
入学者および卒業者に関すること	 
	 
	 

	 

鍼灸学部	 	 鍼灸学科（平成 28 年 5 月 1 日現在）※（	 ）内の数は女子で内数	 
	 

入学者数	 収容定員	 在学者数	 収容定員	 

充足率	 

卒業者数	 

(H27 年度）	 

進学者数	 

(H27 年度）	 

48（22）名	 260	 

名	 

	 
169（55）名	 

	 
65.0％	 

	 
44	 名	 

	 

17	 名	 
編入学	 2	 名	 若干名	 

【入学に関する基本的な方針】	 	 

本学部は、特に次のような要件を備える人を求めています。	 

1．常に誠意をもって人に接し、豊かな人間性を持つ人	 

2．人々の健康に資するため、鍼灸医学の知識と技術の修得に積極的に努力する人	 

また、本学各学部は共通して、自己を律する心、他者を気遣う心、コミュニケーション力、さらに

生涯学び続けようという強い意欲を持つ人を求めています。	 

高等学校等での教科科目に関しては、下記の（1）～（3）について、入学時までに修得しておくこ	 

とが求められる。	 

（1）国語：様々な文章（特に論理的な文章）を読む能力、及び考え方を深め進んで表現しようとする	 

態度	 

（2）英語：基礎的な読解力と表現力、及び英語でコミュニケーションを図ろうとする態度	 

（3）理科：「生物基礎」の内容の理解と基礎的応用力（加えて、「生物」「化学」及び「物理」を学んで	 

おくことが望ましい）	 

就職者数：25	 名	 

就職先	 ：株式会社ほねごり、つぼい鍼灸整骨院、かどむら鍼灸院、あい・メディカルグループ、株式

会社みやび整骨院、コリトレール株式会社、元鍼灸治療院、登美ヶ丘鍼灸院、東広島鍼灸整

骨院、医療法人一裕会	 辻クリニック、のぞみ鍼灸整骨院、呑気堂 Fujii 鍼灸治療院、株式

会社シナジージャパンぷらす整骨院グループ、ほくりく針灸整骨院、ハッピー・治療室、あ

い・メディカルグループ、kaele(カエル)鍼灸整骨院、日本在宅サービス、永田整形外科、

馗笑鍼灸整骨院（順不同）	 

進学先	 ：明治国際医療大学大学院修士課程、明治東洋医学院専門学校、上海中医薬大学国際教育学院	 

	 



 

	 保健医療学部	 	 柔道整復学科（平成 28 年 5 月 1 日現在）※（	 ）内の数は女子で内数	 
	 

入学者数	 収容定員	 在学者数	 収容定員	 

充足率	 

卒業者数	 

(H27 年度）	 

進学者数	 

(H27 年度）	 

42（16）名	 200	 名	 	 
146（38）名	 

	 
73.0％	 

	 
29 名	 

	 

	 	 10 名	 
編入学 1 名	 若干名	 

【入学に関する基本的な方針】	 	 

本学部は、特に次のような要件を備える人を求めています。	 

1．豊かな人間性を有し、自らを高める意欲を持つ人	 

2．人々の健康に資するため、柔道整復の高度な専門知識と優れた治療技術の修得に積極的に努力する	 

人	 

また、本学各学部は共通して、自己を律する心、他者を気遣う心、コミュニケーション力、さらに	 

生涯学び続けようという強い意欲を持つ人を求めています。	 高等学校等での教科科目に関して

は、下記の（1）～（3）について、入学時までに修得しておくこ	 とが求められる。	 

（1）国語：様々な文章（特に論理的な文章）を読む能力、及び考え方を深め進んで表現しようとする	 

態度	 

（2）英語：基礎的な読解力と表現力、及び英語でコミュニケーションを図ろうとする態度	 

（3）理科：「生物基礎」の内容の理解と基礎的応用力（加えて、「生物」「化学」及び「物理」を学んで	 

おくことが望ましい）	 

就職者数：17	 名	 

就職先	 ：かがりの整骨院、たけだ鍼灸整骨院、株式会社 EMPOWERMENT 平川接骨院、くみのきさく

ら整骨院、日本セラピー株式会社、（株）デミックケア伊東鍼灸整骨院、やわら整骨院

グループ、株式会社 OMGGENKIDO、医療法人社団杉光会杉本整形外科医院、宮下接骨院、

京都府警、はり・リラクゼーション ODEON、きくち接骨院（順不同）	 

進学先	 ：明治東洋医学院専門学校鍼灸学科、明治国際医療大学鍼灸学部編入学、帝京平成大学大学院



 

	 看護学部	 	 看護学科（平成 28 年 5 月 1 日現在）※（	 ）内の数は女子で内数	 
	 

入学者数	 収容定員	 在学者数	 収容定員	 

充足率	 

卒業者数	 

(H27 年度）	 

進学者数	 

(H27 年度）	 

72（55）名	 240	 名	 	 
291（220）名	 

	 
121.3％	 

	 
64 名	 

	 

0	 名	 
編入学 1 名	 20	 名	 

【入学に関する基本的な方針】	 本学部は、特に次のような

要件を備える人を求めています。	 

1．看護に関心を持ち、向上心をもって主体的に学習できる人	 

2．看護を通して社会に貢献しようとする意志をもち、看護学の研鑽に積極的に努力する人	 また、本学

各学部は共通して、自己を律する心、他者を気遣う心、コミュニケーション力、さらに	 生涯学び

続けようという強い意欲を持つ人を求めています。	 高等学校等での教科科目に関しては、下記の

（1）～（3）について、入学時までに修得しておくこ	 とが求められる。	 

（1）国語：様々な文章（特に論理的な文章）を読む能力、及び考え方を深め進んで表現しようとする	 

態度	 

（2）英語：基礎的な読解力と表現力、及び英語でコミュニケーションを図ろうとする態度	 

（3）理科：「生物基礎」の内容の理解と基礎的応用力（加えて、「生物」「化学」及び「物理」を学んで	 

おくことが望ましい）	 

就職者数：63	 名	 

就職先	 ：京都博愛会病院、京都大学医学部附属病院、近江八幡市立総合医療センター、大阪府立精神

医療センター、京都府立医科大学附属病院、浜松労災病院、京都市立病院、日本赤十字社	 

京都第二赤十字病院、社会医療法人愛仁会高槻病院、洛和会病院、医療法人財団足立病院、

明治国際医療大学附属病院、医仁会武田総合病院、市立福知山市民病院、大津赤十字病院、

市立奈良病院、新京都南病院、医療法人社団恵心会京都武田病院、京都山城総合医療センタ

ー、宇治徳洲会病院、舞鶴共済病院、名古屋市立東部医療センター、愛知県立城山病院、済

生会吹田病院、国立病院機構宇多野病院公立南丹病院、洛西ニュータウン病院、関西医科大

学附属病院、（独）国立病院機構京都医療センター、新百合丘総合病院、（独）加古川市民

病院機構加古川西市民病院、医療法人社団仁生会甲南病院、三田市民病院、綾部市立病院、

大阪市立総合医療センター、第二岡本総合病院、東京都立大塚病院、社会医療法人社団正峰

会	 大山病院、公益社団法人信和会京都民医連第二中央病院、彦根市立病院、医療法人沖縄

徳洲会湘南鎌倉総合病院、淀川キリスト教病院、富士市立中央病院、大阪府立急性期総合セ

ンター、きつこう会ヘルスケアシステム	 多根総合病院、三菱京都病院、康生会武田病院

（順不同）



 

	 大学院	 鍼灸学研究科	 鍼灸学専攻	 	 修士課程（平成 28 年 5 月 1 日現在）	 
	 

※（	 ）内の数は女子で内数	 
	 

入学者数	 収容定員	 在学者数	 収容定員	 

充足率	 

修了者数	 

（H27 年度）	 

進学者数	 

（H27 年度）	 

3（3）名	 16	 名	 6（6）名	 37.5％	 4 名	 1	 名	 

【入学に関する基本的な方針】	 

鍼灸医学の学術に高い関心を持つ人を求めています。さらに、	 

①	 高い倫理観と人を思いやる心を持ち、人との融和を大切にする人	 

②	 科学的に究明しようとする研究心旺盛な人	 

③	 研究や臨床に粘り強く課題に取り組むことができる人	 

④	 鍼灸臨床において、より高度な専門性の修得を志向する人を求めています。	 

就職者数：3	 名	 

就職先	 ：みやび整骨院瀬田院、粟津診療所、学校法人新歯会東洋医療学園東洋医療学園	 	 

進学先	 ：明治国際医療大学大学院博士後期課程	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 

大学院	 鍼灸学研究科	 鍼灸学専攻[通信教育課程]	 修士課程	 
（平成 28 年 5 月 1 日現在）※（	 ）内の数は女子で内数	 

	 

入学者数	 収容定員	 在学者数	 収容定員	 

充足率	 

修了者数	 

（H27	 年度）	 

	 

12（5）名	 32	 名	 31（17）名	 96.9％	 12	 名	 	 

【入学に関する基本的な方針】	 	 

鍼灸医学の学術に高い関心を持つ人を求めています。さらに、	 

①	 高い倫理観と人を思いやる心を持ち、人との融和を大切にする人	 

②	 科学的に究明しようとする研究心旺盛な人	 

③	 研究や臨床に粘り強く課題に取り組むことができる人を求めています。	 



 

大学院	 鍼灸学研究科	 臨床鍼灸学専攻	 	 修士課程（平成 28 年 5 月 1 日現在）	 
	 

※	 （	 ）内の数は女子で内数	 
	 

入学者数	 収容定員	 在学者数	 収容定員	 

充足率	 

修了者数	 

（H27 年度）	 

進学者数	 

（H27 年度）	 

4（0）名	 16	 名	 12（2）名	 75.0％	 2 名	 0 名	 

【入学に関する基本的な方針】	 

医療人としての生きがいと誇りを持ち、常に学び続ける意欲を持った人を求めています。さらに、	 

①高度専門職業としての鍼灸臨床を究めようとする意欲と熱意の高い人	 

②統合医療に強い関心をもち、新しい医療の推進と発展に寄与する意欲的な人を求めています。	 

就職者数：2	 名（内 1	 名開業）	 

就職先	 ：沖縄統合医療学院	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

大学院	 鍼灸学研究科	 鍼灸学専攻	 博士後期課程（平成 28 年 5 月 1 日現在）	 
※	 （	 ）内の数は女子で内数	 

	 

入学者数	 収容定員	 在学者数	 収容定員	 

充足率	 

修了者数	 

（H27 年度）	 

進学者数	 

（H27 年度）	 

2（1）名	 12	 名	 10（2）名	 83.3％	 4 名	 0	 名	 

【入学に関する基本的な方針】	 	 

鍼灸医学の学術に高い関心を持つ人を求めています。さらに、	 

①	 高い倫理観と人を思いやる心を持ち、人との融和を大切にする人	 

②	 科学的に究明しようとする研究心旺盛な人	 

③	 研究や臨床に粘り強く課題に取り組むことができる人	 

④	 鍼灸臨床において、より高度な専門性の修得を志向する人を求めています。	 

就職者数：4	 名	 

就職先	 ：明治東洋医学院明治国際医療大学、白寿医療学院、玉名地域保健医療センター、兵庫医科大

学博士研究員	 


