ：そもそも、救急救命⼠って何？？

�

Ｑ：⼥性で⼤変ではないの？？

�
Ａ：正直⼤変です。私は病院就職を

⽬指していますが、クラスには男性

ばかり、やはり体⼒⾯では男性に劣

るので、勉強では負けないように頑

張っています。

⼥性の視点で

気配り優しさ

のできる

救命⼠になり

たいと思います。

�
12期⽣ 𠮷⽥ 七海



「⼈を助ける思い」

「強い精神⼒」

「勤勉さ誠実さ」

求められる

救急救命⼠

とは？

⾦沢⾼校卒 救命学科 10期⽣ 秋⽥ 夏葵

かほく市消防（⼥性初採⽤） 就職

 救急救命⼠の仕事は、医療に関わる

仕事のなかでもハードなものであり、

その割に給料が特別⾼いというわけで

はありません。

したがって、「安定した医療業界で働

いてお⾦を稼ぎたい！」という思いが

強い⼈には、あまり向いていないかも

しれません。

たしかに、救急救命⼠になれば公務員

として安定して働き続けることがで

き、さらに⾃治体によっては個⼈寮・

家族寮も完備されてはいるなど、⼿厚

い待遇があります。

しかし、不規則な勤務体系と、⼈の命

を扱うプレッシャーの⼤きさに耐えら

れずに離職してしまう⼈もいます。

ですから、純粋に「⼈の命を助けた

い！」という気持ちが強い⼈が⼀番救

急救命⼠に向いているといえるでしょ

う。

 医療業界に興味があるだけでなく、

「看護師でも医師でもなく、救急救命

⼠でなければダメ」という意思が⼤切

です。

「⼈を助ける思い」

救急救命⼠を⽬指す⼈のための情報サイト  キャリアガーデンより抜粋



救急救命⼠を⽬指す⼈のための情報サイト  キャリアガーデンより抜粋

「勤勉さ

  誠実さ」

「強い精神⼒」

 救急救命⼠は基本的に24時間勤務の体

制を取っています。

途中で仮眠休憩などの時間が設けられて

はいるものの、通報の際にはすぐに出動

する必要があるため、⼗分に睡眠が取れ

ないことも⽇常茶飯事となります。

そのため、すぐに体調を壊してしまうこ

とのないような強靭な体⼒が求められま

す。

 同時に、何よりも⼤切なのは⼼肺停⽌

状態といった⼀刻を争う状態の傷病者の

⼈を前にしても、冷静さを保つ精神⼒を

持つことです。

 救急救命⼠は⼤きな事故などの際には

必ず現場に駆けつけます。なかには凄惨

な現場も少なくなく、⽬を覆いたくなる

ようなこともしばしばあります。

そうしたときにパニックに陥らず、⾃分

がすべきことを冷静に⾏うことができる

精神⾯のタフさは、この仕事を続けるう

えで不可⽋なものとなります。

現時点であまり体⼒、精神⼒に⾃信がな

くても、⼼⾝共に少しずつ強くしていく

努⼒ができる⼈に向いているといえるで

しょう。

 救急救命⼠は、⼗分な医療に関する知識と、医療機器を扱う際の技術を持っていなく

てはなりません。

 救急救命⼠国家試験を突破するために必要な知識や技能だけでなく、⽇々の業務や出

動のなかで経験を積み、勉強を重ねる勤勉さも必要になります。

⼈の命にふれる救急救命⼠は、常に緊張感を持って業務を遂⾏しなくてはなりません。

いい加減な気持ちでは絶対に務まらない仕事だからこそ、真⾯⽬で、誠実な⼈にこそ向

いている仕事だといえます。



救急救命⼠資格取得までの道のり

⾼校卒業後

⼀般の⼤学

短⼤、専⾨

消防官(救急隊員)

＊救急隊員として5年以上

⼜は

＊2,000時間以上の救急業務歴

救命⼠養成校

⼤学(４年制)

専⾨(2〜3年制)

救急救命⼠養成校

(6ヶ⽉以上)

救急救命⼠ 国家試験

救急救命⼠ 資格取得 

 救急救命⼠になるためには、様々な道があります。⾃分のやりたいことなどを考え

て、⾃分に合った道に進み、資格取得を⽬指しましょう。

救急救命⼠国家試験の合格率は全国平均で約85％程度となっています。



国際医療福祉専⾨学校七尾校

救急救命学科 就職先

救急救命⼠

働く場所

「就職場所」

輪島⾼校卒

救命学科 9期⽣卒

浅野 朔弥

射⽔市消防就職

⾼岡⼯芸⾼校卒

救命学科 10期⽣

＊在学中に就職決定

⾕⼝ 成元

新川地域消防就職

⾦沢北陵⾼校卒

救命学科 9期⽣卒

岩本 澪

⾦沢市消防局就職

 消防機関、⾃衛隊、海上保安庁、

病院、ＵＳＪ、スカイツリー、⺠間

救急会社、空港警備、警察などにな

ります。

 その中でも、救急救命⼠の資格を

最⼤限に活かせる場所というのは、

まだ少ないということですね。

⽯川県
⾦沢市消防局・七尾⿅島消防本部・津幡町消防本部・奥能登広域圏事務組合消防本部

⽻咋郡市広域圏事務組合消防本部・内灘町消防本部(⼥性初)・能美市消防本部・

⼩松市消防本部・かほく市消防本部(⼥性初)・恵寿総合病院

富⼭県
砺波地域消防組合・射⽔市消防本部・新川地域消防組合・⾼岡市消防本部・富⼭東部

消防組合・氷⾒市消防本部・富⼭城南温泉病院

福井県
福井市消防局・⼤野市消防本部・嶺北消防組合

その他の県
NAAセーフティサポート㈱(成⽥国際空港 消防・防災防⽕業務)・常滑市消防本部

豊川市消防本部・各務原市消防本部・可茂消防事務組合消防本部・川崎幸病院

救急救命学科
instagram



救急救命⼠

今後の

将来はどうなる

 

 救急救命⼠のいいところは、

やはり命を救うための知識と技

術が国から認められ、医⾏為を

⾏えることです。

 ⼈の命と最前線で向き合い、

緊急性の⾼い病態を推測し、緊

急時には⾼度な救急救命処置を

⾏うことができます。しかし、

医師などと連携を常に取れる体

制でないといけないなどの多く

の制約が課せられているため、

消防や⾃衛隊、海上保安庁など

でしか、救急救命⼠として最⼤

限に活躍することが出来ないの

が現状です。

 
⼀番右 ⾮常勤講師 ⾦沢⼤学付属病院 後藤 由和 医師 

富⼭県⽴中央病院 臨地実習内でＤｒヘリ同乗 11期⽣ 佐々⽊ 洋仁

 今は、活躍の場所を限られている救急救命⼠の処置ですが、救急救命⼠の資格を持

っているにも関わらず、その職場で最⼤限の活動ができない、有資格者救命⼠は1万

⼈以上いると⾔われています。せっかく命を救うための知識と技術があるのも関わら

ず、その資格を活かせないことを国が変えようと、現在、病院や救急⺠間企業などで

も、その資格が活かせることができる体制にしようと動きがあります。

 そのため、今後、ニーズに合った形で、救急救命⼠が働く職域も増える可能性は⼤

きいと思われます。



資格取得における

⼤卒・専⾨卒・消防など

メリット・デメット

費⽤

専⾨学校

(2年⽣)

専⾨学校

(3年⽣)

⼤学

(4年⽣)
消防など

約280万 約390万 約560万 職場持ち

 これ以外にも、家賃や⽣活費などを含めたお⾦が必要となります。⼤学⽣の１ヶ⽉

に必要とされるお⾦は10万〜17万と⾔われています。最低額の10万円で計算すると

10万(⽉)×12ヶ⽉＝120万 ４年間の場合 120万(1年間)×4年間＝480万

4年間で必要な家賃や光熱費などの費⽤は 480万となります。

 ただ、おしゃれや旅⾏など、楽しいキャンパスライフがしたいはず、当然これ以上

のおお⾦がかかります。公務員の場合は職場持ちになるので費⽤はかかりません。

�

七尾校の場合

初年度学費 143万 

�����2年⽬  �123万 

�����3年⽬ ������123万

�

計算すると

143万＋123万＋123万＝389万

� だいたい平均くらいですね

 

・最安で23,000円〜(光熱費等込み)
 ＊敷⾦礼⾦なし

 ＊洗濯機、乾燥機、エアコン、机、

  Wi-Fi、⾵呂、トイレなど完備
・寮⾷は朝・昼・晩で1,280円

    寮費がお得！！

費⽤に関して
 ⼀番安く済ませたい場合は、２年制の専⾨学校が⼀番安く済みます。

⽬的がはっきりしていて、あまりお⾦をかけたくない場合は２年制でもいいのかもし

れません。しかし、２年間だと勉強が忙しいので、なかなかゆとりはないのが実情。

 2年制よりもお⾦はかかりますが、３年制の場合だと少しゆとりがあるので、バイ

トをしながら、また消防就職などを⽬指している場合であれば、公務員勉強なども同

時にしながら学業と私⽣活など送ることができます。七尾校の場合は3年制です。多

少ゆとりがあるので、在学中に潜⽔⼠や危険物取扱者、JPTEC(外傷初療)などの資格

や認定を取りに⾏く学⽣が多くいます。でも⼀番は、⾃分⾃⾝のニーズ(求めている

もの)に合わせることですね。

    お�知�ら�せ

・⼀番近い寮が⼥⼦寮になります！！



費⽤はかかるものの専⾨学校よりもカリキュラムにゆとりがある為、⾃分の好きなこ

とに時間を使いやすいです。

�

【⼤学に向いている⼈・メリット】

・好きなことをじっくりと時間をかけてやりたい⼈

・やりたいことが、まだはっきりしていない⼈

・「⼤卒」を条件にしている企業などに就職したい⼈

・「⼤卒」になることで昇給などが早くしたいと思っている⼈

・充実したキャンパスライフを送りたい⼈

⼤卒で取得するのメリット

⼤卒で取得するデメリット

・多くの費⽤がかかること

・⽬的がなければ流されて留年などしてしまう

・資格取得までに時間がかかる

・救急救命⼠の専⾨科⽬だけではなく、⼤学を卒業するための専⾨科⽬以外の単位が

必要になる。

専⾨卒で取得するメリット

⼤学よりも費⽤は安く済みます。2〜3年制でカリキュラム内容も専⾨性の⾼い授業科

⽬が多く含まれます。

�

【専⾨学校に向いている⼈・メリット】

・やりたい仕事が明確で業務に必要な知識・技術を⾝に付けたい⼈

・資格を活かして本当にやりたいことがある⼈

・役に⽴つ資格を取得したい⼈

・⼤卒よりも公務員試験は⾼卒程度から受けられるため試験内容が簡単になる

・救急救命⼠に対する専⾨科⽬が多く、専⾨性の⾼い授業が受けられる。

・⼤学よりも少⼈数制のため、⼀⼈⼀⼈に対するサポートが⼿厚い

・消防や病院などとのかかわりが深く、講義や実技を実際の救急救命⼠から指導を受

けられる(七尾校の特徴)

・七尾校であれば、⾃分の希望する消防などで１年次5⽇間、2年次5⽇間の計10⽇間

実習を⾏うことができる。



・⼤学よりもカリキュラムにゆとりがない場合がある。

・休⽇なども実習などが⼊る可能性が⾼い。

・⼤卒よりも昇給が数年遅くなる。

・⼤卒よりも給料が低くなる場合がある。

⼤卒のメット専⾨卒で取得するデメリット

・消防で5年以上救急業務に従事するか、2000時間以上救急業務を⾏わなければいけ

ない。

・費⽤負担してもらっているため職場からのプレッシャーが強くかかる

・資格取得後は救急現場での迅速な判断をまかされる⽴場になる

・救急救命⼠としての責任がかかる

消防などで取得するのメリット

就職先で⾏われる救命⼠養成校での派遣は、職場が費⽤を負担します。

�

【消防など就職後に向いている⼈・メリット】

・消防就職後も「救急」という分野にやるがいを感じている⼈

・警防業務(⽕災・救助など)の勉強もしながら救急に対する勉強を継続してできる⼈

・就職先が研修所への費⽤を負担してくれる。

・救急件数が圧倒的に多いので、とてもやりがいを感じることができる。

消防などで取得するのデメリット



在校⽣の声 

11期⽣�今村�空太郎

11期⽣�才⽥�勇之介

11期⽣�⻄ヶ⾕内�⼤成

12期⽣ ⼩林 洋喜�

11期⽣�⻑⾕川�拓也

11期⽣�松下��翔吾

　

最初は、慣れない勉強ばかりで正

直嫌でした、でも、同じ夢を追い

かける仲間や、一生懸命になって

くれる先生のおかげで、ここまで

頑張って来れました。

 ゆとりもあるので、色々な所へ

遊びに行ったりもして、楽しいで

す！！

　

３年制ということで、遊びやバイト

をしながら充実したキャンパスライ

フを過ごしています！！

とても勉強がしやすい環境なので、

仲間と一緒に、勉強も頑張っていま

す！！一度オープンキャンパスに来

てみるといいと思います。

 

　

消防実習では、自分の希望する消防

へ行けるということで、地元の奥能

登消防へ行かせていただきました。

男性だけではなく、女性も増やさな

いといけないということで、競争率

の増加が怖いです・・消防就職でき

るように頑張っています！！

 

　松下くん　門前高校出身

　小林くん　高岡第一高校出身
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　今村くん　小松工業高校出身

　才田くん　遊学館高校出身

　長谷川くん　門前高校出身

　僕はちょっと頭が悪いので、とって

も心配ですが、仲間と一緒に頑張って

います。礼儀は大切だと改めて消防実

習では思いました。

 

　

自分のクラスは、１人女性がいます

が、正直すごいと思います。男性の中

でも負けずに頑張っている姿をみる

と、自分も学級長として頑張ろうと思

えます。

これは芋ほりで面白い形の芋が出てき

た所です。この写真を使うなんて先生

の悪意が・・・

13期には女性が２人いるので、その後

輩たちにも、女性の後輩ができてくれ

たらいいなとは思います。

 



在校⽣の声

13期⽣�藤住�⼩夏

　

私は人を助ける仕事がしたいと思っており、危険な

現場に出て人を助けるために活躍する「消防士」に

憧れを持ちました。中でも、救急救命士は、一刻を

争う切迫した状態で、患者の命を扱うとても厳しい

仕事です。

どれだけ医師がいて、病院があっても、現場に駆け

つける救急救命士がいなければ、救える命も救えま

せん。

　そんな人を助けるための最前線に立つ救急救命士

という仕事を、私もやってみたいと思いました。

　しかし、消防士、救急救命士は体力や筋力、強い

精神力のいる厳しい仕事であり、女性の私では無理

かもしれないという思いもありました。ですが、せ

っかくの人生チャレンジしていかなけらばつまらな

い！！と思い、この道を目指すことにしました。

　私は今、この学校で同じ目標を持つみんなと勉強

し、トレーニングし、とても充実した日々を過ごし

ています。

　女性消防士、女性救命士を目指すあなた！！

　チャレンジしてみてはどうですか！？

　

東日本大震災で、人の命を救うために大勢の人たち

が頑張っている姿に感動し、私も、人のために頑張

れる仕事がしたい！！と思いました。その中で、消

防士、救急救命士の方々に魅力を感じ、私も目指す

ことにしました。

　勉強面ではわからない所がたくさんあるけど、分

からなかったことが、分かるようになると、とても

楽しいです！！

 

　私は、海外で貧困などで苦しむ子どもたちのた

めに、医療的な支援がしたいと思い、医療系の学

校を探していました。進路を真剣に考えた末、た

どり着いたのが「救急救命士」という仕事でし

た。実際の「夢」とは変わった形になりますが、

「人のために役立つ仕事、命と向き合う仕事」に

魅力を感じ、入学を決めました。医療に興味があ

る方は是非体験してみてください！！
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　高木さん　金沢西高校出身

　藤住さん　穴水高校出身

　𠮷田さん　星稜高校出身

13期⽣�⾼⽊�望帆

12期⽣�𠮷⽥�七海



進学Q & A集
スタディサプリから抜粋

 Q２：やりたいことが複数あって迷っています。どうやって選べばいいですか？

 A１： 職業は決めずに進学して

興味のある学問を学び、その過程でその後の進路を考える⼈も多いので、⾃分の好

きなことや、興味が持てそうなものから探してみるといいです。

�

 Q１：やりたいことが⾒つからない

      どうすれば良いでしょうか？

 A２：まずはそれぞれについてしっかりと調べて⽐較をしてみましょう。もしかしたら、

趣味で済むものもあるかもしれないし、いろいろ調べていくうちに、⾃分にあった

ものを絞り込めるかもしれません。まず決断を下すのではなく、詳しく調べてみる

ことがいいと思います。また、同時に修得する⽅法があるかどうか調べたり、物理

的に早いうちに修得しておいた⽅が良いものを選んでみるのはどうでしょうか？

�
Q３：どういう基準で学校を選んだら良いでしょうか？

 A３：学びたいこと、学校の雰囲気、通学エリア、資格取得状況、⼊学⾦や授業料など、

あなたが進学する学校に望むことや、⼊学するための必要条件などを書きだしまし

ょう。

そして、各学校のホームページで詳細を確認したり、資料請求やオープンキャンパ

スに参加し、学校の特徴を⽐較することで、優先順位をつけるのがいいです。

やはり、「⾃分の⽬で確かめる」⽅がより学校選びに繋がると思いますので、⾃分

の気になる学校のオープンキャンパスなどに参加することがいいでしょう。

�
 Q４：⼤学、短⼤、専⾨学校の違いは何ですか？

⼤学は座学を学び探求するところ、短⼤は⼤学で４年間の勉強をピックアップして

２年間で学ぶところ、専⾨学校はダイレクトに仕事に繋がる知識を得るところとい

うのが簡単な説明です。⼤学を卒業すると「学⼠」、短⼤は「短期⼤学⼠」、専⾨

学校は⽂部科学省から認定されている学科であれば「専⾨⼠」という肩書がもらえ

ます。専⾨学校を希望している多くの⼈が、具体的に就きたい仕事がある、やりた

いことが決まっている。と進路が明確な⼈の割合が多いです。

⼤学の場合、⼀般教養の単位もあるので、４年間で専⾨以外の授業が多くありま

す。もしやりたいことが決まっているのであれば、専⾨分野の勉強、実演・実習が

多いので、仕事に直結する授業を望むのであれば、専⾨学校がベターと⾔われてい

ます。将来をイメージして、⾃分に合った進路を選んで、後悔しない進路を選択し

てくださいね。

�

 A４：

 Q５：オープンキャンパスに参加する際に、気を付けた⽅が良いことはなんですか？

 A５：制服でも私服でも⼤丈夫です。不安な場合は、質問内容をメモに書いて、学校に確

認してみるといいでしょう。

�



I N T ERV I EW :  

CHEF  ANDREW

オープンキャンパス
参加申し込みはこちら

救急救命学科
ホームページはこちら

救急救命学科
インスタグラムはこちら

＊遠⽅からオープンキャンパス参加した⽅で、宿泊費が発⽣した場合、宿泊費

5,000円の補助⾦がでます♪

＊七尾校は能登付近にあります。和倉温泉街(加賀屋など)や、辻⼝シェフ、能登ミルク、のとじま⽔族館、
千枚⽥、輪島朝市、千⾥浜など多くの観光地があります。旅⾏のついでに来てみるのもいいと思いますよ♪

学校法⼈阿弥陀寺教育学園

国際医療福祉専⾨学校

七尾校
〒926-0816
⽯川県七尾市藤橋町西部１番地

TEL 0767-54-0177
FAX 0767-54-0215

学校付近の地図

2019　開催期間
オープンキャンパス

8/4(日)
8/17(土)

4/21(日)

5/19(日)
6/16(日)
7/20(土)

8/23(金)

8/28(水)
9/14(土)

学校祭開催日
10/20(日)

11/23(土)
12/14(土)

午前の部 10：00〜12：30 (送迎&昼⻝付き)
午後の部 13：00〜15：00 ＊内容は午前と同様
 

職業説明会開催日
金沢市消防局

イベント開催日


