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社会福祉学部	 スポーツ健康福祉学科
	 	 ・スポーツ健康福祉コース
	 	 ・鍼灸健康福祉コース
	 臨床福祉学科
	 	 ・臨床福祉専攻
	 	 ・臨床心理専攻

保 健 科 学 部 	 作業療法学科
	 言語聴覚療法学科
	 視機能療法学科
	 臨床工学科

薬 学 部 	薬学科
	 動物生命薬科学科

生命医科学部	 生命医科学科

大 学 院 	通学制
	 	 ・医療薬学研究科医療薬学専攻博士課程（４年制）
	 通信制
	 	 ・社会福祉学研究科社会福祉学専攻修士課程
	 	 ・連合社会福祉学研究科社会福祉学専攻博士（後期）課程
	 	 ・保健科学研究科保健科学専攻博士（前期）課程
	 	 ・保健科学研究科保健科学専攻博士（後期）課程

通 信 教 育 部 	 社会福祉学部臨床福祉学科

別 　 科 	臨床工学別科

令和３年度 学部・学科紹介
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・解剖学・組織学・生理学・生化学
・病理学・微生物学・血液学・免疫学
・臨床医学総論

臨床細胞学総論 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
臨床細胞学演習 Ⅰ・Ⅱ

細胞
診断学特論
Ⅰ・Ⅱ

卒業研究

生命医科学部
School of Medical Life Sciences

教育課程の概略

　生命医科学科では、学内の「がん細胞研究所」と密に連携し
た教育を行います。
　この研究所では、がん細胞に関する研究はもちろん、再生医
療の分野にもアプローチ。形態学や分子生物学の観点に立っ
たiPS細胞の“安全な臨床応用”など、最先端医療を見つめた研
究もスタートしています。
　このような研究成果を教育にフィードバックすることにより、
学生たちは最先端の知識を身につけます。

LCMを用いた研究（がん細胞研究所）

１年 ２年 ３年 ４年 進路

臨床検査技師
教 育

細 胞 検 査 士
教 育

大学院
（修士・博士）

就　職

“がん”をはじめとする疾病の早期発見に向けて正確な検
査データを迅速に提供するスキルを備えた臨床検査技師
と細胞検査士を養成します。

細胞検査士＋
臨床検査技

師

ダブルライセ
ンス

  取得！

がん細胞研究所の研究成果を
学生教育にフィードバック

がん細胞培養（がん細胞研究所）

顕微鏡実習風景
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社会福祉学部
School of Social Welfare

令和２年度 就職先業種

社会福祉の大きな目標は、「すべての人が安心して幸福に生活できる社会をつくること」です。わが国で
はいま、少子高齢化の進展や雇用問題、子育てなど、社会の不安感を背景として、福祉のニーズがますま
す高まり、かつ多様化しています。社会福祉学部は、こうした社会を支える力となり、幅広い福祉の分野
で即戦力として活躍できる人材を育成しています。

スポーツ健康福祉学科

スポーツ健康福祉コース 鍼灸健康福祉コース

・	 社会福祉士（国家試験受験資格）
・	 アスレティックトレーナー（認定試験受験資格）
・	 健康運動指導士（認定試験受験資格）
・	 健康運動実践指導者（認定試験受験資格）
・	 障がい者スポーツ指導員（初級）
・	 レクリエーション・インストラクター
・	 高等学校教諭一種免許状（保健体育）
・	 中学校教諭一種免許状（保健体育）
・	 社会福祉主事（任用資格）

・	 はり師・きゅう師（国家試験受験資格）
・	 アスレティックトレーナー（認定試験受験資格）
・	 健康運動指導士（認定試験受験資格）
・	 健康運動実践指導者（認定試験受験資格）
・	 障がい者スポーツ指導員（初級）
・	 社会福祉主事（任用資格）

東洋医学やスポーツと共に健康福祉の領域も学んだ鍼灸師を養成。

スポーツ、健康、福祉の教育を柱とし、社会の求める様々なニー
ズに応えられる人材育成を目指します。スポーツ分野では中学・
高校の保健体育教員やアスレティックトレーナー、健康分野で
は鍼灸師、健康運動指導士、福祉分野では社会福祉士を養成し
ます。

スポーツを基軸とした健康福祉を学修し、人々のからだと
心を守る支援ができる社会福祉士やスポーツ指導者を養成。

山口県 １名

福岡県 ３名

熊本県 ８名

大分県 ６名

宮崎県 ９名

鹿児島県 ４名

令和３年度
卒業予定者出身地（合計31名）

主
な
資
格

主
な
資
格
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臨床福祉学科

臨床福祉専攻 臨床心理専攻
実践力を備えた社会福祉士・精神保健福祉士・介護福祉士を養成。 心理学の知識と技術を土台にカウンセリングやアニマルセラピーの

専門性を身につけた精神保健福祉士・社会福祉士を養成。

心理学の知識と技術を土台
にカウンセリングの専門性
を身につけた精神保健福祉
士や社会福祉士を養成。

心理学や社会福祉の知識と
技術を土台にアニマルセラ
ピーを実践していくことの
できる援助の専門職を養成。

カウンセリング分野

アニマルセラピー分野

福祉、心理の教育を柱として、社会の求める様々なニーズに応えられる高度な専
門性を備えた人材養成を目指します。
福祉及び心理の分野において、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、公認
心理師、認定心理士、高校教員（福祉）等を養成します。

・	 社会福祉士（国家試験受験資格）
・	 精神保健福祉士（国家試験受験資格）
・	 介護福祉士（国家試験受験資格）
・	 認定心理士
・	 高等学校教諭一種免許状（福祉）
・	 社会福祉主事（任用資格）
・	 児童指導員（任用資格）
・	 生活指導員（任用資格）
・	 精神保健福祉相談員（任用資格）

•	 認定心理士
•	 社会福祉士	 	 	
	 (国家試験受験資格)
•	 精神保健福祉士	 	
	 (国家試験受験資格)
•	 社会福祉主事(任用資格)
•	 精神保健福祉相談員	 	
	 (任用資格)
•	 児童指導員(任用資格)
•	 生活指導員(任用資格)
•	 公認心理師

鳥取県 １名

福岡県 ３名

熊本県 １名

大分県 ４名

宮崎県 31名

鹿児島県 １名

令和３年度
卒業予定者出身地（合計41名）

主
な
資
格

主
な
資
格

令和２年度 就職先業種
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医療界ではいま、ドクターとコメディカルスタッフとの協働によるチーム医療が進展しています。保健
科学部は、豊かな人間性を備えた高度な専門職の育成を教育目標に、将来の医療従事者を育てます。とく
に、永続的な病気や障がいを持つ人々に対して、いのちの尊厳を基盤とした「生活の質」の向上に貢献で
きるよう、感性と倫理観の向上を重視しています。

作業療法学科

言語聴覚療法学科

・	 作業療法士(国家試験受験資格)
・	 レクリエーション・インストラクター

・	 言語聴覚士（国家試験受験資格）

心や身体に機能障害を抱える人たちが、主体的な生活を取り戻すリハビリを援
助する高度なスキルをもつ、作業療法士を養成します。

“ ことば ”や食事などの機能の維持・向上を確かな技術と温かな心で着実に支
援していく実践力と応用力のある言語聴覚士を養成します。

主
な
資
格

主
な
資
格

新卒合格率 全国平均	88.8％61.9%

広島県 １名 大分県 ５名

福岡県 １名 宮崎県 ７名

熊本県 １名 　

広島県 １名 宮崎県 ９名
徳島県 １名 鹿児島県 ５名
福岡県 １名 沖縄県 ３名
熊本県 １名

令和３年度　卒業予定者出身地（合計15名）

令和３年度　卒業予定者出身地（合計21名）

令和２年度 作業療法士国家試験

保 健 科 学 部
School of Health Science

新卒合格率 全国平均	82％72.7%

令和２年度 言語聴覚士国家試験
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視機能療法学科

臨床工学科

・	 視能訓練士（国家試験受験資格）

・	 臨床工学技士（国家試験受験資格）
・	 第1・第2種ME技術実力検定（認定試験受験資格）
・	 医療機器情報コミュニケータ（認定試験受験資格）

※臨床工学別科…１年制。臨床検査技師などの医療資格を持つ人のさらなるキャリアアッ
プをめざし、臨床工学技士に必要な高度な技術・知識をマスターするため、本科同様、
臨床に則した質の高い学習を展開します。

高まり続ける社会のニーズと期待に応え、先進の眼科治療から“視能の健康
管理”まで広く担える多様なスキルと豊かな人間性もつ視能訓練士を養成し
ます。

人工心肺をはじめとする生命維持管理装置を操作し、手術室や集中治療室などで活
躍することができる高度先進医療に通じた臨床工学技士を養成します。

主
な
資
格

主
な
資
格

新卒合格率

新卒合格率

全国平均	92.8％

全国平均	84.2％

100%

100%

福岡県 １名

熊本県 ２名

宮崎県 ５名

令和３年度　卒業予定者出身地（合計８名）

令和２年度 視能訓練士国家試験

令和２年度 臨床工学技士国家試験

福岡県 ２名 宮崎県 11名

長崎県 ３名 鹿児島県 ５名

大分県 １名 沖縄県 １名

令和３年度　卒業予定者出身地（合計23名）
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豊かな教養に支えられた専門教育により、職能人として主体的に学び考える能力を身につけた医療人の
養成を目指しています。

薬 学 科

動物生命薬科学科

・	 薬剤師（国家試験受験資格）
・	 食品衛生管理者（任用資格）
・	 食品衛生監視員（任用資格）

・	 認定動物看護師	 	 	
	 （動物看護師統一認定試験受験資格）
・	 実験動物1級・2級技術者	 	
	 （認定試験受験資格）
・	 学芸員（任用資格）
・	 食品衛生管理者（任用資格）
・	 食品衛生監視員（任用資格）

薬物療法の高度化により、チーム医療の中で「薬の専門家」としての薬剤師の重要性が益々高まっています。また、
現在の薬剤師は患者さんのフィジカルアセスメント（実際に患者さんの身体に触れながら、薬の効果や副作用
の早期発見を目的に評価を行うこと）などを実施して最良の薬物療法を医師に提案することが求められていま
す。本学では広い視野で自ら考え、適正で安全な薬物療法を支え、患者さんの幸せをプロデュースできる能力（知
識・技能・態度）を身につけることができます。

“「薬に強い動物・動物性食品の専門家」として人々の幸せをプロデュー
スできる能力”を身につけます。

主
な
資
格

主
な
資
格

令和２年度 薬剤師国家試験

薬 学 部
School of Pharmaceutical Sciences

令和２年度 就職先業種

新卒合格率 全国平均	85.6％98.2%

北海道 １名 広島県 ２名 大分県 20名
茨城県 １名 山口県 ３名 宮崎県 48名
埼玉県 １名 福岡県 20名 鹿児島県 34名
神奈川県 ２名 佐賀県 ７名 沖縄県 ５名
愛知県 １名 長崎県 ２名 外国 ４名
大阪府 １名 熊本県 16名

令和３年度　卒業予定者出身地（合計168名）

茨城県 １名 愛知県 １名 長崎県 １名
群馬県 １名 三重県 １名 熊本県 ３名
埼玉県 １名 兵庫県 １名 宮崎県 ４名
千葉県 １名 山口県 ２名 鹿児島県 １名
東京県 １名 福岡県 ６名 沖縄県 １名
長野県 １名 佐賀県 １名

令和３年度　卒業予定者出身地（合計28名）

令和２年度 就職先業種
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細胞検査士、臨床検査技師または生命医科学者として専門性の高い生命医科学の知識と豊かな人間性を
備え、高度専門化した現在の医療で自身の能力を発揮することの出来る医療人を育てます。また、細胞検
査士教育では九州の4年制大学では唯一、養成施設として認定を受けています。

生命医科学科

・	 臨床検査技師（国家試験受験資格）
・	 細胞検査士（認定試験受験資格）

“がん”をはじめとする疾病の早期発見に向けて正確な検査データを迅速に提
供するスキルを備えた臨床検査技師と細胞検査士を養成します。

主
な
資
格

北海道 １名 福岡県 ６名 宮崎県 20名
宮城県 １名 佐賀県 １名 鹿児島県 ４名
大阪府 １名 熊本県 ５名 沖縄県 ３名
高知県 １名 大分県 ５名

令和３年度　卒業予定者出身地（合計48名）

生命医科学部
School of Medical Life Sciences

通信教育部

大 学 院
Graduate School

The Distance Learning

主な資格

通学制

通信制

医薬品の品質・安全性・有効性を十分な科学的根拠に基づいて予測・評価・判断する能力を身につけ、
これらの能力を総合的に活用することで、医療人としての職責を果たせ、医療現場で指導的立場に立てる
医療人を養成します。

社会福祉・保健医療従事者のリカレント教育、専門職業人そして専門研究者の養成を目指します。本学
大学院は専門研究者の養成のみならず、社会福祉及び医療保健現場の多様な場面において活躍しうる
高度な専門能力と豊かな学識を有する専門職業人の育成、リカレント教育により、さらに豊かな社会の
創造に貢献します。

多様な学習の機会を提供することにより、大学教育の可能性を広げ、社会福祉に関する専門知識及び技
術を教授すると共に、豊かな人間性を涵養し、福祉社会の創造的担い手となる専門職業人を養成します。

社会福祉士（国家試験受験資格）／高等学校教諭一種免許状（福祉）／社会福祉主事
（任用資格）／認定心理士　他

内容豊かなカリキュラム
と充実したサポート体制。
社会福祉士への道が通信
教育でも開かれています。

社会福祉学研究科社会福祉学専攻修士課程／連合社会福祉学研究科
社会福祉学専攻博士（後期）課程／保健科学研究科保健科学専攻博士
（前期）課程／保健科学研究科保健科学専攻博士（後期）課程

医療薬学研究科　医療薬学専攻　博士課程（４年制）

社会福祉学部　臨床福祉学科

令和２年度  臨床検査技師国家試験

新卒合格率 全国平均	91.6％95%

令和２年度 就職先業種
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卒業生就職情報

社会福祉学部

 スポーツ健康福祉学科 　
・	株式会社パーソンアンドパーソンスタッフ					
（埼玉県）
・	株式会社ロコ・ケア（東京都）
・	株式会社HSコーポレーション（東京都）
・	株式会社ファクトリージャパングループ（東京都）
・	日本ガス株式会社（東京都）
・	株式会社メジャー・トレーナーズ（東京都）
・	リーフラス株式会社（東京都）
・	町田スポーツマッサージ整骨院（神奈川県）
・	株式会社TOMONY（愛知県）
・	株式会社あきんどスシロー（大阪府）
・	山口県桜ヶ丘高等学校（山口県）
・	自在な整骨院・はりきゅう院（福岡県）
・	福岡市立原北中学校（福岡県）
・	福岡県立築城特別支援学校（福岡県）
・	さくら整骨院（福岡県）
・	株式会社HumanLoop　在宅リハビリ訪問看護ステーションTOMO
（福岡県）
・	社会福祉法人伍福会（福岡県）
・	学校法人筑紫台学園　筑紫台高等学校（福岡県）
・	やましろ整骨院（佐賀県）
・	佐賀県立佐賀北高等学校（佐賀県）
・	熊本県教育委員会（熊本県）
・	株式会社チューケン日本医薬中央研究所熊本支社
（熊本県）
・	株式会社千広（熊本県）
・	大津町立大津北中学校（熊本県）
・	フクダ電子西部南販売株式会社（熊本県）
・	医療法人社団寿量会　熊本機能病院（熊本県）
・	ゆう整骨院（熊本県）
・	熊本市立北部中学校（熊本県）
・	大分県信用組合（大分県）
・	ブルーポイント鍼灸整骨院（大分県）
・	ピュアレディース整体院（大分県）
・	大分ベスト不動産株式会社（大分県）
・	株式会社大分フットボールクラブ（大分県）
・	株式会社エヌ・アイ・ティコーポレーション			
（宮崎県）
・	高鍋信用金庫（宮崎県）
・	株式会社祐脩（宮崎県）
・	宮崎県教育委員会（宮崎県）
・	宮崎県むかばき青少年自然の家（宮崎県）
・	諸塚村役場（宮崎県）
・	延岡市立北方学園（宮崎県）
・	株式会社九南（宮崎県）
・	社会福祉法人相愛会　相愛保育園（宮崎県）
・	一般財団法人延岡市高齢者福祉協会　延岡・西臼杵権利擁護センター
（宮崎県）
・	センコービジネスサポート株式会社（宮崎県）
・	富岡建設株式会社（宮崎県）
・	株式会社ホンダロック（宮崎県）
・	西米良村立西米良中学校（宮崎県）
・	福田ハウス株式会社（からだ元気治療院　宮崎北店）
（宮崎県）
・	延岡市役所（宮崎県）
・	川南町立通山小学校（宮崎県）
・	新富町立富田小学校（宮崎県）
・	社会福祉法人エデンの園　知的障害者更生施設エデンの園
（宮崎県）
・	延岡市立南中学校（宮崎県）
・	鹿児島県立串良商業高等学校（鹿児島県）
・	鹿児島相互信用金庫（鹿児島県）

・	株式会社らくなる（鹿児島県）
・	南日本ソフトウェア株式会社（鹿児島県）
・	鹿児島県立加世田高等学校（鹿児島県）

　　　 　　臨床福祉学科　　　 　　
・	社会福祉法人奉優会（東京都）
・	株式会社ダイナム（東京都）
・	うえろく株式会社（大阪府）
・	社会福祉法人千種会　特別養護老人ホームおおぎの郷
（兵庫県）
・	トヨタカローラ博多株式会社（福岡県）
・	社会福祉法人明日へ向かって（福岡県）
・	社会福祉法人風と虹（福岡県）
・	長崎綜合警備株式会社（長崎県）
・	山本建設株式会社（熊本県）
・	医療法人熊愛会　熊本脳神経外科病院（熊本県）
・	株式会社コスギ不動産（熊本県）
・	佐伯市役所（大分県）
・	社会福祉法人萌葱の郷（大分県）
・	日向市役所（宮崎県）
・	社会福祉法人諸塚村社会福祉協議会（宮崎県）
・	社会福祉法人愛育福祉会　清松園やわらぎの里
（宮崎県）
・	医療法人隆誠会　延岡保養園（宮崎県）
・	社会福祉法人千寿会　特別養護老人ホーム千寿園
（宮崎県）
・	宮崎県庁（宮崎県）
・	医療法人隆徳会　鶴田病院（宮崎県）
・	医療法人浩洋会　田中病院（宮崎県）
・	医療法人博生会　介護老人保健施設エクセルライフ
（宮崎県）
・	社会福祉法人日向更生センター　特別養護老人ホーム皇寿園
（宮崎県）
・	社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団（宮崎県）
・	宮崎第一信用金庫（宮崎県）
・	新富町役場（宮崎県）
・	野村クリニック（宮崎県）
・	社会福祉法人金鈴学園　児童養護施設金鈴学園
（宮崎県）
・	延岡市役所（宮崎県）
・	社会福祉法人カリタスの園　児童養護施設竹の寮
（宮崎県）
・	小林市役所（宮崎県）
・	株式会社エリシオン宮崎　エリシオン薫る坂		
（宮崎県）
・	社会福祉法人たちばな会　たちばな保育園				
（宮崎県）
・	株式会社ながと（宮崎県）
・	株式会社祐脩（宮崎県）
・	社会福祉法人芳生会（宮崎県）
・	社会福祉法人西都市社会福祉協議会（宮崎県）
・	社会福祉法人ひまわり会　特別養護老人ホーム永寿園
（宮崎県）
・	社会福祉法人浩和会　心身障害者福祉施設白浜学園
（宮崎県）
・	医療法人誠和会　和田病院（宮崎県）
・	医療法人伸和会　延岡共立病院（宮崎県）
・	社会福祉法人星空の都　星空の都さどわら				
（宮崎県）
・	アオキ（宮崎県）
・	医療法人向洋会　協和病院（宮崎県）
・	社会福祉法人ときわ会　特別養護老人ホームひなもり園
（宮崎県）
・	社会福祉法人ひまわり会　知的障害児通園施設あさひ学園
（宮崎県）

・	社会福祉法人日向市社会福祉協議会（宮崎県）
・	社会福祉法人高和会　知的障害者更生施設はまゆう園
（宮崎県）
・	株式会社ニライハート（沖縄県）
•	
•	
•	 保健科学部

　　　　 　作業療法学科　 　　　　
・	医療法人社団富家会　富家病院（埼玉県）
・	医療法人社団緑野会　東京品川病院（東京都）
・	医療法人白山会　白山リハビリテーション病院
（愛知県）
・	社団法人巨樹の会　下関リハビリテーション病院
（山口県）
・	医療法人社団生和会　周南リハビリテーション病院
（山口県）
・	社会福祉法人恩賜財団済生会　済生会八幡総合病院
（福岡県）
・	医療法人ふらて会（福岡県）
・	医療法人愛光会　原田病院（福岡県）
・	社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院（福岡県）
・	社会医療法人財団池友会　福岡新水巻病院			
（福岡県）
・	医療法人博仁会　福岡リハビリテーション病院
（福岡県）
・	医療法人共和会　小倉リハビリテーション病院
（福岡県）
・	社会医療法人財団池友会　福岡和白病院（福岡県）
・	株式会社麻生　飯塚病院（福岡県）
・	社会医療法人青洲会　福岡青洲会病院（福岡県）
・	医療法人徳洲会　福岡徳洲会病院（福岡県）
・	医療法人敬天会　東和病院（福岡県）
・	医療法人熊本桜十字　桜十字八代リハビリテーション病院
（熊本県）
・	医療法人敬仁会　八代敬仁病院（熊本県）
・	杵築市立山香病院（大分県）
・	社会医療法人帰巖会（大分県）
・	社会福祉法人藤本愛育会　大分こども療育センター
（大分県）
・	医療法人畏敬会　井野辺病院（大分県）
・	ピア・ささき病院（宮崎県）
・	医療法人和敬会　国見ヶ丘病院（宮崎県）
・	医療法人誠和会　和田病院（宮崎県）
・	医療法人ハートピア　細見クリニック（宮崎県）
・	一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団
（宮崎県）
・	医療法人伸和会　延岡共立病院（宮崎県）
•	

　 　　　言語聴覚療法学科　　 　　
・	医療法人鉄蕉会　亀田総合病院（千葉県）
・	医療法人社団輝生会　初台リハビリテーション病院
（東京都）
・	医療法人社団行陵会　京都大原記念病院（京都府）
・	医療法人清水会　鶴見緑地病院（大阪府）
・	独立行政法人国立病院機構　中国四国グループ
（広島県）
・	医療法人社団生和会　徳山リハビリテーション病院
（山口県）
・	社会福祉法人北九州市福祉事業団　北九州市立総合療育センター
（福岡県）
・	医療法人共和会　小倉リハビリテーション病院
（福岡県）
・	社会医療法人北九州病院（福岡県）
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・	一般社団法人是真会　長崎リハビリテーション病院
（長崎県）
・	医療法人熊本桜十字　桜十字八代リハビリテーション病院
（熊本県）
・	社会医療法人敬和会　大分リハビリテーション病院
（大分県）
・	一般社団法人藤元メディカルシステム　藤元総合病院
（宮崎県）
・	宮崎大学医学部附属病院（宮崎県）
・	医療法人社団松寿会　松崎医院（宮崎県）
・	医療法人伸和会　延岡共立病院（宮崎県）
・	医療法人三和会　池田病院（宮崎県）
・	鹿児島大学病院（鹿児島県）
・	医療法人厚生会　小原病院（鹿児島県）
・	医療法人玉昌会　加治木温泉病院（鹿児島県）

　　　　  視機能療法学科　　  　　
・	慶應義塾大学病院（東京都）
・	医療法人徳洲会　湘南藤沢徳洲会病院（神奈川県）
・	国家公務員共済組合連合会　大手前病院（大阪府）
・	医療法人朔夏会　さっか眼科医院（福岡県）
・	医療法人岡眼科クリニック（福岡県）
・	学校法人久留米大学病院（福岡県）
・	医療法人望月眼科（福岡県）
・	医療法人社団研英会　林眼科病院（福岡県）
・	医療法人厚生会　虹が丘病院（長崎県）
・	上天草市立上天草総合病院（熊本県）
・	医療法人おざきメディカルアソシエイツ　尾崎眼科
（宮崎県）
・	一般社団法人藤元メディカルシステム　星井眼科医院
（宮崎県）
・	医療法人財団シロアム会　新城眼科医院（宮崎県）
・	西元眼科医院（宮崎県）
・	医療法人陽幸会　うのき眼科（鹿児島県）
・	鹿児島医療生活協同組合　鹿児島生協病院			
（鹿児島県）
・	医療法人陽山会　井後眼科（鹿児島県）
・	鹿児島大学病院（鹿児島県）
・	公益社団法人昭和会　今給黎総合病院（鹿児島県）
・	琉球大学医学部附属病院（沖縄県）

　　　 　　　臨床工学科　　 　　　
・	前橋赤十字病院（群馬県）
・	医療法人鉄蕉会　亀田総合病院（千葉県）
・	メディカルエキスパート株式会社（東京都）
・	医療法人社団厚済会　上大岡仁正クリニック
（神奈川県）
・	京都大学医学部附属病院（京都府）
・	医療法人徳洲会　八尾徳洲会総合病院（大阪府）
・	社会医療法人財団池友会　福岡和白病院（福岡県）
・	医療法人白十字会　白十字病院（福岡県）
・	社会医療法人財団池友会　新行橋病院（福岡県）
・	独立行政法人国立病院機構　九州グループ			
（福岡県）
・	学校法人産業医科大学病院（福岡県）
・	社会医療法人財団白十字会　佐世保中央病院
（長崎県）
・	長崎大学病院（長崎県）
・	医療法人朝日野会　朝日野総合病院（熊本県）
・	医療法人桜十字病院（熊本県）
・	社会医療法人敬和会　大分岡病院（大分県）
・	川南工業株式会社（宮崎県）
・	医療法人友愛会　野尻中央病院（宮崎県）

・	社会医療法人天陽会　中央病院（鹿児島県）
・	医療法人沖縄徳洲会　中部徳洲会病院（沖縄県）
・	医療法人沖縄徳洲会　南部徳洲会病院（沖縄県）

薬学部

　　　　　　  薬学科　  　　　　　
・	株式会社アインホールディングス（北海道）
・	株式会社メディカルシステムネットワーク（北海道）
・	学校法人医学アカデミー　薬学ゼミナール（埼玉県）
・	株式会社ウィーズ（埼玉県）
・	千葉大学医学部附属病院（千葉県）
・	クオール株式会社（東京都）
・	株式会社トラストファーマシー（東京都）
・	日本調剤株式会社（東京都）
・	株式会社ココカラファイン（神奈川県）
・	スギホールディングス株式会社（愛知県）
・	マルホ株式会社（大阪府）
・	I＆H株式会社（兵庫県）
・	株式会社サンキュードラッグ（福岡県）
・	有限会社あずみ調剤薬局（福岡県）
・	社会医療法人雪の聖母会　聖マリア病院（福岡県）
・	株式会社大賀薬局（福岡県）
・	総合メディカル株式会社（福岡県）
・	株式会社シンクロファーマネット14（福岡県）
・	独立行政法人国立病院機構九州医療センター
（福岡県）
・	株式会社大信薬局（福岡県）
・	学校法人産業医科大学病院（福岡県）
・	株式会社ミズ（佐賀県）
・	地方独立行政法人佐世保市総合医療センター
（長崎県）
・	株式会社ドラッグミユキ（熊本県）
・	医療法人財団聖十字会　西日本病院（熊本県）
・	熊本市役所（熊本県）
・	医療法人潤心会　熊本セントラル病院（熊本県）
・	一般社団法人熊本市医師会　熊本地域医療センター
（熊本県）
・	有限会社輔仁薬局（大分県）
・	国家公務員共済組合連合会　新別府病院（大分県）
・	株式会社ワタナベ（大分県）
・	医療法人恵愛会　大分中村病院（大分県）
・	医療法人社団三愛会　大分三愛メディカルセンター
（大分県）
・	株式会社ファンメディカル（大分県）
・	富高薬局（宮崎県）
・	株式会社テクノミックス（宮崎県）
・	おおさきＹＯＵ薬局（宮崎県）
・	株式会社ひむかメディカル（宮崎県）
・	延岡すずらん薬局（宮崎県）
・	藤元メディカルシステム　藤元病院（宮崎県）
・	有限会社共栄調剤薬局（宮崎県）
・	社会医療法人善仁会（宮崎県）
・	宮崎県庁（宮崎県）
・	一般社団法人宮崎市郡薬剤師会　いきめの杜会営薬局
（宮崎県）
・	鹿児島赤十字病院（鹿児島県）
・	公益社団法人川内市医師会立市民病院（鹿児島県）
・	医療法人社団徳洲会　徳之島徳洲会病院						
（鹿児島県）
・	鹿児島大学病院（鹿児島県）
・	沖縄県庁（沖縄県）

　　　　動物生命薬科学科　　　　
・	株式会社GEEKS（東京都）
・	セントレード証券株式会社（東京都）
・	株式会社クルイト（東京都）
・	日本エスエルシー株式会社（静岡県）
・	株式会社ケー・エー・シー（京都府）
・	株式会社ティーシーエイ（大阪府）
・	園田競馬場（兵庫県）
・	株式会社エブリイ（広島県）
・	大洋ポーク株式会社（広島県）
・	ペットクリニックハレルヤ（福岡県）
・	株式会社シー・アール・シー（福岡県）
・	株式会社コスモス薬品（福岡県）
・	九動株式会社（佐賀県）
・	株式会社大光食品（長崎県）
・	有限会社山田牧場（熊本県）
・	KMバイオロジクス株式会社（熊本県）
・	大津動物クリニック（熊本県）
・	阿蘇動物病院（熊本県）
・	有限会社　綾部動物病院（宮崎県）
・	センコービジネスサポート株式会社（宮崎県）
・	宮崎大学農学部附属動物病院（宮崎県）
・	有限会社拓生会　やの動物病院（宮崎県）
・	株式会社ナンチク（鹿児島県）
・	南薩食鳥株式会社（鹿児島県）
・	株式会社新日本科学（鹿児島県）
・	沖縄森永乳業株式会社（沖縄県）

生命医科学部

　　　　　　生命医科学科　　　　　　

・	日本医科大学多摩永山病院（東京都）
・	国家公務員共済連合会東京共済病院（東京都）
・	東海大学医学部付属病院（神奈川県）
・	社団法人石川勤労者医療協会　城北病院（石川県）
・	独立行政法人国立病院機構東海北陸地区（愛知県）
・	株式会社日本セルネット（京都府）
・	国立循環器病研究センター（大阪府）
・	地方独立行政法人　大阪府立病院機構（大阪府）
・	星の岡心臓・血管クリニック（愛媛県）
・	学校法人久留米大学病院（福岡県）
・	医療法人永世会　谷口眼科婦人科（佐賀県）
・	佐賀大学医学部附属病院（佐賀県）
・	長崎大学医学部・歯学部附属病院（長崎県）
・	医療法人社団苑田会　公立小浜温泉病院（長崎県）
・	一般社団法人八代市医師会立病院（熊本県）
・	熊本赤十字病院（熊本県）
・	公益社団法人宮崎市郡医師会　宮崎市郡医師会病院
（宮崎県）
・	宮崎県立宮崎病院（宮崎県）
・	医療法人隆徳会　鶴田病院（宮崎県）
・	県立延岡病院（宮崎県）
・	一般社団法人藤元メディカルシステム　藤元総合病院
（宮崎県）
・	株式会社クリニカルパソロジーラボラトリー		
（宮崎県）
・	鹿児島大学病院（鹿児島県）
・	医療法人愛誠会　昭南病院（鹿児島県）
・	特定医療法人沖縄徳洲会　南部徳洲会病院			
（沖縄県）
・	医療法人沖縄徳洲会　中部徳洲会病院（沖縄県）
・	琉球大学医学部附属病院（沖縄県）

※主な就職先



【高梁キャンパス】
■社会科学部　　　　　　　■心理学部
■保健医療福祉学部　　　　■アニメーション文化学部

【岡山キャンパス】
■外国語学部

【南あわじ志知キャンパス】
■農学部

【岡山駅前キャンパス】
社会人の方々の利便性を考えて2007年4月に開設したキャンパス。

■看護専門課程	看護学科
■社会福祉専門課程	介護福祉学科

■看護学科

社会科学部、保健医療福祉学部、心理学部、アニメーション文化学部、農学部、
外国語学部の６学部12学科と大学院からなる総合大学です。1990年、岡山県高梁市に開学しました。

順正高等看護福祉専門学校 九州保健福祉大学総合医療専門学校

〒882-8508 宮崎県延岡市吉野町1714-1　TEL 0982-23-5525（直）FAX 0982-23-5526
E-mail:kuhw-shushoku@offi ce.jei.ac.jp http://www.phoenix.ac.jp

九州保健福祉大学キャリアサポートセンター

系列校
吉備国際大学




