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平成16年6⽉3⽇認可分 中期計画（別表）

平成16年度

総合科学部 1,070⼈

医学部
 （うち医師養成に係る分野 570⼈）

1,158⼈

⻭学部 345⼈

薬学部 320⼈

⼯学部 2,700⼈

⼈間・⾃然環境研究科 68⼈

医科学教育部
 （うち修⼠課程 40⼈）

 （博⼠課程 248⼈）
288⼈

⼝腔科学教育部 80⼈

栄養⽣命科学教育部
 （うち修⼠課程 36⼈）

 （博⼠課程 26⼈）
62⼈

薬科学教育部
 （うち修⼠課程 101⼈）

 （博⼠課程 44⼈）
145⼈

⼯学研究科
 （うち修⼠課程 462⼈）

 （博⼠課程 111⼈）
573⼈

平成17年度 総合科学部 1,065⼈

医学部
 （うち医師養成に係る分野 570⼈）

1,298⼈

⻭学部 340⼈

薬学部 320⼈

⼯学部 2,700⼈

⼈間・⾃然環境研究科 68⼈

医科学教育部
 （うち修⼠課程 40⼈）
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（博⼠課程 256⼈）

⼝腔科学教育部 88⼈

栄養⽣命科学教育部
 （うち修⼠課程 44⼈）

 （博⼠課程 31⼈）
75⼈

薬科学教育部
 （うち修⼠課程 126⼈）

 （博⼠課程 55⼈）
181⼈

⼯学研究科
 （うち修⼠課程 462⼈）

 （博⼠課程 111⼈）
573⼈

 

平成18年度

総合科学部 1,060⼈

医学部
 （うち医師養成に係る分野 570⼈）

1,298⼈

⻭学部 335⼈

薬学部 320⼈

⼯学部 2,700⼈

⼈間・⾃然環境研究科 68⼈

医科学教育部
 （うち修⼠課程 40⼈）

 （博⼠課程 256⼈）
296⼈

⼝腔科学教育部 96⼈

栄養⽣命科学教育部
 （うち修⼠課程 44⼈）

 （博⼠課程 36⼈）
80⼈

薬科学教育部
 （うち修⼠課程 126⼈）

 （博⼠課程 66⼈）
192⼈

⼯学研究科
 （うち修⼠課程 462⼈）

 （博⼠課程 111⼈）
573⼈

平成19年度

総合科学部 1,060⼈

医学部
 （うち医師養成に係る分野 570⼈）

1,298⼈

⻭学部 330⼈

薬学部 320⼈

⼯学部 2,700⼈

⼈間・⾃然環境研究科 68⼈

医科学教育部
 （うち修⼠課程 40⼈）

 （博⼠課程 256⼈）
296⼈

⼝腔科学教育部 104⼈

栄養⽣命科学教育部
 （うち修⼠課程 44⼈）

 （博⼠課程 36⼈）
80⼈

薬科学教育部
 （うち修⼠課程 126⼈）

 （博⼠課程 66⼈）
192⼈

⼯学研究科
 （うち修⼠課程 462⼈）

 （博⼠課程 111⼈）
573⼈
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平成20年度

総合科学部 1,060⼈

医学部
 （うち医師養成に係る分野 570⼈）

1,298⼈

⻭学部 325⼈

薬学部 320⼈

⼯学部 2,700⼈

⼈間・⾃然環境研究科 68⼈

医科学教育部
 （うち修⼠課程 40⼈）

 （博⼠課程 256⼈）
296⼈

⼝腔科学教育部 104⼈

栄養⽣命科学教育部
 （うち修⼠課程 44⼈）

 （博⼠課程 36⼈）
80⼈

薬科学教育部
 （うち修⼠課程 126⼈）

 （博⼠課程 66⼈）
192⼈

⼯学研究科
 （うち修⼠課程 462⼈）

 （博⼠課程 111⼈）
573⼈

平成21年度

総合科学部 1,060⼈

医学部
 （うち医師養成に係る分野 570⼈）

1,298⼈

⻭学部 320⼈

薬学部 320⼈

⼯学部 2,700⼈

⼈間・⾃然環境研究科 68⼈

医科学教育部
 （うち修⼠課程 40⼈）

 （博⼠課程 256⼈）
296⼈

⼝腔科学教育部 104⼈

栄養⽣命科学教育部
 （うち修⼠課程 44⼈）

 （博⼠課程 36⼈）
80⼈

薬科学教育部
 （うち修⼠課程 126⼈）

 （博⼠課程 66⼈）
192⼈

⼯学研究科
 （うち修⼠課程 462⼈）

 （博⼠課程 111⼈）
573⼈

最終更新⽇︓2011年3⽉30⽇
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