
学部 学科 学位名称 学位授与数
（2021年度授与数）

理学療法学科 学士（理学療法学） 120

作業療法学科 学士（作業療法学） 43

言語聴覚学科 学士（言語聴覚学） 40

義肢装具自立支援学科 学士（義肢装具自立支援学） 39

臨床技術学科 学士（臨床技術学） 86

視機能科学科 学士（視機能科学） 45

救急救命学科 学士（救急救命学） 52

診療放射線学科 学士（診療放射線学） 74

健康栄養学科 学士（健康栄養学） 41

健康スポーツ学科 学士（健康スポーツ学） 202

看護学部 看護学科 学士（看護学） 105

社会福祉学部 社会福祉学科 学士（社会福祉学） 130

医療経営管理学部 医療情報管理学科 学士（医療情報学） 87

1064

研究科 専攻 学位名称 学位授与数
（2021年度授与数）

保健学専攻 修士（保健学） 25

修士（健康科学） 14

修士（看護学） 1

社会福祉学専攻 修士（社会福祉学） 4

医療情報・経営管理学専攻 修士（医療情報・経営管理学） 4

48

医療福祉学専攻 博士（保健学） 12

12

60

大学院

医療福祉学研究科

健康科学専攻

修士課程合計

博士後期課程合計

大学院合計

取得可能な学位及び学位授与数（2021年度授与数）

学部

リハビリテーション学部

医療技術学部

健康科学部

学部合計



学部 学科 学位名称 学位授与数
（2020年度授与数）

理学療法学科 学士（理学療法学） 125

作業療法学科 学士（作業療法学） 35

言語聴覚学科 学士（言語聴覚学） 40

義肢装具自立支援学科 学士（義肢装具自立支援学） 42

臨床技術学科 学士（臨床技術学） 100

視機能科学科 学士（視機能科学） 47

救急救命学科 学士（救急救命学） 52

健康栄養学科 学士（健康栄養学） 45

健康スポーツ学科 学士（健康スポーツ学） 208

看護学部 看護学科 学士（看護学） 87

社会福祉学部 社会福祉学科 学士（社会福祉学） 130

医療経営管理学部 医療情報管理学科 学士（医療情報学） 91

1002

研究科 専攻 学位名称 学位授与数
（2020年度授与数）

保健学専攻 修士（保健学） 26

健康科学専攻 修士（健康科学） 13

社会福祉学専攻 修士（社会福祉学） 3

医療情報・経営管理学専攻 修士（医療情報・経営管理学） 4

46

医療福祉学専攻 博士（保健学） 10

10

56

大学院

医療福祉学研究科

修士課程合計

博士後期課程合計

大学院合計

取得可能な学位及び学位授与数（2020年度授与数）

学部

リハビリテーション学部

医療技術学部

健康科学部

学部合計



学部 学科 学位名称 学位授与数
（2019年度授与数）

理学療法学科 学士（理学療法学） 119

作業療法学科 学士（作業療法学） 41

言語聴覚学科 学士（言語聴覚学） 34

義肢装具自立支援学科 学士（義肢装具自立支援学） 35

臨床技術学科 学士（臨床技術学） 97

視機能科学科 学士（視機能科学） 49

健康栄養学科 学士（健康栄養学） 43

健康スポーツ学科 学士（健康スポーツ学） 207

看護学科 学士（看護学） 94

社会福祉学部 社会福祉学科 学士（社会福祉学） 115

医療経営管理学部 医療情報管理学科 学士（医療情報学） 101

935

研究科 専攻 学位名称 学位授与数
（2019年度授与数）

保健学専攻 修士（保健学） 20

健康科学専攻 修士（健康科学） 8

社会福祉学専攻 修士（社会福祉学） 0

医療情報・経営管理学専攻 修士（医療情報・経営管理学） 3

31

医療福祉学専攻 博士（保健学） 9

9

40

大学院

医療福祉学研究科

修士課程合計

博士後期課程合計

大学院合計

取得可能な学位及び学位授与数（2019年度授与数）

学部

学部合計

医療技術学部

健康科学部



学部 学科 学位名称 学位授与数
（2018年度授与数）

理学療法学科 学士（理学療法学） 92

作業療法学科 学士（作業療法学） 35

言語聴覚学科 学士（言語聴覚学） 40

義肢装具自立支援学科 学士（義肢装具自立支援学） 42

臨床技術学科 学士（臨床技術学） 106

視機能科学科 学士（視機能科学） 55

健康栄養学科 学士（健康栄養学） 44

健康スポーツ学科 学士（健康スポーツ学） 224

看護学科 学士（看護学） 84

社会福祉学部 社会福祉学科 学士（社会福祉学） 141

医療経営管理学部 医療情報管理学科 学士（医療情報学） 97

960

研究科 専攻 学位名称 学位授与数
（2018年度授与数）

保健学専攻 修士（保健学） 17

健康科学専攻 修士（健康科学） 13

社会福祉学専攻 修士（社会福祉学） 5

医療情報・経営管理学専攻 修士（医療情報・経営管理学） 2

37

医療福祉学専攻 博士（保健学） 9

9

46

大学院

医療福祉学研究科

修士課程合計

博士後期課程合計

大学院合計

取得可能な学位及び学位授与数（2018年度授与数）

学部

医療技術学部

健康科学部

学部合計



学部 学科 学位名称 学位授与数
（2017年度授与数）

理学療法学科 学士（理学療法学） 85

作業療法学科 学士（作業療法学） 42

言語聴覚学科 学士（言語聴覚学） 41

義肢装具自立支援学科 学士（義肢装具自立支援学） 35

臨床技術学科 学士（臨床技術学） 98

視機能科学科 学士（視機能科学） 51

健康栄養学科 学士（健康栄養学） 41

健康スポーツ学科 学士（健康スポーツ学） 192

看護学科 学士（看護学） 92

社会福祉学部 社会福祉学科 学士（社会福祉学） 134

医療経営管理学部 医療情報管理学科 学士（医療情報学） 103

914

研究科 専攻 学位名称 学位授与数
（2017年度授与数）

保健学専攻 修士（保健学） 19

健康科学専攻 修士（健康科学） 5

社会福祉学専攻 修士（社会福祉学） 2

医療情報・経営管理学専攻 修士（医療情報・経営管理学） 0

26

医療福祉学専攻 博士（保健学） 6

6

32

大学院

医療福祉学研究科

修士課程合計

博士後期課程合計

大学院合計

取得可能な学位及び学位授与数（2017年度授与数）

学部

医療技術学部

健康科学部

学部合計



学部 学科 学位名称 学位授与数
（2016年度授与数）

理学療法学科 学士（理学療法学） 102

作業療法学科 学士（作業療法学） 45

言語聴覚学科 学士（言語聴覚学） 41

義肢装具自立支援学科 学士（義肢装具自立支援学） 43

臨床技術学科 学士（臨床技術学） 86

健康栄養学科 学士（健康栄養学） 43

健康スポーツ学科 学士（健康スポーツ学） 180

看護学科 学士（看護学） 83

社会福祉学部 社会福祉学科 学士（社会福祉学） 135

医療経営管理学部 医療情報管理学科 学士（医療情報学） 98

856

研究科 専攻 学位名称 学位授与数
（2016年度授与数）

保健学専攻 修士（保健学） 17

健康科学専攻 修士（健康科学） 18

社会福祉学専攻 修士（社会福祉学） 2

医療情報・経営管理学専攻 修士（医療情報・経営管理学） 4

41

医療福祉学専攻 博士（保健学） 9

9

50

大学院

医療福祉学研究科

修士課程合計

博士後期課程合計

大学院合計

取得可能な学位及び学位授与数（2016年度授与数）

学部

医療技術学部

健康科学部

学部合計



学部 学科 学位名称 学位授与数
（2015年度授与数）

理学療法学科 学士（理学療法学） 94

作業療法学科 学士（作業療法学） 41

言語聴覚学科 学士（言語聴覚学） 47

義肢装具自立支援学科 学士（義肢装具自立支援学） 48

臨床技術学科 学士（臨床技術学） 92

健康栄養学科 学士（健康栄養学） 42

健康スポーツ学科 学士（健康スポーツ学） 142

看護学科 学士（看護学） 83

社会福祉学部 社会福祉学科 学士（社会福祉学） 126

医療経営管理学部 医療情報管理学科 学士（医療情報学） 95

810

研究科 専攻 学位名称 学位授与数
（2015年度授与数）

保健学専攻 修士（保健学） 23

健康科学専攻 修士（健康科学） 6

社会福祉学専攻 修士（社会福祉学） 5

医療情報・経営管理学専攻 修士（医療情報・経営管理学） 4

38

医療福祉学専攻 博士（保健学） 7

7

45

大学院

医療福祉学研究科

修士課程合計

博士後期課程合計

大学院合計

取得可能な学位及び学位授与数（2015年度授与数）

学部

医療技術学部

健康科学部

学部合計


