
法人名 理事長名

学校名 校長名

設立認可
年月日

FAX番号

専修学校認可
年月日 URL

事業目的 修業年限等

　１学年の 　5/1現在の

入学定員 入学実員 学則定員 実員 教員数 職員数

臨床検査
専門課程

臨床検査科 80 39 240 91 9 4

80 39 240 91 9 4（計）

④　過去3年間の学生負担金の推移

設置する学校名 課程 学科
5/1現在の学生数 5/1現在の本務教職員数

美萩野臨床医学専門学校

　　昭和５１年　６月　１日 　　http:/www.mihagino-mt.ac.jp/

　　臨床検査技師の養成 　修業年限⇒３年（男女共学）、昼夜別⇒昼

③　学校の課程・学科・学生数・本務職員数 （R1.5.1現在）

所在地
　　〒８０２－００６２

電話番号     ０９３ - ９３１ - ５２０１
　　北九州市小倉北区片野新町１－３－１

　　昭和４９年　３月　４日 　　０９３ - ９２２ - ６１４５

設立認可
年月日

　　昭和４８年　３月３０日 FAX番号 　　０９３ - ９２２ - ６１４５

②　学校の概要

　　美萩野臨床医学専門学校 　　深　江　政　美

令和元年度事業報告書

　１．法人の概要

①　法人の概要

　　学校法人　　明経学園 　　権　堂　　憲　幸

所在地
　　〒８０２－００６２

電話番号     ０９３ - ９３１ - １５５６
　　北九州市小倉北区片野新町１－３－１

項　　目 平成29年度 平成30年度 令和元年度

授　業　料 400,000 400,000 400,000

実　習　料 340,000 340,000 340,000

維　持　費 120,000 120,000 120,000

施　設　費 80,000 80,000 80,000

小  計 940,000 940,000 940,000

入 学 検 定 料 20,000 20,000 20,000

入　学　金 100,000 100,000 100,000



　２．事業の概要（令和元年度）

　　　イ．補助活動事業

　　　ウ．その他の事業

　①　旧館2階会議室照明改修工事

　②　旧館2階会議室保管庫整備

　③　旧館学生用ロッカー室無線ＬＡＮ整備工事

　④　新館屋上塔屋高架水槽配管補修工事

　⑤　新館一階来客用トイレ改修工事

　　　 　検体の集配・染色業務」を行っているが、令和元年度の検診者数は25,404件であった。

　　　　　 学校の付帯事業として、北九州市医師会から委嘱された「北九州市子宮頚部癌検診事業の

①　事業の概要

　　　ア．教育事業

４月 

  １日（月）進級審査結果掲示、3年オリエンテー

ション 

３日（水）第４６回入学式,物品販売 

  ４日（木）1年ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ① 

  ５日（金）1年ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ② 

  ６日（土）1年ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ③、2年ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ、物品販 

  ８日（月）全学年開講 

 １５日（月）2年ローテーション実習開始、3学年健康

診断 

 １９日（金）1,2学年健康診断 

５月 

  ７日（火）3年臨地実習開始 

６月 

  １日（土）新入生歓迎行事 

４日（火）１，２年体育実習 

２１日（木）2年解剖見学（九歯大） 

７月 

 １９日（金）3年臨地実習終了、２年終講 

 ２０日（土）1,3年終講 

 ２２日（月）夏期休暇開始（～８月３１日迄） 

９月 

  ２日（月）全学年開講 

  ４日（水）3年就職セミナー①② 

 １１日（水）3年就職セミナー③④ 

１４日（土）1年前期講義終了 

 １７日（火）1年前期試験開始 

 １９日（水）2年前期講義終了 

 ２１日（土）2年前期試験開始 

 ２７日（金）2年前期試験終了 

 ２８日（土）1年前期試験終了 

１０月 

  １日（火）1,2年後期開講 

 ３１日（木）全校献血 

１１月 
  ６日（水）開講記念日（全学年休講） 
  ９日（土）推薦入学試験（全学年休講） 
１８日（月）全学年体育大会 
１２月 
  ７日（土）社会人入学試験（Ａ日程） 
 １７日（火）1,2年生終講 
 １８日（水）3年生終講、1,2年合同模試 
 １９日（木）第４４回医専祭（ゼミ研究発表） 
 ２０日（金）第４４回医専祭（イベント） 
 ２１日（土）冬期休暇開始（～1月８日迄） 
  
令和 ２年 
１月 
  ８日（火）全学年開講 
 １５日（水）3年第卒業試験 
２月 
１日（土）第1期入学試験（全学年休講） 
  ４日（火）3年第卒業再試験 
  ８日（土）3年終講 
 １２日（水）1年後期終了 
 １３日（木）2年後期終了、1年後期試験開始 
  
 １４日（金）2年後期試験開始 
１９日（水）第６６回国家試験 
 ２０日（木）３年出校日 
 ２２日（土）ＡＯ入学試験（Ｂ日程） 
 ２８日（金）1,2年後期試験終了 
３月 
  ２日（月）1,2年再試験開始 
  ４日（水）第４４回卒業式・卒業祝賀会（コロ
ナのため中止） 
 ２１日（土）第二期入学試験 
 ２３日（月）令和元年度全課程終了、第６６回国
家試験合格発表 
 ３０日（月）学籍整理・成績送付 



　　　エ．理事会･評議員会開催状況枝

第1回理事会

　日時    令和元年５月２１日  火曜日   １３時４５分

　議題     第１号議案「議事録署名人の選出について」

 　　　　　第２号議案「任期満了に伴う監事候補者の選出について」 

第1回評議員会

　日時    令和元年５月２１日  火曜日   １４時

　議題     第１号議案「議事録署名人の選出について」

　　　　　 第２号議案「平成３０年度事業実績及び収支決算報告について」 

           第３号議案「任期満了に伴う理事の選任について」

           第４号議案「任期満了に伴う監事候補者の同意について」

第2回理事会

　日時    令和元年５月２１日  火曜日   １４時３０分

　議題     第１号議案「議事録署名人の選出について」

           第２号議案「平成３０年度事業実績及び収支決算報告について」 

           第３号議案「任期満了に伴う理事の選任について」

           第４号議案「任期満了に伴う監事の選任について」

           第５号議案「任期満了に伴う評議員の選任について」

第3回理事会

　日時    令和元年５月２７日 月曜日   １０時

　議題     第１号議案「議事録署名人の選出について」

 第２号議案「理事長及び理事長職務代理者について」 

第2回評議員会

　日時    令和元年９月１３日  金曜日   １５時

　議題     第１号議案「議事録署名人の選出について」

           第２号議案「美萩野臨床医学専門学校学則の変更について」 

第4回理事会

　日時    令和元年９月１３日  金曜日   １５時３０分

　議題     第１号議案「議事録署名人の選出について」

           第２号議案「美萩野臨床医学専門学校学則の変更について」 

第3回評議員会

　日時    令和元年１２月５日  木曜日   １５時

　議題     第１号議案「議事録署名人の選出について」

           第２号議案「寄附行為の一部変更について」 

第5回理事会

　日時    令和元年１２月５日  木曜日   １５時３０分

　議題     第１号議案「議事録署名人の選出について」

           第２号議案「寄附行為の一部変更について」 



第4回評議員会

　日時    令和２年２月１４日  金曜日   １４時

　議題     第１号議案「議事録署名人の選出について」

           第２号議案「不動産の売却について」 

第6回理事会

　日時    令和２年２月１４日  金曜日   １４時１５分

　議題     第１号議案「議事録署名人の選出について」

           第２号議案「不動産の売却について」 

第7回理事会

　日時    令和２年３月１０日  火曜日   １３時４５分

　議題     第１号議案「議事録署名人の選出について」

 　　　　　第２号議案「監事候補者の選出について」 

第5回評議員会

　日時    令和２年３月１０日  火曜日   １４時

　議題     第１号議案「議事録署名人の選出について」

           第２号議案「令和２年度事業計画及び収支予算案について」 

           第３号議案「３６協定の締結について」

           第４号議案「就業規則の一部変更について」

           第５号議案「役員報酬等の支給基準について」

           第６号議案「監事候補者の同意について」

第8回理事会

　日時    令和２年３月１０日  火曜日   １４時３０分

　議題     第１号議案「議事録署名人の選出について」

           第２号議案「令和２年度事業計画及び収支予算案について」 

           第３号議案「３６協定の締結について」

           第４号議案「就業規則の一部変更について」

           第５号議案「役員報酬等の支給基準について」

           第６号議案「監事候補者の選任について」

　３．財務の概要 （別紙財務諸表）


