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アンケート回答にご協力いただいた大学・研究機関 

 

北海道ブロック 

旭川医科大学 小樽商科大学 帯広畜産大学 北見工業大学 北海道大学  

北海道教育大学 室蘭工業大学 公立はこだて未来大学 札幌市立大学 旭川大学 

札幌大谷大学 札幌学院大学 千歳科学技術大学 苫小牧駒澤大学  

日本赤十字北海道看護大学 藤女子大学 北翔大学 北海道科学大学 

北海道千歳リハビリテーション大学 稚内北星学園大学 

 

東北ブロック 

秋田大学 岩手大学 東北大学 弘前大学 福島大学 山形大学 会津大学 

秋田県立大学 岩手県立大学 国際教養大学 福島県立医科大学 山形県立保健医療大学 

山形県立米沢栄養大学 岩手保健医療大学 奥羽大学 尚絅学院大学 仙台大学 

東北医科薬科大学 東北学院大学 東北工業大学 東北生活文化大学 東北福祉大学 

東北文教大学 八戸工業大学 宮城学院女子大学 

 

東京ブロック 

お茶の水女子大学 東京医科歯科大学 東京外国語大学 東京学芸大学 東京芸術大学 

東京工業大学 東京大学 東京農工大学 一橋大学 首都大学東京 青山学院大学 

跡見学園女子大学 上野学園大学 大原大学院大学 北里大学 共立女子大学 杏林大学 

国立音楽大学 慶應義塾大学 国際基督教大学 こども教育宝仙大学 駒澤大学 

事業構想大学院大学 芝浦工業大学 昭和女子大学 昭和薬科大学 成蹊大学 成城大学 

聖心女子大学 大正大学 大東文化大学 帝京科学大学 帝京平成大学  

東京有明医療大学 東京医科大学 東京家政大学 東京経済大学 東京慈恵会医科大学 

東京女子医科大学 東京女子大学 東京通信大学 東京都市大学 東京薬科大学 

東京理科大学 東邦大学 東洋学園大学 東洋大学 二松学舎大学 日本女子大学  

文京学院大学 星薬科大学 武蔵大学 武蔵野大学 明治薬科大学 明星大学 目白大学  

ヤマザキ動物看護大学 立教大学 和光大学 早稲田大学 海上・港湾・航空技術研究所 

自然科学研究機構 情報・システム研究機構 

 

関東・甲信越ブロック 

茨城大学 宇都宮大学 埼玉大学 信州大学 総合研究大学院大学 千葉大学 

筑波技術大学 筑波大学 長岡技術科学大学 新潟大学 山梨大学 

横浜国立大学 公立諏訪東京理科大学 埼玉県立大学 長野県立大学 新潟県立大学 

開智国際大学 神奈川大学 神奈川工科大学 群馬パース大学 敬愛大学 健康科学大学 
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国際武道大学 埼玉医科大学 埼玉工業大学 相模女子大学 昭和音楽大学 駿河台大学 

千葉工業大学 鶴見大学 東邦音楽大学 獨協大学 長野保健医療大学 

新潟医療福祉大学 新潟青陵大学 新潟薬科大学 日本工業大学 日本薬科大学 

フェリス女学院大学 平成国際大学 横浜創英大学 横浜薬科大学 了德寺大学 

麗澤大学 海洋研究開発機構 科学技術振興機構 高エネルギー加速器研究機構 

国際農林水産業研究センター 森林研究・整備機構 森林総合研究所 水産研究・教育機構 

農業・食品産業技術総合研究機構 物質・材料研究機構 量子科学技術研究開発機構 

 

東海・北陸ブロック 

愛知教育大学 金沢大学 岐阜大学 富山大学 名古屋大学 名古屋工業大学 福井大学 

北陸先端科学技術大学院大学 三重大学 愛知県立大学 石川県立看護大学 

石川県立大学 岐阜県立看護大学 岐阜薬科大学 公立小松大学 静岡県立大学 

静岡文化芸術大学 敦賀市立看護大学 名古屋市立大学 三重県立看護大学 

愛知医科大学 愛知工業大学 愛知淑徳大学 愛知大学 愛知東邦大学 金沢医科大学 

岐阜聖徳学園大学 岐阜女子大学 静岡英和学院大学 静岡産業大学 静岡理工科大学 

椙山女学園大学 聖隷クリストファー大学 中京大学 中部学院大学 中部大学 

桐朋学園大学院大学 豊橋創造大学 名古屋学院大学 名古屋経済大学 名古屋芸術大学 

南山大学 藤田医科大学 四日市大学 

 

近畿ブロック 

大阪教育大学 大阪大学 京都教育大学 京都工芸繊維大学 京都大学 神戸大学 

滋賀医科大学 奈良女子大学 奈良先端科学技術大学院大学 兵庫教育大学 

大阪市立大学 大阪府立大学 京都市立芸術大学 京都府立大学 神戸市看護大学 

滋賀県立大学 奈良県立大学 兵庫県立大学 藍野大学 追手門学院大学 大阪医科大学 

大阪河﨑リハビリテーション大学 大阪体育大学 大阪物療大学 大阪保健医療大学 

大谷大学 関西外国語大学 関西学院大学 京都産業大学 京都情報大学院大学  

京都精華大学 京都薬科大学 近畿大学 甲子園大学 甲南大学 神戸芸術工科大学  

神戸国際大学 神戸松蔭女子学院大学 神戸女学院大学 神戸女子大学 神戸薬科大学 

四天王寺大学 相愛大学 園田学園女子大学 宝塚大学 天理医療大学 天理大学 

同志社女子大学 奈良学園大学 姫路大学  

兵庫医科大学（兵庫医科大学、兵庫医科大学病院、篠山医療センター） 

兵庫医科大学（兵庫医療大学） 佛教大学 武庫川女子大学 明治国際医療大学 

立命館大学 龍谷大学 

 

 

 



74 

 

中国・四国ブロック 

愛媛大学 岡山大学 香川大学 高知大学 島根大学 徳島大学 鳥取大学 

鳴門教育大学 広島大学 岡山県立大学 県立広島大学 高知工科大学 

山陽小野田市立山口東京理科大学 島根県立大学 新見公立大学 山口県立大学 

吉備国際大学 くらしき作陽大学 中国学園大学 比治山大学 広島経済大学  

広島修道大学 広島女学院大学 美作大学 山口学芸大学 

 

九州・沖縄ブロック 

大分大学 鹿児島大学 鹿屋体育大学 九州工業大学 九州大学 熊本大学 佐賀大学 

長崎大学 福岡教育大学 宮崎大学 琉球大学 沖縄県立看護大学 九州歯科大学 

福岡県立大学 福岡女子大学 宮崎県立看護大学 宮崎公立大学  

沖縄科学技術大学院大学 鹿児島国際大学 鹿児島純心女子大学 活水女子大学 

九州国際大学 九州産業大学 九州文化学園長崎国際大学 熊本学園大学 サイバー大学 

第一薬科大学 長崎国際大学 中村学園大学 西九州大学 福岡歯科大学 福岡看護大学 

福岡大学 南九州大学 宮崎産業経営大学 立命館アジア太平洋大学 

 

 

 

地域ブロックごとに国、公、私立、研究機関を 50 音順に掲載しております。 

ご協力いただきました 323大学・研究機関には厚く御礼申し上げます。 

 


