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北海道 私立大学 日本医療大学 【総合福祉★】介護福祉マネジメント
北海道 私立大学 北海道科学大学 【保健医療】看護
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
宮城 私立大学 東北福祉大学 【健康科学】医療経営管理
栃木 私立大学 国際医療福祉大学 【医療福祉】医療福祉・マネジメント
栃木 私立大学 国際医療福祉大学 【赤坂心理・医療福祉マネジメント】医療マネジメント
栃木 私立短期大学 國學院大學栃木短期大学 【人間教育】
群馬 私立短期大学 育英短期大学 【現代コミュニケーション】医療情報ビジネスコース
群馬 私立短期大学 群馬医療福祉大学短期大学部 【医療福祉】医療事務・秘書コース
群馬 私立短期大学 高崎商科大学短期大学部 【現代ビジネス】医療コース
埼玉 公立大学 埼玉県立大学 【保健医療福祉】健康開発（健康行動科学専攻）
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 埼玉医科大学 【保健医療】臨床工
埼玉 私立短期大学 埼玉女子短期大学 【商】医療事務コンピュータコース
埼玉 私立短期大学 埼玉女子短期大学 【商】調剤薬局事務コース
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】医療スポーツ
千葉 私立短期大学 東京経営短期大学 【経営総合】医療事務
東京 私立大学 帝京大学 【医療技術】スポーツ医療
東京 私立大学 帝京大学 【医療技術】視能矯正
東京 私立大学 帝京平成大学 【健康メディカル】健康栄養
東京 私立大学 東京医療保健大学 【医療保健】医療情報
東京 私立大学 東京都市大学 【理工】医用工
東京 私立大学 東洋大学 【理工】生体医工
東京 私立大学 早稲田大学 【先進理工】生命医科学
東京 私立短期大学 新渡戸文化短期大学 【臨床検査】
東京 私立短期大学 山野美容芸術短期大学 【美容総合】エステティック専攻
神奈川 私立大学 北里大学 【医療衛生】医療検査
神奈川 私立大学 北里大学 【医療衛生】保健衛生
神奈川 私立短期大学 湘北短期大学 【生活プロデュース】医療事務・情報コース
新潟 私立大学 新潟医療福祉大学 【医療技術】臨床技術
新潟 私立大学 新潟医療福祉大学 【医療経営管理】医療情報管理
新潟 私立短期大学 新潟青陵大学短期大学部 【人間総合】人間総合コース
静岡 私立短期大学 静岡英和学院大学短期大学部 【現代コミュニケーション】
石川 私立短期大学 金城大学短期大学部 【ビジネス実務】メディカル秘書コース
愛知 私立大学 愛知学院大学 【心身科学】健康栄養
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 名古屋産業大学 【現代ビジネス】現代ビジネス
愛知 私立短期大学 愛知文教女子短期大学 【生活文化】生活文化専攻（情報医療）
愛知 私立短期大学 豊橋創造大学短期大学部 【キャリアプランニング】
愛知 私立短期大学 名古屋経営短期大学 【未来キャリア】医療事務フィールド
三重 私立大学 鈴鹿医療科学大学 【医用工】医療健康データサイエンス
滋賀 私立短期大学 滋賀短期大学 【ビジネスコミュニケーション】観光・ホテル・ブライダルコース
京都 公立大学 福知山公立大学 【地域経営】医療福祉経営
京都 私立大学 京都文教大学 【臨床心理】臨床心理
京都 私立大学 立命館大学 【生命科学】生命医科学
京都 私立短期大学 池坊短期大学 【文化芸術】医療クラークコース
京都 私立短期大学 京都文教短期大学 【ライフデザイン総合☆】
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 梅花女子大学 【文化表現】情報メディア
大阪 私立短期大学 大阪成蹊短期大学 【経営会計】
大阪 私立短期大学 関西女子短期大学 【医療秘書】
大阪 私立短期大学 四條畷学園短期大学 【ライフデザイン総合】医療事務エリア
兵庫 私立大学 関西学院大学 【生命環境】生命医科
兵庫 私立大学 神戸学院大学 【総合リハビリテーション】社会リハビリテーション
兵庫 私立短期大学 大手前短期大学 【ライフデザイン総合】
兵庫 私立短期大学 甲子園短期大学 【生活環境】ライフキャリアフィールド
兵庫 私立短期大学 湊川短期大学 【人間生活】医療秘書事務コンピュータコース
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岡山 私立大学 川崎医療福祉大学 【医療福祉】子ども医療福祉
岡山 私立大学 川崎医療福祉大学 【医療福祉】臨床心理
岡山 私立大学 川崎医療福祉大学 【医療福祉マネジメント】医療情報
岡山 私立大学 川崎医療福祉大学 【医療福祉マネジメント】医療秘書
岡山 私立大学 川崎医療福祉大学 【医療福祉マネジメント】医療福祉経営
岡山 私立大学 倉敷芸術科学大学 【生命科学】動物生命科学
広島 私立大学 広島国際大学 【健康科学】医療経営
広島 私立大学 広島国際大学 【健康科学】医療福祉
広島 私立短期大学 山陽女子短期大学 【人間生活】医療事務ビジネスコース
山口 私立大学 東亜大学 【医療】医療工
徳島 私立大学 徳島文理大学 【人間生活】人間生活
徳島 私立短期大学 四国大学短期大学部 【ビジネス・コミュニケーション】
徳島 私立短期大学 徳島文理大学短期大学部 【商】医療事務コース
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】医学検査
福岡 私立大学 産業医科大学 【産業保健】産業衛生科学
福岡 私立短期大学 近畿大学九州短期大学 【生活福祉情報】
福岡 私立短期大学 香蘭女子短期大学 【ライフプランニング総合】
長崎 私立短期大学 長崎女子短期大学 【生活創造】ビジネス・医療秘書コース
大分 私立短期大学 別府溝部学園短期大学 【ライフデザイン総合】医療事務コース
宮崎 私立短期大学 南九州短期大学 【国際教養】医療事務・医療秘書コース


