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北海道 国立大学 北海道大学 【医】保健（検査技術科学）
北海道 国立大学 北海道大学 【医】保健（作業療法）
北海道 国立大学 北海道大学 【医】保健（放射線技術科学）
北海道 国立大学 北海道大学 【医】保健（理学療法）
北海道 公立大学 札幌医科大学 【保健医療】作業療法
北海道 公立大学 札幌医科大学 【保健医療】理学療法
北海道 私立大学 日本医療大学 【保健医療】リハビリテーション
北海道 私立大学 日本医療大学 【保健医療】診療放射線
北海道 私立大学 日本医療大学 【保健医療】臨床検査
北海道 私立大学 日本医療大学 【保健医療】臨床工★
北海道 私立大学 北海道医療大学 【リハビリテーション科学】言語聴覚療法
北海道 私立大学 北海道医療大学 【リハビリテーション科学】作業療法
北海道 私立大学 北海道医療大学 【リハビリテーション科学】理学療法
北海道 私立大学 北海道医療大学 【医療技術】臨床検査
北海道 私立大学 北海道科学大学 【保健医療】義肢装具
北海道 私立大学 北海道科学大学 【保健医療】診療放射線
北海道 私立大学 北海道科学大学 【保健医療】理学療法
北海道 私立大学 北海道科学大学 【保健医療】臨床工
北海道 私立大学 北海道情報大学 【医療情報】医療情報
北海道 私立大学 北海道千歳リハビリテーション大学 【健康科学】リハビリテーション
北海道 私立大学 北海道文教大学 【人間科学】作業療法
北海道 私立大学 北海道文教大学 【人間科学】理学療法
青森 国立大学 弘前大学 【医】保健（検査技術科学）
青森 国立大学 弘前大学 【医】保健（作業療法）
青森 国立大学 弘前大学 【医】保健（放射線技術科学）
青森 国立大学 弘前大学 【医】保健（理学療法）
青森 公立大学 青森県立保健大学 【健康科学】理学療法
青森 私立大学 弘前医療福祉大学 【保健】医療技術（言語聴覚学）
青森 私立大学 弘前医療福祉大学 【保健】医療技術（作業療法学）
青森 私立短期大学 弘前医療福祉大学短期大学部 【救急救命】
青森 私立短期大学 弘前医療福祉大学短期大学部 【口腔衛生★】
宮城 国立大学 東北大学 【医】保健（検査技術科学）
宮城 国立大学 東北大学 【医】保健（放射線技術科学）
宮城 私立大学 東北福祉大学 【健康科学】リハビリテーション（作業療法学）
宮城 私立大学 東北福祉大学 【健康科学】リハビリテーション（理学療法学）
宮城 私立大学 東北文化学園大学 【医療福祉】リハビリテーション（言語聴覚）
宮城 私立大学 東北文化学園大学 【医療福祉】リハビリテーション（作業療法）
宮城 私立大学 東北文化学園大学 【医療福祉】リハビリテーション（視覚機能）
宮城 私立大学 東北文化学園大学 【医療福祉】リハビリテーション（理学療法）
宮城 私立大学 東北文化学園大学 【工】臨床工
宮城 私立短期大学 仙台青葉学院短期大学 【リハビリテーション】作業療法学
宮城 私立短期大学 仙台青葉学院短期大学 【リハビリテーション】理学療法学
宮城 私立短期大学 仙台青葉学院短期大学 【言語聴覚】
宮城 私立短期大学 仙台青葉学院短期大学 【歯科衛生】
秋田 国立大学 秋田大学 【医】保健（作業療法）
秋田 国立大学 秋田大学 【医】保健（理学療法）
山形 公立大学 山形県立保健医療大学 【保健医療】作業療法
山形 公立大学 山形県立保健医療大学 【保健医療】理学療法
福島 公立大学 福島県立医科大学 【保健科学】作業療法
福島 公立大学 福島県立医科大学 【保健科学】診療放射線科
福島 公立大学 福島県立医科大学 【保健科学】理学療法
福島 公立大学 福島県立医科大学 【保健科学】臨床検査
福島 私立大学 医療創生大学 【健康医療科学】作業療法
福島 私立大学 医療創生大学 【健康医療科学】理学療法
茨城 国立大学 筑波大学 【医】医療科学類
茨城 国立大学 筑波技術大学 【保健科学】保健（理学療法）
茨城 国立大学 筑波技術大学 【保健科学】保健（鍼灸）
茨城 公立大学 茨城県立医療大学 【保健医療】作業療法
茨城 公立大学 茨城県立医療大学 【保健医療】放射線技術科学
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茨城 公立大学 茨城県立医療大学 【保健医療】理学療法
茨城 私立大学 アール医療専門職大学 【リハビリテーション】作業療法
茨城 私立大学 アール医療専門職大学 【リハビリテーション】理学療法
茨城 私立大学 つくば国際大学 【医療保健】医療技術
茨城 私立大学 つくば国際大学 【医療保健】診療放射線
茨城 私立大学 つくば国際大学 【医療保健】理学療法
茨城 私立大学 つくば国際大学 【医療保健】臨床検査
栃木 私立大学 国際医療福祉大学 【保健医療】言語聴覚
栃木 私立大学 国際医療福祉大学 【保健医療】作業療法
栃木 私立大学 国際医療福祉大学 【保健医療】視機能療法
栃木 私立大学 国際医療福祉大学 【保健医療】放射線・情報科学
栃木 私立大学 国際医療福祉大学 【保健医療】理学療法
群馬 国立大学 群馬大学 【医】保健（検査技術科学）
群馬 国立大学 群馬大学 【医】保健（作業療法）
群馬 国立大学 群馬大学 【医】保健（理学療法）
群馬 公立大学 群馬県立県民健康科学大学 【診療放射線】診療放射線
群馬 私立大学 群馬医療福祉大学 【リハビリテーション】リハビリテーション（作業療法専攻）
群馬 私立大学 群馬医療福祉大学 【リハビリテーション】リハビリテーション（理学療法専攻）
群馬 私立大学 群馬医療福祉大学 【医療技術】医療技術（臨床検査学）
群馬 私立大学 群馬医療福祉大学 【医療技術】医療技術（臨床工学）
群馬 私立大学 群馬パース大学 【リハビリテーション】理学療法
群馬 私立大学 群馬パース大学 【リハビリテーション】言語聴覚
群馬 私立大学 群馬パース大学 【リハビリテーション】作業療法
群馬 私立大学 群馬パース大学 【医療技術】検査技術
群馬 私立大学 群馬パース大学 【医療技術】放射線
群馬 私立大学 群馬パース大学 【医療技術】臨床工
群馬 私立大学 上武大学 【ビジネス情報】スポーツ健康マネジメント
群馬 私立大学 高崎健康福祉大学 【保健医療】理学療法
埼玉 公立大学 埼玉県立大学 【保健医療福祉】健康開発（検査技術科学専攻）
埼玉 公立大学 埼玉県立大学 【保健医療福祉】健康開発（口腔保健科学専攻）
埼玉 公立大学 埼玉県立大学 【保健医療福祉】作業療法
埼玉 公立大学 埼玉県立大学 【保健医療福祉】理学療法
埼玉 私立大学 埼玉医科大学 【保健医療】理学療法
埼玉 私立大学 埼玉医科大学 【保健医療】臨床検査
埼玉 私立大学 女子栄養大学 【栄養】保健栄養（栄養科学）
埼玉 私立大学 東京国際大学 【医療健康】理学療法
埼玉 私立大学 日本医療科学大学 【保健医療】リハビリテーション（作業療法）
埼玉 私立大学 日本医療科学大学 【保健医療】リハビリテーション（理学療法）
埼玉 私立大学 日本医療科学大学 【保健医療】診療放射線
埼玉 私立大学 日本医療科学大学 【保健医療】臨床検査
埼玉 私立大学 日本医療科学大学 【保健医療】臨床工
埼玉 私立大学 日本保健医療大学 【保健医療】理学療法
埼玉 私立大学 人間総合科学大学 【保健医療】リハビリテーション（義肢装具学）
埼玉 私立大学 人間総合科学大学 【保健医療】リハビリテーション（理学療法学）
埼玉 私立短期大学 川口短期大学 【ビジネス実務】心理・医療ビジネスモデル
千葉 公立大学 千葉県立保健医療大学 【健康科学】リハビリテーション（作業療法学専攻）
千葉 公立大学 千葉県立保健医療大学 【健康科学】リハビリテーション（理学療法学専攻）
千葉 公立大学 千葉県立保健医療大学 【健康科学】歯科衛生
千葉 私立大学 植草学園大学 【保健医療】リハビリテーション
千葉 私立大学 国際医療福祉大学　成田キャンパス 【成田保健医療】医学検査
千葉 私立大学 国際医療福祉大学　成田キャンパス 【成田保健医療】言語聴覚
千葉 私立大学 国際医療福祉大学　成田キャンパス 【成田保健医療】作業療法
千葉 私立大学 国際医療福祉大学　成田キャンパス 【成田保健医療】放射線・情報科学
千葉 私立大学 国際医療福祉大学　成田キャンパス 【成田保健医療】理学療法
千葉 私立大学 城西国際大学 【福祉総合】理学療法
千葉 私立大学 千葉科学大学 【危機管理】危機管理
千葉 私立大学 千葉科学大学 【危機管理】保健医療（臨床検査・臨床工・救急救命）
千葉 私立大学 帝京平成大学（千葉キャンパス） 【健康医療スポーツ】リハビリテーション（作業療法）
千葉 私立大学 帝京平成大学（千葉キャンパス） 【健康医療スポーツ】リハビリテーション（理学療法）
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千葉 私立大学 帝京平成大学（千葉キャンパス） 【健康医療スポーツ】柔道整復
千葉 私立大学 東都大学 【幕張ヒューマンケア】臨床工
千葉 私立大学 了德寺大学 【健康科学】整復医療・トレーナー
千葉 私立大学 了德寺大学 【健康科学】理学療法
東京 国立大学 東京医科歯科大学 【医】保健衛生（検査技術）
東京 国立大学 東京医科歯科大学 【歯】口腔保健
東京 公立大学 東京都立大学 【健康福祉】作業療法
東京 公立大学 東京都立大学 【健康福祉】放射線
東京 公立大学 東京都立大学 【健康福祉】理学療法
東京 私立大学 桜美林大学 【健康福祉学群】
東京 私立大学 杏林大学 【保健】救急救命
東京 私立大学 杏林大学 【保健】健康福祉
東京 私立大学 杏林大学 【保健】作業療法
東京 私立大学 杏林大学 【保健】診療放射線技術
東京 私立大学 杏林大学 【保健】理学療法
東京 私立大学 杏林大学 【保健】臨床検査技術
東京 私立大学 杏林大学 【保健】臨床工
東京 私立大学 国士舘大学 【体育】スポーツ医科学
東京 私立大学 駒澤大学 【医療健康科学】診療放射線技術科学
東京 私立大学 順天堂大学 【医療科学★】臨床検査
東京 私立大学 順天堂大学 【医療科学★】臨床工
東京 私立大学 順天堂大学 【保健医療】診療放射線
東京 私立大学 順天堂大学 【保健医療】理学療法
東京 私立大学 昭和大学 【保健医療】作業療法
東京 私立大学 昭和大学 【保健医療】理学療法
東京 私立大学 帝京大学 【医療技術】視能矯正
東京 私立大学 帝京大学 【医療技術】柔道整復
東京 私立大学 帝京大学 【医療技術】診療放射線
東京 私立大学 帝京大学 【医療技術】臨床検査
東京 私立大学 帝京大学 【福岡医療技術】医療技術
東京 私立大学 帝京大学 【福岡医療技術】作業療法
東京 私立大学 帝京大学 【福岡医療技術】診療放射線
東京 私立大学 帝京大学 【福岡医療技術】理学療法
東京 私立大学 帝京科学大学 【医療科学（山梨）】作業療法
東京 私立大学 帝京科学大学 【医療科学（山梨）】柔道整復
東京 私立大学 帝京科学大学 【医療科学（山梨）】理学療法
東京 私立大学 帝京科学大学 【医療科学（東京）】東京柔道整復
東京 私立大学 帝京科学大学 【医療科学（東京）】東京理学療法
東京 私立大学 帝京科学大学 【生命環境（東京）】生命科学（臨床工学）
東京 私立大学 帝京平成大学 【ヒューマンケア】柔道整復
東京 私立大学 帝京平成大学 【ヒューマンケア】鍼灸
東京 私立大学 帝京平成大学 【健康メディカル】医療科学（救急救命）
東京 私立大学 帝京平成大学 【健康メディカル】医療科学（臨床工学）
東京 私立大学 帝京平成大学 【健康メディカル】言語聴覚
東京 私立大学 帝京平成大学 【健康メディカル】作業療法
東京 私立大学 帝京平成大学 【健康メディカル】理学療法
東京 私立大学 東海大学 【工】医工★
東京 私立大学 東京有明医療大学 【保健医療】柔道整復
東京 私立大学 東京有明医療大学 【保健医療】鍼灸
東京 私立大学 東京医療学院大学 【保健医療】リハビリテーション（作業療法学専攻）
東京 私立大学 東京医療学院大学 【保健医療】リハビリテーション（理学療法学専攻）
東京 私立大学 東京家政大学 【健康科学】リハビリテーション（作業療法学専攻）
東京 私立大学 東京家政大学 【健康科学】リハビリテーション（理学療法学専攻）
東京 私立大学 東京工科大学（医療保健学部） 【医療保健】リハビリテーション（言語聴覚）
東京 私立大学 東京工科大学（医療保健学部） 【医療保健】リハビリテーション（作業療法）
東京 私立大学 東京工科大学（医療保健学部） 【医療保健】リハビリテーション（理学療法）
東京 私立大学 東京工科大学（医療保健学部） 【医療保健】臨床検査
東京 私立大学 東京工科大学（医療保健学部） 【医療保健】臨床工
東京 私立大学 東京保健医療専門職大学 【リハビリテーション】作業療法
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東京 私立大学 東京保健医療専門職大学 【リハビリテーション】理学療法
東京 私立大学 東邦大学 【理】化
東京 私立大学 東邦大学 【理】生物
東京 私立大学 東邦大学 【理】生物分子科学
東京 私立大学 東洋大学 【健康スポーツ科☆】健康スポーツ科
東京 私立大学 日本体育大学 【保健医療】救急医療
東京 私立大学 日本体育大学 【保健医療】整復医療
東京 私立大学 文京学院大学 【保健医療技術】作業療法
東京 私立大学 文京学院大学 【保健医療技術】理学療法
東京 私立大学 文京学院大学 【保健医療技術】臨床検査
東京 私立大学 武蔵野大学 【看護】看護
東京 私立大学 目白大学 【保健医療】言語聴覚
東京 私立大学 目白大学 【保健医療】作業療法
東京 私立大学 目白大学 【保健医療】理学療法
東京 私立短期大学 帝京短期大学 【ライフケア】柔道整復専攻
東京 私立短期大学 帝京短期大学 【ライフケア】柔道整復専攻二部
東京 私立短期大学 帝京短期大学 【ライフケア】臨床検査専攻
東京 私立短期大学 東京歯科大学短期大学 【歯科衛生】
東京 私立短期大学 日本歯科大学東京短期大学 【歯科衛生】
東京 私立短期大学 日本歯科大学東京短期大学 【歯科技工】
東京 私立短期大学 目白大学短期大学部 【歯科衛生】
神奈川 公立大学 神奈川県立保健福祉大学 【保健福祉】リハビリテーション（作業療法学専攻）
神奈川 公立大学 神奈川県立保健福祉大学 【保健福祉】リハビリテーション（理学療法学専攻）
神奈川 私立大学 麻布大学 【生命・環境科学】食品生命科学
神奈川 私立大学 麻布大学 【生命・環境科学】臨床検査技術
神奈川 私立大学 神奈川工科大学 【健康医療科学】臨床工
神奈川 私立大学 鎌倉女子大学 【家政】家政保健
神奈川 私立大学 北里大学 【医療衛生】リハビリテーション（言語聴覚療法学）
神奈川 私立大学 北里大学 【医療衛生】リハビリテーション（作業療法学）
神奈川 私立大学 北里大学 【医療衛生】リハビリテーション（視覚機能療法学）
神奈川 私立大学 北里大学 【医療衛生】リハビリテーション（理学療法学）
神奈川 私立大学 北里大学 【医療衛生】医療工（診療放射線技術科学）
神奈川 私立大学 北里大学 【医療衛生】医療工（臨床工学）
神奈川 私立大学 国際医療福祉大学（小田原保健医療学部） 【小田原保健医療】作業療法
神奈川 私立大学 国際医療福祉大学（小田原保健医療学部） 【小田原保健医療】理学療法
神奈川 私立大学 湘南医療大学 【保健医療】リハビリテーション
神奈川 私立大学 桐蔭横浜大学 【医用工】臨床工
神奈川 私立短期大学 神奈川歯科大学短期大学部 【歯科衛生】
神奈川 私立短期大学 鶴見大学短期大学部 【歯科衛生】
新潟 国立大学 新潟大学 【医】保健（検査技術科学）
新潟 国立大学 新潟大学 【医】保健（放射線技術）
新潟 国立大学 新潟大学 【歯】口腔生命福祉
新潟 私立大学 新潟医療福祉大学 【リハビリテーション】義肢装具自立支援
新潟 私立大学 新潟医療福祉大学 【リハビリテーション】言語聴覚
新潟 私立大学 新潟医療福祉大学 【リハビリテーション】作業療法
新潟 私立大学 新潟医療福祉大学 【リハビリテーション】理学療法
新潟 私立大学 新潟医療福祉大学 【医療技術】救急救命
新潟 私立大学 新潟医療福祉大学 【医療技術】視機能科学
新潟 私立大学 新潟医療福祉大学 【医療技術】診療放射線
新潟 私立大学 新潟リハビリテーション大学 【医療】リハビリテーション（作業療法学）
新潟 私立大学 新潟リハビリテーション大学 【医療】リハビリテーション（理学療法学）
新潟 私立短期大学 日本歯科大学新潟短期大学 【歯科衛生】
新潟 私立短期大学 明倫短期大学 【歯科衛生士】
新潟 私立短期大学 明倫短期大学 【歯科技工士】
山梨 私立大学 健康科学大学 【健康科学】作業療法
山梨 私立大学 健康科学大学 【健康科学】理学療法
長野 国立大学 信州大学 【医】保健（検査技術科学）
長野 国立大学 信州大学 【医】保健（作業療法）
長野 国立大学 信州大学 【医】保健（理学療法）
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長野 私立大学 長野保健医療大学 【保健科学】リハビリテーション
静岡 私立大学 聖隷クリストファー大学 【リハビリテーション】言語聴覚
静岡 私立大学 聖隷クリストファー大学 【リハビリテーション】作業療法
静岡 私立大学 聖隷クリストファー大学 【リハビリテーション】理学療法
静岡 私立大学 常葉大学 【健康プロデュース】健康柔道整復
静岡 私立大学 常葉大学 【健康プロデュース】健康鍼灸
静岡 私立大学 常葉大学 【健康科学】静岡理学療法
静岡 私立大学 常葉大学 【保健医療】作業療法
静岡 私立大学 常葉大学 【保健医療】理学療法
静岡 公立短期大学 静岡県立大学短期大学部 【歯科衛生】
石川 国立大学 金沢大学 【医薬保健】保健学類（検査技術科学）
石川 国立大学 金沢大学 【医薬保健】保健学類（作業療法学）
石川 国立大学 金沢大学 【医薬保健】保健学類（放射線技術科学）
石川 国立大学 金沢大学 【医薬保健】保健学類（理学療法学）
石川 公立大学 公立小松大学 【保健医療】臨床工
石川 私立大学 金城大学 【医療健康】作業療法
石川 私立大学 金城大学 【医療健康】理学療法
石川 私立大学 北陸大学 【医療保健】医療技術
福井 私立大学 福井医療大学 【保健医療】リハビリテーション
岐阜 私立大学 岐阜医療科学大学 【保健科学】放射線技術
岐阜 私立大学 岐阜医療科学大学 【保健科学】臨床検査
岐阜 私立大学 岐阜保健大学 【リハビリテーション】作業療法
岐阜 私立大学 岐阜保健大学 【リハビリテーション】理学療法
岐阜 私立大学 中部学院大学 【看護リハビリテーション】理学療法
岐阜 私立短期大学 大垣女子短期大学 【歯科衛生】
岐阜 私立短期大学 平成医療短期大学 【リハビリテーション】作業療法専攻
岐阜 私立短期大学 平成医療短期大学 【リハビリテーション】視機能療法専攻
岐阜 私立短期大学 平成医療短期大学 【リハビリテーション】理学療法専攻
愛知 国立大学 名古屋大学 【医】保健（検査技術科学）
愛知 国立大学 名古屋大学 【医】保健（作業療法）
愛知 国立大学 名古屋大学 【医】保健（放射線技術科学）
愛知 国立大学 名古屋大学 【医】保健（理学療法）
愛知 私立大学 愛知学院大学 【心身科学】健康科学
愛知 私立大学 愛知淑徳大学 【健康医療科学】スポーツ・健康医科学（救急救命学）
愛知 私立大学 愛知淑徳大学 【健康医療科学】医療貢献（言語聴覚学）
愛知 私立大学 愛知淑徳大学 【健康医療科学】医療貢献（視覚科学）
愛知 私立大学 修文大学 【医療科学】臨床検査
愛知 私立大学 星城大学 【リハビリテーション】リハビリテーション（作業療法）
愛知 私立大学 星城大学 【リハビリテーション】リハビリテーション（理学療法）
愛知 私立大学 中部大学 【生命健康科学】スポーツ保健医療
愛知 私立大学 中部大学 【生命健康科学】作業療法
愛知 私立大学 中部大学 【生命健康科学】生命医科学
愛知 私立大学 中部大学 【生命健康科学】保健看護
愛知 私立大学 中部大学 【生命健康科学】理学療法
愛知 私立大学 中部大学 【生命健康科学】臨床工
愛知 私立大学 豊橋創造大学 【保健医療】理学療法
愛知 私立大学 名古屋学院大学 【リハビリテーション】理学療法
愛知 私立大学 名古屋女子大学 【医療科学★】作業療法
愛知 私立大学 名古屋女子大学 【医療科学★】理学療法
愛知 私立大学 日本福祉大学 【健康科学】リハビリテーション
愛知 私立大学 藤田医科大学 【医療科学】医療検査
愛知 私立大学 藤田医科大学 【医療科学】放射線
愛知 私立大学 藤田医科大学 【保健衛生】リハビリテーション
愛知 私立短期大学 愛知医療学院短期大学 【リハビリテーション】作業療法学専攻
愛知 私立短期大学 愛知医療学院短期大学 【リハビリテーション】理学療法学専攻
愛知 私立短期大学 愛知学院大学短期大学部 【歯科衛生】
三重 私立大学 鈴鹿医療科学大学 【医用工】臨床工
三重 私立大学 鈴鹿医療科学大学 【保健衛生】リハビリテーション
三重 私立大学 鈴鹿医療科学大学 【保健衛生】救急救命★
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三重 私立大学 鈴鹿医療科学大学 【保健衛生】放射線技術科学
三重 私立大学 鈴鹿医療科学大学 【保健衛生】鍼灸サイエンス
三重 私立大学 四日市看護医療大学 【看護医療】臨床検査
滋賀 私立大学 長浜バイオ大学 【バイオサイエンス】メディカルバイオサイエンス
滋賀 私立大学 びわこリハビリテーション専門職大学 【リハビリテーション】作業療法
滋賀 私立大学 びわこリハビリテーション専門職大学 【リハビリテーション】理学療法
京都 国立大学 京都大学 【医】人間健康科学（検査技術科学）
京都 国立大学 京都大学 【医】人間健康科学（作業療法）
京都 国立大学 京都大学 【医】人間健康科学（理学療法）
京都 私立大学 京都医療科学大学 【医療科学】放射線技術
京都 私立大学 京都光華女子大学 【健康科学】医療福祉
京都 私立大学 京都先端科学大学 【健康医療】言語聴覚
京都 私立大学 京都橘大学 【健康科学】救急救命
京都 私立大学 京都橘大学 【健康科学】作業療法
京都 私立大学 京都橘大学 【健康科学】理学療法
京都 私立大学 京都橘大学 【健康科学】臨床検査
京都 私立大学 同志社大学 【生命医科学】医工
京都 私立大学 佛教大学 【保健医療技術】作業療法
京都 私立大学 佛教大学 【保健医療技術】理学療法
京都 私立大学 明治国際医療大学 【保健医療】救急救命
京都 私立大学 明治国際医療大学 【保健医療】柔道整復
京都 私立大学 明治国際医療大学 【鍼灸】鍼灸
大阪 国立大学 大阪大学 【医】保健（検査技術科学）
大阪 国立大学 大阪大学 【医】保健（放射線技術科学）
大阪 公立大学 大阪公立大学 【医】リハビリテーション（作業療法学）
大阪 公立大学 大阪公立大学 【医】リハビリテーション（理学療法学）
大阪 私立大学 藍野大学 【医療保健】作業療法
大阪 私立大学 藍野大学 【医療保健】理学療法
大阪 私立大学 藍野大学 【医療保健】臨床工
大阪 私立大学 大阪河﨑リハビリテーション大学 【リハビリテーション】リハビリテーション（言語聴覚）
大阪 私立大学 大阪河﨑リハビリテーション大学 【リハビリテーション】リハビリテーション（作業療法）
大阪 私立大学 大阪河﨑リハビリテーション大学 【リハビリテーション】リハビリテーション（理学療法）
大阪 私立大学 大阪歯科大学　医療保健学部 【医療保健】口腔工学
大阪 私立大学 大阪歯科大学　医療保健学部 【医療保健】口腔保健
大阪 私立大学 大阪電気通信大学 【医療健康科学】医療科学
大阪 私立大学 大阪電気通信大学 【医療健康科学】理学療法
大阪 私立大学 大阪人間科学大学 【人間科学】医療福祉
大阪 私立大学 大阪人間科学大学 【保健医療】言語聴覚
大阪 私立大学 大阪人間科学大学 【保健医療】作業療法
大阪 私立大学 大阪人間科学大学 【保健医療】理学療法
大阪 私立大学 大阪物療大学 【保健医療】診療放射線技術
大阪 私立大学 大阪保健医療大学 【保健医療】リハビリテーション（作業療法）
大阪 私立大学 大阪保健医療大学 【保健医療】リハビリテーション（理学療法）
大阪 私立大学 大阪行岡医療大学 【医療】理学療法
大阪 私立大学 関西医科大学 【リハビリテーション】作業療法
大阪 私立大学 関西医科大学 【リハビリテーション】理学療法
大阪 私立大学 関西医療大学 【保健医療】はり灸・スポーツトレーナー
大阪 私立大学 関西医療大学 【保健医療】ヘルスプロモーション整復
大阪 私立大学 関西医療大学 【保健医療】作業療法
大阪 私立大学 関西医療大学 【保健医療】理学療法
大阪 私立大学 関西医療大学 【保健医療】臨床検査
大阪 私立大学 関西福祉科学大学 【健康福祉】健康科学
大阪 私立大学 関西福祉科学大学 【保健医療】リハビリテーション（言語聴覚学）
大阪 私立大学 関西福祉科学大学 【保健医療】リハビリテーション（作業療法学）
大阪 私立大学 関西福祉科学大学 【保健医療】リハビリテーション（理学療法学）
大阪 私立大学 滋慶医療科学大学 【医療科学】臨床工
大阪 私立大学 四條畷学園大学 【リハビリテーション】リハビリテーション（作業療法）
大阪 私立大学 四條畷学園大学 【リハビリテーション】リハビリテーション（理学療法）
大阪 私立大学 梅花女子大学 【看護保健】口腔保健
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大阪 私立大学 森ノ宮医療大学 【医療技術★】診療放射線
大阪 私立大学 森ノ宮医療大学 【医療技術★】臨床検査
大阪 私立大学 森ノ宮医療大学 【医療技術★】臨床工
大阪 私立大学 森ノ宮医療大学 【医療技術★】鍼灸（鍼灸）
大阪 私立大学 森ノ宮医療大学 【総合リハビリテーション★】作業療法
大阪 私立大学 森ノ宮医療大学 【総合リハビリテーション★】理学療法
大阪 私立大学 大和大学 【保健医療】総合リハビリテーション
大阪 私立短期大学 関西女子短期大学 【歯科衛生】
大阪 私立短期大学 関西女子短期大学 【養護保健】
兵庫 国立大学 神戸大学 【医】保健（検査技術科学）
兵庫 国立大学 神戸大学 【医】保健（作業療法）
兵庫 国立大学 神戸大学 【医】保健（理学療法）
兵庫 私立大学 甲南女子大学 【看護リハビリテーション】理学療法
兵庫 私立大学 神戸学院大学 【栄養】栄養（臨床検査学専攻）
兵庫 私立大学 神戸学院大学 【総合リハビリテーション】作業療法
兵庫 私立大学 神戸学院大学 【総合リハビリテーション】理学療法
兵庫 私立大学 神戸国際大学 【リハビリテーション】理学療法
兵庫 私立大学 神戸常盤大学 【保健科学】医療検査
兵庫 私立大学 神戸常盤大学 【保健科学】口腔保健★
兵庫 私立大学 神戸常盤大学 【保健科学】診療放射線
兵庫 私立大学 宝塚医療大学 【保健医療】柔道整復
兵庫 私立大学 宝塚医療大学 【保健医療】理学療法
兵庫 私立大学 宝塚医療大学 【保健医療】鍼灸
兵庫 私立大学 宝塚医療大学 【和歌山保健医療】リハビリテーション
兵庫 私立大学 姫路獨協大学 【医療保健】言語聴覚療法
兵庫 私立大学 姫路獨協大学 【医療保健】作業療法
兵庫 私立大学 姫路獨協大学 【医療保健】理学療法
兵庫 私立大学 姫路獨協大学 【医療保健】臨床工学
兵庫 私立大学 兵庫医科大学 【リハビリテーション★】作業療法
兵庫 私立大学 兵庫医科大学 【リハビリテーション★】理学療法
兵庫 私立短期大学 大手前短期大学 【歯科衛生】
奈良 私立大学 畿央大学 【健康科学】理学療法
奈良 私立大学 天理大学 【医療☆】臨床検査
奈良 私立大学 奈良学園大学 【保健医療】リハビリテーション
奈良 私立短期大学 白鳳短期大学 【総合人間】リハビリテーション学専攻（作業療法）
奈良 私立短期大学 白鳳短期大学 【総合人間】リハビリテーション学専攻（理学療法）
和歌山 私立大学 近畿大学（生物理工学部） 【生物理工】医用工
和歌山 私立大学 和歌山リハビリテーション専門職大学 【健康科学】リハビリテーション
鳥取 国立大学 鳥取大学 【医】保健（検査技術科学）
岡山 国立大学 岡山大学 【医】保健（検査技術科学）
岡山 国立大学 岡山大学 【医】保健（放射線技術科学）
岡山 公立大学 新見公立大学 【健康科学】健康保育
岡山 私立大学 岡山医療専門職大学 【健康科学】作業療法
岡山 私立大学 岡山医療専門職大学 【健康科学】理学療法
岡山 私立大学 岡山理科大学 【工】生命医療工
岡山 私立大学 岡山理科大学 【理】臨床生命科学
岡山 私立大学 川崎医療福祉大学 【リハビリテーション】言語聴覚療法
岡山 私立大学 川崎医療福祉大学 【リハビリテーション】作業療法
岡山 私立大学 川崎医療福祉大学 【リハビリテーション】視能療法
岡山 私立大学 川崎医療福祉大学 【リハビリテーション】理学療法
岡山 私立大学 川崎医療福祉大学 【医療技術】診療放射線技術
岡山 私立大学 川崎医療福祉大学 【医療技術】臨床検査
岡山 私立大学 川崎医療福祉大学 【医療技術】臨床工
岡山 私立大学 環太平洋大学 【体育】健康科学
岡山 私立大学 吉備国際大学 【保健医療福祉】作業療法
岡山 私立大学 吉備国際大学 【保健医療福祉】理学療法
岡山 私立大学 倉敷芸術科学大学 【生命科学】健康科学
広島 国立大学 広島大学 【医】保健（作業療法）
広島 国立大学 広島大学 【医】保健（理学療法）



https://dricomeye.net

都道府県 立　別 学校名（都道府県順→立別→学校名五十音順） 【学部･学科名】学科･専攻･課程･コース名

2022年度 全国 国立・公立・私立《大学＆短期大学》20系統92分野別【学部・学科一覧】

この一覧は文部科学省2022年1月発表までのデータをもとに、株式会社日本ドリコムが作成しています。
学校名は2022年4月時点の名称を使用。2023年度校名変更が判明している学校については新名称で記載しています。
★印は2022年4月新設の学部・学科・専攻・コースです。☆印は2023年4月新設予定認可申請中の学部・学科・専攻・コースです。

（8/9ページ）78 保健分野 ⑮医療・保健系統

広島 国立大学 広島大学 【歯】口腔健康科学（口腔工）
広島 国立大学 広島大学 【歯】口腔健康科学（口腔保健）
広島 公立大学 県立広島大学 【保健福祉】コミュニケーション障害
広島 公立大学 県立広島大学 【保健福祉】作業療法
広島 公立大学 県立広島大学 【保健福祉】理学療法
広島 私立大学 広島工業大学 【生命】生体医工
広島 私立大学 広島国際大学 【総合リハビリテーション】リハビリテーション
広島 私立大学 広島国際大学 【保健医療】医療技術
広島 私立大学 広島国際大学 【保健医療】救急救命
広島 私立大学 広島国際大学 【保健医療】診療放射線
広島 私立大学 広島都市学園大学 【健康科学】リハビリテーション
広島 私立短期大学 山陽女子短期大学 【臨床検査】臨床検査コース
山口 国立大学 山口大学 【医】保健（検査技術科学）
山口 私立大学 東亜大学 【医療】医療工
山口 私立大学 東亜大学 【医療】健康栄養
徳島 国立大学 徳島大学 【医】保健（検査技術科学）
徳島 国立大学 徳島大学 【医】保健（放射線技術科学）
徳島 国立大学 徳島大学 【歯】口腔保健
徳島 私立大学 徳島文理大学 【保健福祉】口腔保健
徳島 私立大学 徳島文理大学 【保健福祉】診療放射線
徳島 私立大学 徳島文理大学 【保健福祉】理学療法
徳島 私立大学 徳島文理大学 【保健福祉】臨床工
香川 国立大学 香川大学 【医】臨床心理
香川 公立大学 香川県立保健医療大学 【保健医療】臨床検査
愛媛 公立大学 愛媛県立医療技術大学 【保健科学】臨床検査
高知 私立大学 高知学園大学 【健康科学】臨床検査
高知 私立大学 高知リハビリテーション専門職大学 【リハビリテーション】リハビリテーション
高知 私立短期大学 高知学園短期大学 【歯科衛生】
福岡 国立大学 九州大学 【医】保健（検査技術科学）
福岡 国立大学 九州大学 【医】保健（放射線技術科学）
福岡 公立大学 九州歯科大学 【歯】口腔保健
福岡 私立大学 九州栄養福祉大学 【リハビリテーション】作業療法
福岡 私立大学 九州栄養福祉大学 【リハビリテーション】理学療法
福岡 私立大学 国際医療福祉大学（福岡保健医療学部） 【福岡保健医療】言語聴覚
福岡 私立大学 国際医療福祉大学（福岡保健医療学部） 【福岡保健医療】作業療法
福岡 私立大学 国際医療福祉大学（福岡保健医療学部） 【福岡保健医療】理学療法
福岡 私立大学 純真学園大学 【保健医療】医療工
福岡 私立大学 純真学園大学 【保健医療】検査科学
福岡 私立大学 純真学園大学 【保健医療】放射線技術科学
福岡 私立大学 福岡国際医療福祉大学 【医療】作業療法
福岡 私立大学 福岡国際医療福祉大学 【医療】視能訓練
福岡 私立大学 福岡国際医療福祉大学 【医療】理学療法
福岡 私立大学 令和健康科学大学 【リハビリテーション】作業療法
福岡 私立大学 令和健康科学大学 【リハビリテーション】理学療法
福岡 私立短期大学 福岡医療短期大学 【歯科衛生】
佐賀 私立大学 西九州大学 【リハビリテーション】リハビリテーション（作業療法）
佐賀 私立大学 西九州大学 【リハビリテーション】リハビリテーション（理学療法）
長崎 国立大学 長崎大学 【医】保健（作業療法）
長崎 国立大学 長崎大学 【医】保健（理学療法）
熊本 国立大学 熊本大学 【医】保健（検査技術科学）
熊本 国立大学 熊本大学 【医】保健（放射線技術科学）
熊本 私立大学 九州看護福祉大学 【看護福祉】リハビリテーション
熊本 私立大学 九州看護福祉大学 【看護福祉】口腔保健
熊本 私立大学 九州看護福祉大学 【看護福祉】鍼灸スポーツ
熊本 私立大学 熊本保健科学大学 【保健科学】リハビリテーション（言語聴覚学）
熊本 私立大学 熊本保健科学大学 【保健科学】リハビリテーション（生活機能療法学）
熊本 私立大学 熊本保健科学大学 【保健科学】リハビリテーション（理学療法学）
熊本 私立大学 熊本保健科学大学 【保健科学】医学検査
宮崎 私立大学 九州保健福祉大学 【社会福祉】スポーツ健康福祉
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宮崎 私立大学 九州保健福祉大学 【生命医科学】生命医科学
鹿児島 国立大学 鹿児島大学 【医】保健（作業療法）
鹿児島 国立大学 鹿児島大学 【医】保健（理学療法）
沖縄 国立大学 琉球大学 【医】保健（看護）
沖縄 国立大学 琉球大学 【医】保健（検査技術）


