
入学者および卒業者に関すること 
 
看護学部	 看護学科（平成 29 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	 

(H28 年度）	 

進学者数	 

(H28 年度)	 

67（53）名	 240 名	 
278(215)名	 106.9％	 75(53)名	 0(0)名	 

編入学 2 名	 20 名	 

【入学に関する基本的な方針】	  
	 	 人間の尊厳を大切にし、高い倫理観と使命感をもって保健医療職として社会に貢献したいという強

い意志を持つ人物を求めます。 
l   看護学の教育目的を理解し、保健医療専門職として必要な知識を修得することを目指して粘り

強く学び続けられる人 
l   看護に必要な知識技術の修得のために、人体の疾病の成り立ちと回復の過程を理解するための

基礎学力を有する人 
l   人間愛を基盤として、専門職として正義感と責任感を持って人々の幸福を支える健康や福祉に

貢献することを自ら考え行動できる人 
l   基本的マナーを身につけ、規律を重じ自分自身を客観的にみつめ、和の精神と奉仕の精神を持

って多様な人々と協働できる人 
	 就職者数： 73名 
	 就職先	 ：地方独立行政法人京都市立病院、医療法人 啓信会京都きづ川病院、医療法人栄仁会宇治

おうばく病院、明治国際医療大学附属病院、洛和会ヘルスケアシステム洛和会音羽病院、

洛和会ヘルスケアシステム洛和会丸太町病院、日本赤十字社舞鶴赤十字病院、日本赤十字

社 京都第二赤十字病院、医療法人 回生会京都回生病院、公立南丹病院、京都大学医学部
附属病院、医療法人徳洲会宇治徳洲会病院、宇治武田病院、京都山城総合センター、医療

法人社団恵心会京都武田病院、独立行政法人国立病院機構 京都医療センター、一般社団
法人愛生会愛生会山科病院、医療法人医仁会 武田総合病院、公益社団法人 京都保健会 京
都民医連中央病院、医療法人健康会新京都南病院、京丹後市立弥栄病院、独立行政法人国

立病院機構舞鶴医療センター、社会医療法人 岡本病院（財団）京都岡本記念病院、医療
法人綾冨士会綾部ルネス病院、地域医療機能推進機構星ヶ丘医療センター、大阪府済生会

吹田病院、地方独立行政法人市立吹田市民病院、地方独立行政法人大阪府立病院機構 大
阪急性期・総合医療センター、大阪府済生会中津病院、関西リハビリテーション病院、大

阪府済生会泉尾病院、日本赤十字社大津赤十字病院、びわこ学園、地域医療支援病院 三
田市民病院、地方独立行政法人神戸市民病院機構神戸市立医療センター中央市民病院、西

市民病院、兵庫県立こども病院、済生会有田病院、独立行政法人国立病院機構 奈良医療
センター、自治医科大学附属さいたま医療センター、埼玉医科大学付属総合医療センター、

日本医科大学付属病院、東京女子医科大学病院、昭和大学横浜市北部病院、医療法人徳洲

会湘南藤沢徳洲会病院、藤田保健衛生大学病院、大垣市民病院、日本赤十字社静岡赤十字

病院、日本赤十字社諏訪赤十字病院、社会医療法人新潟勤労者医療協会下越病院、社会医

療法人社団十全会心臓病センター榊原病院、日本赤十字社沖縄赤十字病院、医療法人おも

と会大浜第一病院（順不同）	 

 



 
 
保健医療学部	 救急救命学科（平成 29 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	 

(H28 年度）	 

進学者数	 

(H28 年度)	 

	 40（8）名	 50 名(1年生のみ)	 
40(8)名	 80.0％	 0(0)名	 0(0)名	 

編入学	 －名	 －	 

【入学に関する基本的な方針】	  
	 	 人の生命を守りたいという信念を持ち、将来、地域社会に貢献する仕事に就きたいと考えている人

で次の資質を有する者を求めます。 
l   救急医療の知識と技術の修得に必要となる基礎学力及び基礎身体能力を有する人 
l   救急救命学科の教育目的を理解し、救急医療に関する知識・技術の修得及び身体能力の向上に

積極的に努力する人 
l   規律を重視し主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度を有する人 

	 就職者数： 0名 
	 就職先	 ： 平成 32年度完成年度 



 
 

保健医療学部	 柔道整復学科（平成 29 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	 

(H28 年度）	 

進学者数	 

(H28 年度)	 

	 41（17）名	 	 	 180 名	 
151(45)名	 83.9％	 34(8)名	 6(0)名	 

編入学 1 名	 若干名	 

【入学に関する基本的な方針】	  
	 	 	 本学科では次の資質を有する者を求めます。 

l   豊かな人間性を有し、自らを高める意欲を持つ人 
l   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 
	 就職者数：20名 
	 就職先	 ：（株）KTC北山しばた接骨院、（株）オフィスケイ小林鍼灸整骨院、EMPOWERMENT（株）

平川接骨院、みやはた鍼灸整骨院、サンキュー整骨院グループ、株式会社 CURE、大塚鍼
灸接骨院、ぷらす整骨院、㈱Synagy Japan ぷらす整骨院、筋肉の村鍼灸整骨院、たくし
ま整骨院、古東整形外科・内科、渡辺整形外科、ビッグワンウエスト株式会社、ゆたかク

リニック、（株）爽健グローバル笑顔道整骨院、永平寺、堺整形外科医院福岡スポーツク

リニック（順不同） 
	 進学先	 ：明治国際医療大学鍼灸学部編入学、明治東洋医学院専門学校鍼灸学科、関西医療学園専門

学校、帝京大学大学院 



 
 

鍼灸学部	 鍼灸学科（平成 29 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	 

(H28 年度）	 

進学者数	 

(H28 年度)	 

43（18）名	 230 名	 
161(60)名	 70.0％	 46(10)名	 12(1)名	 

編入学 4 名	 若干名	 

【入学に関する基本的な方針】	  
	 	 	 人の“こころとからだ”の健康を守りたい、苦痛を緩和したいという信念を持ち、将来、医療や

地域社会に貢献する仕事に就きたいと考えている人で次の資質を有する者を求めます。 
l   現代医学、はり・きゅう学の知識と技術の修得に必要となる基礎学力を有する人 
l   鍼灸学部鍼灸学科の教育目的を理解し、現代医学、はり・きゅう学に関する知識・技術の修得

及び身体能力の向上に積極的に努力する人 
l   規律を重視し主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度を有する人 
就職者数：33名 

	 就職先	 ：丹竜鍼灸治療院、（株）ツーエイト、花園駅前鍼灸整骨院、長野治療院、なかま鍼灸整骨

院、大塚鍼灸接骨院、施術所	 ひびき庵、（株）京滋マツダ、（株）マツシマホールディン

グス、元鍼灸治療院、ほねつぎ草津上笠はりきゅう接骨院、まいれ整骨院、宇都宮鍼灸良

導絡院、（株）トータルケアまえいけ あさひ整骨院、太田鍼灸整骨院、武田鍼灸整骨院、
小林整骨院、小島鍼灸整骨院、立岩整骨院、やわらぎ鍼灸整骨院、MANO EN MANO マ
ノマノ鍼灸院、みやわき鍼灸整骨院、（株）セドナエンタープライズ、本間治療院、あお

ば整骨院、剛鍼灸治療院、カノン鍼灸接骨院、（株）ジョイメディクス、中村はりきゅう

院、ハッピー治療室（順不同） 
	 進学先	 ：明治国際医療大学大学院、明治国際医療大学柔道整復学科編入学、明治東洋医学院専門学

校、近畿医療専門学校、中和医療専門学校、朝日医療専門学校広島校 

 



大学院 鍼灸学研究科 鍼灸学専攻	 修士課程（平成 29 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	 

（H28 年度）	 

進学者数	 

（H28 年度）	 

４（1）名	 １６名	 7(4)名	 43.8％	 3（3）名	 0(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、 

l   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 
l   科学的に究明しようとする研究心旺盛な人 
l   研究や臨床に粘り強く課題に取り組むことができる人 
l   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	 ：明治国際医療大学、京都桂川鍼灸院、はなまる鍼灸整骨院 
 

 
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 29 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	 

（H28 年度）	 

	 

２０（7）名	 ３２名	 	 43(18)名	 134.4％	 9(6)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、 

l   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 
l   科学的に究明しようとする研究心旺盛な人 
l   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 29 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 

（H28年度） 
進学者数 

（H28年度） 
３（1）名 １６名 7(1)名 43.8％ 8(2)名 0(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、 

l   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 
l   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：8名 

	 就職先	 ：輝鍼灸院、医療法人蒼龍会井上病院、学校法人原学園専門学校白寿医療学院、福岡医療専

門学校、明治国際医療大学、医療法人社団汐咲会しおさき鍼灸施術所、悠鍼灸院、視聴障

害者福祉センター 
 
 
大学院 鍼灸学研究科 鍼灸学専攻 博士後期課程（平成 29 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	 

（H28 年度）	 

進学者数	 

（H28 年度）	 

１（0）名	 １２名	 7(1)名	 58.3％	 3(1)名	 0(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、 

l   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 
l   科学的に究明しようとする研究心旺盛な人 
l   研究や臨床に粘り強く課題に取り組むことができる人 
l   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	 ：合同会社橘佳、（株）アミ、（株）メディカルシステム研究所 

 
 
 
 
 


