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法人の概要 

 

1．建学の精神 

 

『佛心尽障』  
（知恵と慈しみの心を持って障がいを有する人々の心身を広く支える）  

 

2．学校法人の沿革 

表１ 

年月 内容 

昭和57年3月 学校法人佑愛学園 設立認可 

昭和57年4月 専門学校愛知医療学院 理学療法学科設置 （入学定員30名） 

平成 6年4月   
専門学校愛知医療学院 作業療法学科設置 （入学定員40名） 

   同        理学療法学科定員増（入学定員40名） 

平成 9 年4月  日本福祉建築専門学校 福祉建築学科設置 （入学定員80名）  

平成16年3月  同       閉校    

平成20年４月 愛知医療学院短期大学 リハビリテーション学科設置 

平成22年3月   専門学校愛知医療学院 閉校 

平成22年4月 愛知医療学院短期大学 専攻科リハビリテーション科学専攻設置 

平成26年6月 ゆうあいリハビリクリニック・ゆうあいデイケアセンター設置 

 

3．設置する学校・学科など 

 

（1）愛知医療学院短期大学 リハビリテーション学科 

            専攻科リハビリテーション科学専攻  

（2）医療・福祉業（ゆうあいリハビリクリニック・ゆうあいデイケアセンター）   

 

4．学校・学科等の学生数の状況 

 

表２ 学生数の状況                       （平成 30年 5月 1日現在） 

学校名 学科 
入学 

定員数 
入学者数 収容定員 現員数 

愛知医療学院 

短期大学 

リハビリテーション学科理学療法学専攻 40 57 120 136 

リハビリテーション学科作業療法学専攻 40 44 120 103 

専攻科リハビリテーション科学専攻 20 1 20 1 

 計 100 102 260 240 
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5．役員の概要 

定数 理事7名・監事2名 

表3 理事・監事                          （平成30年5月1日現在）                            

区分 氏名 常勤・非常勤の別 摘要 

理事長 丹羽 治一 常 勤 
昭和57年 4月 

平成  2年 3月 

理事就任 

理事長就任 

常務理事 舟橋 啓臣 常 勤 平成22年10月 理事就任 

理 事 成瀬 隆吉 非常勤 平成13年  6月 理事就任 

理 事 中島 俊朗 非常勤 

昭和57年  4月 

平成10年  5月 

平成17年  5月 

理事就任 

理事退任 

理事就任 

理 事 鳥居 昭久 常 勤 平成18年  5月 理事就任 

理 事 櫛田  久 非常勤 平成25年  4月 理事就任 

理 事 小川由美子 常 勤 平成26年  6月 理事就任 

監 事 丹羽 義治 非常勤 平成14年  5月 監事就任 

監 事 式庄 憲二 非常勤 平成26年  6月 監事就任 

 

表4 理事・監事                          （平成30年6月22日～）                            

区分 氏名 常勤・非常勤の別 摘要 

理事長 丹羽 治一 常 勤 
昭和57年 4月 

平成  2年 3月 

理事就任 

理事長就任 

常務理事 舟橋 啓臣 常 勤 平成22年10月 理事就任 

理 事 石川  清 常 勤 平成30年  6月 理事就任 

理 事 中島 俊朗 非常勤 

昭和57年  4月 

平成10年  5月 

平成17年  5月 

理事就任 

理事退任 

理事就任 

理 事 鳥居 昭久 常 勤 平成18年  5月 理事就任 

理 事 和田 典之 非常勤 平成30年  6月 理事就任 

理 事 小川由美子 常 勤 平成26年  6月 理事就任 

監 事 丹羽 義治 非常勤 平成14年  5月 監事就任 

監 事 式庄 憲二 非常勤 平成26年  6月 監事就任 
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6．評議員の概要 

評議員定数 15名 

表 5  評議員                          （平成30年5月1日現在）                          

氏名 主な現職など 

丹羽 治一 学校法人佑愛学園理事長      

舟橋 啓臣 学校法人佑愛学園常務理事・愛知医療学院短期大学学長 

成瀬 隆吉 学校法人佑愛学園理事・愛知医科大学名誉教授 

中島 俊朗 学校法人佑愛学園理事・味美中島歯科医院院長 

福井 壽男 特定非営利活動法人健康な脳づくり副理事長 

阪上 隆則 千種橋歯科医院院長 

岡田  久 公立陶生病院中央リハビリテーション部第3理学療法室室長 

天野 孝介 特別養護老人ホーム施設長 

片岡 寿雄 岩倉病院リハビリテーションセンター部長 

鳥居 昭久 学校法人佑愛学園理事・愛知医療学院短期大学副学長 

小川由美子 学校法人佑愛学園理事・法人本部長 

阪井 義孝 阪井義孝公認会計士事務所所長 

林  由恵 五条川リハビリテーション病院作業療法士 

横井 清  ゆうあいリハビリクリニック・ゆうあいデイケアセンター院長 

杉田 貴信 杉田労務管理事務所所長 

 

表 6 評議員                           （平成30年6月22日～）                          

氏名 主な現職など 

丹羽 治一 学校法人佑愛学園理事長      

舟橋 啓臣 学校法人佑愛学園常務理事・愛知医療学院短期大学学長 

石川  清 学校法人佑愛学園理事・愛知医療学院短期大学学長 

中島 俊朗 学校法人佑愛学園理事・味美中島歯科医院院長 

岡田  久 公立陶生病院中央リハビリテーション部第3理学療法室室長 

天野 孝介 特別養護老人ホーム施設長 

片岡 寿雄 岩倉病院リハビリテーションセンター部長 

鳥居 昭久 学校法人佑愛学園理事・愛知医療学院短期大学副学長 

小川由美子 学校法人佑愛学園理事・法人本部長 

阪井 義孝 阪井義孝公認会計士事務所所長 

林  由恵 五条川リハビリテーション病院作業療法士 

横井 清  ゆうあいリハビリクリニック・ゆうあいデイケアセンター院長 

杉田 貴信 杉田労務管理事務所所長 

和田 典之 学校法人佑愛学園理事・株式会社和田製作所代表取締役 

田原 靖子 学校法人佑愛学園愛知医療学院短期大学統括管理部教育研究推進課課長 
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7．教職員の概要 

 

表7 愛知医療学院短期大学教職員            （平成30年5月1日現在）（単位：人） 

区 分 法人本部 
愛知医療学院 

短期大学 
合 計 

教員 
本務 

学長（教授） 0 1 1 

教授 0 6 6 

准教授 0 2 2 

講師 0 5 5 

助教 0 5 5 

助手 0 0 0 

本務教員合計 0 19 19 

兼務 － 0 42 42 

職員 
本務 

事務系 4 7 11 

教務系 0 0 O 

本務職員合計 4 7 11 

兼務 － 0 4 4 

 

 

表8 収益事業(ゆうあいリハビリクリニック・ゆうあいデイケアセンター)職員 

（平成30年5月1日現在）（単位：人） 

職 種 専任 兼任 計 

医 師 1 4 5 

看護師 1 2 3 

理学療法士 4 3 7 

作業療法士 2 0 2 

介護福祉士 0 2 2 

事務長 0 0 0 

受付・請求事務 1 2 3 

リハビリ助手・運転手 0 2 2 

合 計 9 15 24 
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事業の概要 

１．主な事業 

（1）理事会の開催 

平成30年度理事会の開催状況、議事内容は以下のとおりである。 

 

表9 平成30年度理事会開催状況 

開催年月日 出席者数 
監事の 

出席状況 
議事内容 

平成30年5月24日 6/7 

 

2/2 第1号議案 平成29年度事業報告及び決算報告につ

いて 

第2号議案 奨学金「夢サポート奨学金Ｂ」の貸与に

ついて 

平成30年5月24日 6/7 2/2 第1号議案 監事の選任について 

平成30年6月22日 7/7 

 

2/2 第1号議案 理事長選任について承認を求める件 

平成30年6月28日 7/7 

（内、意思

表示1名） 

2/2 第1号議案 常務理事選任について 

 

平成30年9月27日 

 

7/7 

（内、意思

表示1名） 

 

1/2 第1号議案 城南キャンパス（土地・建物）の売却に

ついて 

第2号議案 新校舎建設用地購入について 

第3号議案 キャンパス移転（売却）に伴う新校舎建

設について 

第4号議案 新校舎設計者選定について 

第5号議案 愛知医療学院短期大学職員採用について 

平成30年11月1日 

 

7/7 

 

1/2 第1号議案 こども園園舎建設業者入札条件について 

第2号議案 こども園園舎建設用地購入について 

第3号議案 愛知医療学院短期大学職員採用について 

第4号議案 愛知医療学院短期大学学長候補者の推薦

について 

平成30年11月12日 7/7 2/2 第1号議案 寄附行為変更について 

第2号議案 学校法人佑愛学園職員採用について 

平成30年12月20日 

 

7/7 

 

2/2 第１号議案 ２０１８年度第一回補正予算について 

第２号議案  （仮称）愛知医療学院短期大学附属ゆうあ 

        いこども園園舎建設業者の指名について 

第３号議案 愛知医療学院短期大学３つの方針および学 

        習成果の変更について 

第４号議案 各種規程の変更について 

第５号議案 愛知医療学院短期大学学長に石川 清を  
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        選出することについて 

第６号議案 職員の退職について 

第７号議案 職員の採用について 

第８号議案 職員の定年延長について 

第９号議案 職員の定年退職延長について 

第１０号議案 校舎各室の用途及び面積の変更について 

平成31年2月4日 7/7 

（内、意思

表示2名） 

2/2 第1号議案 こども園園舎建設用地購入について 

第2号議案 愛知医療学院短期大学職員採用について 

平成31年3月28日 7/7 

（内、意思

表示2名） 

2/2 第１号議案 ２０１９年度事業計画（案）および収支予算

（案）について 

第２号議案 理事の選任条項を変更することについて 

第３号議案 校地の変更（用途変更）について  

第４号議案 愛知医療学院短期大学名誉称号規程の制

定について 

第５号議案 愛知医療学院短期大学学長舟橋啓臣に名

誉学長の称号を付与することについて 

第６号議案 愛知医療学院短期大学講師清島大資の職

位変更について 

 

（2）評議員会の開催 

平成30年度評議員会の開催状況、議事内容は以下のとおりである。 

 

表10 平成30年度評議員会 

開催年月日 出席者数 監事の 

出席状況 

議事内容 

平成30年5月24日 15/15 

（内、意思 

表示4） 

2/2 第１号議案 平成２９年度事業報告ならびに決算報告に

ついて 

第２号議案 理事会で選出した監事候補者の同意につい 

        て 

第３号議案 理事会で推薦された評議員候補を評議員

に選任することについて 

第４号議案 評議員のうちから理事を選任することについ 

        て 

平成30年11月12日 

 

15/15 

（内、意思 

表示3） 

2/2 第１号議案 寄附行為変更について 

 

平成30年12月20日 14/15 

（内意思 

表示3） 

2/2 第1号議案 平成30年度第一回補正予算について 

 

平成31年3月28日 14/15 

（内意思 

表示3） 

2/2 第1号議案 2019年度事業計画（案）ならびに収支予 

     算（案）について 
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(3)監事の職務執行状況 

平成30年度における監事の職務執行状況は以下のとおりである。 

 

表11 平成30年度監事の職務 

職務内容 実施時期 職務執行状況 

理事会・評議員会出席 理事会 

評議員会開催時 

①理事会・評議員会に出席し、議案の説明、審議経

過及び議決内容を確認し、業務執行の状況を把握す

るとともに監事として意見を具申 

認証評価（訪問調査）

対応 

平成30年9月18 

～19日 

①訪問調査への対応 

学校法人監事研修会出

席 

平成30年10月29日 ①「私学行政の現状と課題等について 

②日本私立学校振興・共済事業団による説明  

③有識者の講演 

  「教育環境充実のための監査について」 

④パネルディスカッション 

  「教育環境充実のための監査について～教学面  

   の監査の在り方について～」 

監事監査 平成31年 5月8日 ①業務監査  

②財産監査 

 

（4）法人全体の取り組み 

①中期実行計画の推進 

・中期実行計画（平成 26～30年度）の終年度となる当該年度は、認定こども園設立準備に注力

し、計画どおりに進捗している。 

 

②平成 30 年度事業計画 

・愛知医療学院短期大学教育の充実・向上に努めるとともに、収益事業部門の経営改善に努めた

（デイケアセンターを 3 部から 4 部へ増設）。 

 

③人事 

・愛知医療学院短期大学リハビリテーション学科理学療法学専攻教授1名、同学科作業療法学専攻教授

1名採用。 

・統括管理部キャリア支援課（嘱託職員）1名採用。 

・専任司書（嘱託職員）1名採用。 

・石川教授副学長就任（平成30年11月1付）。 

・学長辞任に伴う新学長選出（平成31年4月1日付就任）。 

・名誉学長の称号付与決定（平成31年4月1日付就任）。 
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・教員評価の実施。 

・教員の職制の検討。 

 

④認定こども園設立準備 

 ・園舎建設業者の入札・決定。2月4日起工式実施。 

 ・設置認可事前承認申請・認可。 

 ・園舎建設用地の購入。 

 ・園舎建設用地の一部について埋蔵文化財発掘の実施。 

 ・清須市保育所等施設整備事業費補助金の申請。 

 ・保育教諭募集活動（HP掲載・大学訪問など）。 

 ・清須市との打ち合わせ。 

  

⑤財務 

・入学定員の確保、退学者・留年者の低減に努めた（平成31年度入学者94名）。 

・こども園園舎建設関連の支出。 

・収益事業部門の安定経営に努め、平成30年度は純損失25,676千円計上。 

・3年次留年者対象の授業料減免。 

 

⑥その他法人の取り組み 

・法人の事務所を「田中町32番地3」から「一場神明前519番地」へ変更。 

・任期満了に伴う理事・監事・評議員の選出。 

・日本短期大学基準協会認証評価受審。 

・城南キャンパス土地・校舎売却に伴う引越し。城南キャンパスの機能を城北キャンパスに統合 

・平成31年度に向けて法人組織の変更について検討。 

・創立記念式典の開催。 
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愛知医療学院短期大学の基本計画達成状況 

 

平成30年度基本計画の達成状況は以下のとおりである。 

 

[1]教育の質的向上 

基本計画 達成状況 

①教育課程の再構築 ・カリキュラム検討委員会立ち上げ 

・新カリキュラム案を作成 

・履修規程変更の変更（平成30年4月1日付） 

②国家試験結果の検証と対策 ・平成 29 年度国家試験の結果について分析と対策

を検討し、対応 

・早期補習の実施 

・研究生（昨年度不合格者）への対応 

・外部模試の実施 

・モチベーションを上げるための学生支援室職員から

ヒアリングの実施 

・国家試験対策強化月間の実施 

・平成 30 年度国家試験の結果を受けて、国家試験

対策の検討、開始した 

③教員の研究を核としたブランディング事業への学生の

参画 

・私立大学研究ブランディング事業申請 

・採用はかなわなかったが、本事業継続を確認 

④GPA制度の検証 ・平成30年4月1日付新規程により運用開始 

⑤IR機能の充実による情報収集・分析および可視化 ・学習行動調査の実施 

・国家試験対策としての学習状況調査の実施・把握 

・卒業生アンケートの実施 

・授業評価アンケートの実施  他 

⑥成績不振者、留年者へのフォローアップ ・実力テストの結果に基づく 1・2年次の補習実施 

・保護者懇談会の実施（理学療法学専攻のみ実施、

作業療法学専攻は随時実施） 

⑦特待生制度の見直し ・新特待生制度の策定・決定（平成 31 年 4 月運用

開始） 

⑧他大学との連携の具現化 ・ＦＤ＆ＳＤ研修会の共同実施 

・清須市民げんき大学講師の依頼 

⑨その他 ・3 つの方針、学修成果、アセスメントポリシーを見直

した 

・新カリキュラムマップの検討・作成（平成31年4月

運用開始） 

・就職活動支援 

（求人施設数：622 施設・求人数理学療法学専攻：

2,327人・作業療法学専攻：2,180人 計4,507人） 
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[2]入学前教育・初年次教育 

基本計画 達成状況 

①入学前教育・初年次教育の充実 ・ＡＯ入試合格者への入学前課題 

  指定図書のレポート作成 

  ゆうあいデイケアセンター体験・ディスカッション 

・入学前スクール開催（全入学生対象）   

 

 [3]学生支援の充実 

基本計画 達成状況 

①学内奨学金 ・夢サポート奨学金Ｂ採用者1名 

・学納金分納（理学3名・作業1名・研究生1名） 

②キャリア教育、就職支援の充実 ・就職活動支援 

  就職活動ガイダンス 

  就職説明会 

  求人情報メールの配信（学生向け） 

・学生満足度調査結果の関連委員会による検討・対 

応 

・新3年生就職活動セミナーの実施 

   社会人としての心構え（卒業生） 

   履歴書・面接のマナー（外部業者） 

   就職活動の手順（キャリア支援課） 

   クレペリン検査の実施 

③臨床心理士への相談 ・面談63件・メール 6件 

 

[4]地域貢献・社会貢献 

基本計画 達成状況 

①清須市との官学連携事業「清須市民げんき大学」な

ど、地域活性化に向けた取り組みの充実 

・清須市民げんき大学第2期生21名 

・地域リハビリテーション活動支援事業 

・保育園事業 

・クリーンナップ作戦  他 

②出前講義の充実 28件実施  （受講者数：2,427名 

※平成29年度 25件 3,016名 

   平成28年度 18件 2,362名 

③高大接続の具現化 ・継続審議中 

 

[5]戦略的広報の展開 

基本計画 達成状況 

①本学の特色などの情報発信の強化 ・ＨＰ、インスタグラム、ライン、ツイッターを活用した

情報発信 

・学外ガイダンスへの参加（399人へ説明） 

※平成29年度：278人 

平成28年度：339人 

②オープンキャンパス企画 ・オープンキャンパス 10 回実施、受験生（保護者を

除く）294名参加 
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※ 平成29年度：受験生237名参加 

   平成28年度：受験生240名参加 

③高等学校訪問の充実 ・延べ 476高校を訪問 

※ 平成29年度：延べ 490高校 

平成28年度：延べ 596高校 

 

[6]入試戦略の強化 

基本計画 達成状況 

①本学のアドミッションポリシーに基づいた入試改革 ・理学療法学専攻へのＡＯ入試の導入 

・一般入学試験Ａ日程の複数回受験の導入 

 

[7]教育環境の整備 

①城南キャンパス（1号館）の利用方法を含む施設に関

する中長期計画の策定 

・平成 32 年度に城南キャンパスを売却し、城北キャ

ンパスへの新校舎建設の検討を開始した 

②経年劣化した施設設備の優先的課題の明確化と対

応 

・新校舎建設を含めて継続審議中 

③A棟外壁工事の実施 ・A棟屋上防水工事を併せて実施 

表12 愛知医療学院短期大学学生数など 

年 度 平成25 平成26 平成27 平成28 平成29 平成30 前年度比 

入学定員 80 80 80 80 80 80 0 

志願者数 211 170 171 168 122 166 44 

入学者 95 86 79 80 75 101 26 

充足率 118.8% 107.5% 98.8% 100.0% 93.8％ 126.3％ 32.5% 

収容定員 240 240 240 240 240 240 0 

現員 241 250 253 250 225 239 14 

充足率 100.4％ 104.2% 105.4％ 104.2% 93.8％ 99.6％ 5.8% 

専攻科入学定員 20 20 20 20 20 20 0 

専攻科学生数  2 4 3 3 2 1 △1 
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表13 国家試験合格率 

年 度 専 攻 本 学 全 国 

平成30年度 
理学療法学 100.0％ 85.8％ 

作業療法学 52.5％ 76.2％ 

平成29年度 
理学療法学 97.5％ 81.4％ 

作業療法学 56.4％ 76.2％ 

平成28年度 
理学療法学 100.0％ 90.3％ 

作業療法学 76.9％ 83.7％ 

平成27年度 
理学療法学 88.9％ 74.1％ 

作業療法学 89.7％ 87.6％ 

平成26年度 
理学療法学 96.8％ 82.7％ 

作業療法学 68.4％ 77.5％ 

平成25年度 
理学療法学 100.0％ 83.7％ 

作業療法学 100.0％ 86.6％ 
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施設等の状況 

施設設備の状況は次のとおりである。 

表11 現有施設設備の所在地など 

所在 地目 地積（㎡） 目的 備考 

（校地）     

愛知県清須市清洲田中町32番3 宅地 332.07  校舎敷地 城南キャンパス 

愛知県清須市清洲田中町32番11 宅地 482.95  校舎敷地 城南キャンパス 

愛知県清須市清洲古川2761番5 宅地 3.12  校舎敷地 城南キャンパス 

愛知県清須市清洲古川2762番3 宅地 7.08  校舎敷地 城南キャンパス 

愛知県清須市清洲古川2763番3 宅地 2.40  校舎敷地 城南キャンパス 

  小計 827.62     

清須市一場神明前516番 雑種地 231.00 校舎敷地 城北キャンパス 

清須市一場神明前517番 雑種地 69.00 校舎敷地 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前519番 宅地 773.55  校舎敷地 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前520番1 宅地 99.02  校舎敷地 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前520番2 宅地 99.06  校舎敷地 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前523番1 宅地 20.23  校舎敷地 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前523番8 宅地 110.19  校舎敷地 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前527番2 学校用地 575.00  校舎敷地 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前524番2 宅地 120.52  校舎敷地 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前515番 学校用地 489.00  校舎敷地 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前515番4 学校用地 61.00  校舎敷地 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前529番2 雑種地 164.00  校舎敷地 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前561番1 田 670.00  実習用農地 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前558番1 宅地 66.06  実習用農地 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前532番5 田 9.13 グラウンド 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前532番6 田 39.0 グラウンド 城北キャンパス 

  小計 3,595.76     

校地計 4,423.38    

 （その他）       

愛知県清須市一場神明前529番1 学校用地 30.00  駐輪場 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前527番3 宅地 428.74  駐車場 城北キャンパス 

愛知県清洲市一場神明前528番 学校用地 373.00  駐車場 城北キャンパス 



14 

 

愛知県清須市一場神明前524番3 公衆用道路 23.00  校地外 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前518番1 宅地 185.09 法人敷地(C棟) 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前563番1 宅地 8.79 法人敷地(C棟) 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前515番2 宅地 56.57 法人敷地(C棟) 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前516番1 宅地 68.79 法人敷地(C棟) 城北キャンパス 

愛知県清須市一場神明前565番 畑 456.00 園舎敷地  

  合計 1,629.98    

 （福利厚生施設用地）     

岐阜県高山市荘川町六厩傘北平

850-10 
山林 268.00 福利厚生施設用地  

岐阜県高山市荘川町六厩傘北平

850-11 
山林 306.00 福利厚生施設用地  

 合計 574.00   

借地     

清須市一場神明前523番7 宇佐美 152.00  その他 城北キャンパス 

清須市一場神明前526番2 平松 120.57  駐車場 城北キャンパス 

清須市一場神明前530番 津坂 753.00  グラウンド 城北キャンパス 

清須市一場神明前532番3 平松 21.82  駐車場 城北キャンパス 

清須市一場上中畦315番 竹田 400.19 C棟 城北キャンパス 

清須市一場上中畦315番1 竹田 43.96 C棟 城北キャンパス 

清須市一場上中畦316番1 竹田 113.54 C棟 城北キャンパス 

清須市一場上中畦322番1 竹田 298.70 C棟 城北キャンパス 

清須市一場上中畦323番1 竹田 25.01 C棟 城北キャンパス 

清須市一場上中畦324番2 竹田 3.78 C棟 城北キャンパス 

清須市一場上中畦320番1 日下部 296.34 駐車場 城北キャンパス 

清須市清洲上中畦303番6の一部 河村 6.70 C棟 城北キャンパス 

清須市一場神明前526番2 平松 120.57  駐車場 城北キャンパス 

清須市一場神明前566番1 平松 1,419.00  駐車場 城北キャンパス 

清須市一場神明前572番1 平松 35.00  駐車場 城北キャンパス 

清須市一場神明前581番1 平松 16.00  駐車場 城北キャンパス 

清須市一場神明前581番3 平松 3.30  駐車場 城北キャンパス 

清須市一場神明前582番 平松 79.00  駐車場 城北キャンパス 

清須市一場神明前584番1 平松 201.00  駐車場 城北キャンパス 

清須市一場神明前584番3 平松 3.3  駐車場 城北キャンパス 
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清須市一場神明前585番2 平松 3.3  駐車場 城北キャンパス 

清須市一場神明前586番4 平松 18.70  駐車場 城北キャンパス 

清須市一場神明前586番5 平松 6.54  駐車場 城北キャンパス 

   合計 4,597.32      

 

表12 校舎など 

城北キャンパス 

校舎 

 

A棟 

 

住  所 愛知県清須市一場神明前519 

床面積 2,458.87㎡ 

施設概要 講義室・体育室兼講堂・学生ロッカー室・研究室 他 

B棟 

住  所 愛知県清須市一場神明前527-2 

床面積 1,040.2㎡ 

施設概要 
治療実習室・基礎医学実習室・機能回復訓練室・ 

コンピュータ室兼語学学習室 他 

C棟 

住  所 愛知県清須市清洲上畦315 他 

床面積 1,114.56㎡ 

施設概要 
1F：収益事業 

2F：研究室・会議室 他 

D棟 

住  所 愛知県清須市神明前515 他 

床面積 870.03㎡ 

施設概要 
1F：学生ホール 

2F：ラーニングコモンズ・講義室 他 

城南キャンパス 

校舎 
1号館 

住  所 愛知県清須市清洲田中町32-11 

床面積 1,336.05㎡ 

施設概要 講義室・演習室・装具加工室・水治療室・レクリエーション室 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


