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旺文社 教育情報センター 平成 29年 12 月 25 日

12 月 21 日、新たにスタートする注目の高等教育機関、専門職大学の認可申請が発表

された。

6 月 30 日発表の「学校教育法の一部を改正する法律」により、31 年度に創設される

ことになった「専門職大学」「専門職短期大学」。大学体系に新たな類型が制度化される

のは、「短期大学」以来、55年ぶりということで、注目が集まっている。

●大学 13 校、短大 3 校の申請

申請があったのは、大学 13 校（18 学部 44 学科、入学定員 4,201 人）、短大が 3 校（3 学

科、入学定員 190 人）。開学初年度ということで、まだ様子見のところもありそうだ。設置

基準が厳しく、今回の申請を見送ったところもあると見られる。

申請したのは、ほとんどが専門学校を運営する団体で、なかでも、申請のあった 13 の専

門職大学のうち、5 校は、学校法人 日本教育財団による申請だった。島根保健福祉専門職

大学、高知リハビリテーション専門職大学については、認可されればそれぞれ島根県、高知

県で唯一の、四年制の私立大学となる。

専門職大学の職業分野として文部科学省が例示していたのは観光、食と農業、IT・コン

テンツなどの分野だったが、実際には医療分野が中心だった。

なお、専門職大学は前期課程（2 年または 3 年）および後期課程（2 年または 1 年）の区

分制課程も導入可能だが、岡山医療専門職大学のみ、前期 3 年・後期 1 年の区分制を導入

した。この場合、前期課程修了後、一旦就職してから後期課程へ再入学したり、社会人が学

び直しのために後期課程から入学したりと、多様な学習スタイルを選択できることになる

（専門職大学についてのこれまでの経緯、その特色については、以前掲載した記事「「専門

職大学」、学校教育法を改正！」をご覧いただきたい）。

●設置認可された専門職大学の発表は、30 年夏ごろ

専門職大学のスタートは 31 年度。今回の認可申請に対し、設置認可後、専門職大学の一

覧が 30 年夏ごろに公表される予定だ。

◆     ◆     ◆

次ページ以降に申請のあった専門職大学・短大の一覧を掲載した。

31 年度「専門職大学」スタート！
認可申請は大学 13 校・短大 3校！

http://eic.obunsha.co.jp/pdf/educational_info/2017/0706_1.pdf
http://passnavi.evidus.com/ct.html?ad=eic&page=pdf&number=1&uri=http://eic.obunsha.co.jp/
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●31 年度 新設予定専門職大学 認可申請一覧

区分 大学名 学部・学科等名 位置 設置者 備考

東京工科学部

　先端情報工学科 120
　カーデザイン学科 38
　（２年次編入学定員） 2
　デジタルエンタテインメント学科 80
大阪工科学部
　先端情報工学科 80
　カーデザイン学科 38
　（２年次編入学定員） 2
　デジタルエンタテインメント学科 38
　（２年次編入学定員） 2
名古屋工科学部
　先端情報工学科 80
　カーデザイン学科 30
　デジタルエンタテインメント学科 38
　（２年次編入学定員） 2
国際ファッション学部

　ファッションクリエイション学科 80
　ファッションビジネス学科 38
　（２年次編入学定員） 2
　大阪ファッション学科 38
　（２年次編入学定員） 2
　名古屋ファッション学科 38
　（２年次編入学定員） 2

私立 専門職大学　東都学院大学
保健医療学部
　理学療法学科

80
東京都目黒区
神奈川県茅ケ崎市

学校法人
　小関学院

医療福祉学部

　生命医療学科
　　救急救命コース 40
　　臨床工学コースⅠ 40
　　臨床工学コースⅡ 40
　　口腔歯科コースⅠ 40
　　口腔歯科コースⅡ 40
　医療技術学科
　　理学療法コースⅠ 60
　　理学療法コースⅡ 40
　　作業療法コースⅠ 40
　　作業療法コースⅡ 40
　　言語聴覚コース 40
　　視能療法コース 40
　東洋医療学科
　　鍼灸コースⅠ（昼間部） 30
　　鍼灸コースⅡ（夜間部） 30
　　柔道整復コースⅠ（昼間部） 30
　　柔道整復コースⅡ（夜間部） 30
　福祉心理学科
　　社会福祉・精神保健福祉コース 40
　　社会福祉・精神保健福祉・
　　　介護福祉コース

40

看護保健学部
　高度看護学科
　　高度看護コースⅠ 160
　　高度看護コースⅡ 60
医療福祉学部
　リハビリテーション学科
　　理学療法専攻　昼間コース 80
　　理学療法専攻　夜間コース 40
　　作業療法専攻　昼間コース 80
　　作業療法専攻　夜間コース 40
　福祉介護イノベーション学科 40

私立 金沢専門職大学
職業経営学部
　職業経営学科

80 石川県白山市
学校法人
　国際ビジネス学院

医療福祉学部
　生命医療学科
　　救急救命コース 40
　　臨床工学コース 40
　　口腔歯科コースⅠ 40
　　口腔歯科コースⅡ 40
　医療技術学科
　　理学療法コースⅠ 40
　　理学療法コースⅡ 40
　　作業療法コースⅠ 40
　　作業療法コースⅡ 40
　　言語聴覚コース 40
　　視能療法コース 40
　東洋医療学科
　　鍼灸コースⅠ（昼間部） 30
　　鍼灸コースⅡ（夜間部） 30
　　柔道整復コースⅠ（昼間部） 30
　　柔道整復コースⅡ（夜間部） 30
　福祉心理学科
　　社会福祉・精神保健福祉コース 38
　（２年次編入学定員） 2
看護保健学部
　高度看護学科
　　高度看護コースⅠ（昼間主コース） 120
　　高度看護コースⅡ（夜間主コース） 40

入学定員
（人）

私立 国際工科専門職大学

学校法人
　日本教育財団

東京都新宿区
愛知県名古屋市
大阪府大阪市

国際ファッション専門職大学

学校法人
　日本教育財団

東京都新宿区
愛知県名古屋市
大阪府大阪市

私立

学校法人
　日本教育財団

東京都新宿区東京医療福祉専門職大学

東京都江東区
学校法人
　敬心学園

東京専門職大学

名古屋医療福祉専門職大学 愛知県名古屋市
学校法人
　日本教育財団

私立

私立

私立

http://passnavi.evidus.com/ct.html?ad=eic&page=pdf&number=1&uri=http://eic.obunsha.co.jp/
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●31 年度 新設予定専門職短期大学 認可申請一覧

区分 大学名 学部・学科等名 位置 設置者 備考

実践栄養調理学部

　栄養マネジメント学科 60
　和食ビジネス学科 30
　（３年次編入学定員） 10
医療福祉学部
　生命医療学科
　　救急救命コース 40
　　臨床工学コース 40
　医療技術学科
　　理学療法コースⅠ 40
　　理学療法コースⅡ 40
　　作業療法コースⅠ 40
　　作業療法コースⅡ 40
　　言語聴覚コース 40
　　視能療法コース 40
　東洋医療学科
　　鍼灸コースⅠ（昼間部） 30
　　鍼灸コースⅡ（夜間部） 30
　　柔道整復コースⅠ（昼間部） 30
　　柔道整復コースⅡ（夜間部） 30
　福祉心理学科
　　社会福祉・精神保健福祉コース 38
　（２年次編入学定員） 2
看護保健学部
　高度看護学科
　　高度看護コースⅠ（昼主体） 120
　　高度看護コースⅡ（夜主体） 40
保健科学部
　理学療法学科 40
　作業療法学科 30
健康科学部
　理学療法学科 80

前期（３年） 80
後期（１年） 80

　作業療法学科 39
前期（３年） 39
後期（１年） 39

リハビリテーション学部
　リハビリテーション学科
　　理学療法学専攻 70
　　作業療法学専攻 40
　　言語聴覚学専攻 40
保健医療学部
　柔道整復学科 80
　鍼灸学科 40
　理学療法学科 80
　診療放射線学科 80
　看護学科 80

私立

京都府京都市
学校法人
　大和学園

京都専門職大学

入学定員
（人）

学校法人
　高知学園

高知県土佐市高知リハビリテーション専門職大学

大阪医療福祉専門職大学 大阪府大阪市
学校法人
　日本教育財団

島根県仁多郡奥出雲町
学校法人
　仁多学園

島根保健福祉専門職大学

私立

私立

学校法人
　本山学園

岡山県岡山市岡山医療専門職大学

私立

私立

私立
学校法人
　福岡医療学院

福岡県福岡市福岡専門職大学

区分 大学名 学部・学科等名 位置 設置者 備考

私立 ヤマザキ動物看護専門職短期大学 動物トータルケア学科 80 東京都渋谷区
学校法人
　ヤマザキ学園

平成30年4月名称変更予定
ヤマザキ学園大学→
ヤマザキ動物看護大学

歯科衛生学科
　昼間部 40
　夜間部 40
食育学科 30
（２年次編入学定員） 5

私立

私立

入学定員
（人）

日本歯科専門職短期大学 静岡県磐田市
学校法人
　染葉学園

大阪調理専門職短期大学 大阪府泉大津市
学校法人
　村川学園

http://passnavi.evidus.com/ct.html?ad=eic&page=pdf&number=1&uri=http://eic.obunsha.co.jp/

