2018年4月、
赤坂キャンパス開設予定

国際医療福祉大学

受験生・保護者・教育関係者必見！

参加無料・要予約
当日参加も可能

※設置認可申請中

赤坂キャンパス説明会

◆赤坂心理・医療福祉マネジメント学部〈心理学科／医療マネジメント学科〉
◆大学院 医学研究科〈公衆衛生学専攻／医学専攻〉
●アクセス至便！ 東京メトロ赤坂見附駅から徒歩3分です。
赤坂
●20年の歴史を持つ医療福祉の総合大学ならではの実践的なカリキュラムで、
キャンパスの
心理学・医療マネジメントを学べます。
ポイント
●防災機能を整備するなど地域交流の拠点をめざします。

完成予想図

※2017年4月現在。
上記内容は予定であり、
変更する可能性があります。

主催者挨拶・大学紹介

2017年

矢﨑 義雄
国際医療福祉大学 総長
東京大学医学部卒業。
東京大学医学部教授、
東京大学医学部長、
日
本内科学会理事長、
日本循環器学会理事長、
日本医学会副会長、
第
28回日本医学会総会 会頭などを歴任。
国立国際医療センター名誉
総長、
独立行政法人国立病院機構名誉理事長。
わが国の医学・医療
の発展に多大な貢献を行ったとして、
紫綬褒章ならびに瑞宝大綬章を
受章。

●13：00〜13：20 主催者挨拶・大学紹介 ： 矢﨑義雄総長
●13：25〜14：10 赤坂キャンパス概要説明 ： 高橋泰学部長予定者

高橋 泰

●14：20〜14：50 心理学科紹介 ： 和田秀樹教授予定者

赤坂心理・医療福祉マネジメント学部 学部長予定者

●14：50〜15：20 パネルディスカッション
「医療マネジメントの世界」

金沢大学医学部卒業。東京大学 病院研 修医、
東京大学医学系大学
院、
米国スタンフォード大学アジア太平洋研究所客員研究員、
ハーバー
ド大学公衆衛生校武見フェローを経て1997年より国際医療福祉大学
教授、
医療経営管理学科長、
大学院教授を経て2018年度赤坂心理・
医療福祉マネジメント学部長就任予定。
現在、
内閣府日本再生本部構
造改革徹底推進会合医療福祉部門副会長。

ＴＫＰガーデンシティ渋谷
1F ホールA

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-22-3

和田 秀樹

【アクセス】
宮下
公園

LOFT

赤坂心理・医療福祉マネジメント学部 心理学科教授予定者
国際医療福祉大学大学院 教授／精神科医
東京大学医学部卒業。
精神科医。
国際医療福祉大学大学院にて臨床
心理士養成課程での指導を行う傍ら、
心理学･教育問題･人材開発･大
学受験などの幅広いフィールドで多くの著書を執筆し、
テレビ･ラジオ･雑
誌などでも精力的に活動している。

西武
渋谷A館

りそな

宮益坂口 銀行
ハチ公口

准教授予定者

大田原キャンパス医療福祉・マネジメント学科教員

国際医療福祉大学医療福祉学部医療経営管理学科卒。
診療情報管理学博
士。
診療情報管理士。
2013年４月より同大学助教。

栃木県大田原市北金丸2600-1

ＴＫＰ
ガーデンシティ渋谷

入試事務室 TEL：0287-24-3200

【大田原キャンパス（栃木県）
】
保健医療学部／医療福祉学部／薬学部（6年制）
【成 田 キ ャンパ ス（千葉県）
】
医学部／成田看護学部／成田保健医療学部
【小田原キャンパス
（神奈川県）
】
小田原保健医療学部

進学相談会

同時
開催

●JR
山手線・埼京線・湘南新宿ライン
渋谷駅 徒歩3分
●東京メトロ
銀座線・半蔵門線・副都心線
渋谷駅 徒歩2分
●東急東横線
渋谷駅 徒歩2分
●東急田園都市線
渋谷駅 徒歩2分
※ご来場の際は
公共の交通機関を
ご利用ください。

予約不要
入退場自由

13：30〜16：00／1F ホールB

本学スタッフが皆さんのご質問に個別にお答えいたします。

参加特典
進呈

●高校推薦入試一般常識試験過去問題（抜粋資料）
●一般入試過去問題（赤本ＣＤ-ＲＯＭ）

□ 国際医療福祉大学ってどんな大学？ □ 入試の科目や対策は？
□ 医療や福祉の将来性は？
□ めざせる国家資格は？
何でもお気軽にご相談ください。資料閲覧・配布コーナーもご用意。ぜひお立ち寄りください！

参加申し込み方法

〒324-8501

東口

渋谷ヒカリエ

JR渋谷駅

教授予定者

立教大学経済学部卒業。
経営学博士。
三井住友銀行法人業務推進部部長代理、
同監査部考査役などを経て、
2013年６月より国際医療福祉大学大学院准教授。

滝澤 雅美

渋谷
郵便局

西口

新潟大学医学部卒業。
医学博士。
国際医療福祉大学付属三田病院副院長などを経
て、
2013年４月より国際医療福祉総合研究所教授。

羽田 明浩

三菱
UFJ銀行

東京メトロ
渋谷駅

SHIBUYA
109

パネルディスカッション
「医療マネジメントの世界」

武藤 正樹

日

13：00〜15：20
（12：30〜受付・開場）

赤坂キャンパス概要説明

心理学科紹介

5／14

WEB

本学ホームページよりお申し込みください。 国際医療福祉大学

検索

①郵便番号・住所・電話番号 ②氏名（ふりがな）③年齢 ④職業
⑤参加人数 ⑥会場名 をご記入のうえ、下記までお送りください。
ハガキ 〒107−0062
QR
東京都港区南青山１−２４−１
国際医療福祉大学 広報部 特別講演会事務局

TEL
FAX

03-5797-2689（受付時間：10〜17時、土・日除く）
03-5797-2574 郵送と同様に①〜⑥の内容をご記入ください。

※満席の場合はお断りさせていただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。

1995年
（平成7年）
、栃木県大田原市にわが国初の「医療福祉の総合大学」
として開学。以来、建学の精神として掲げる、病める人も、障害を持つ人
も、健常な人も、互いを認め合って暮らせる
「共に生きる社会」の実現をめざした教育を行っています。現在は栃木県大田原市のほか、千葉県成田
市と神奈川県小田原市、福岡県福岡市および大川市にキャンパスを配置し、2017年4月には成田キャンパスに医学部を開設。9学部22学科を擁す
る医療福祉の総合大学という特長を生かした「チーム医療・チームケア」教育に力を入れています。

国際 医 療 福 祉 大 学だからできること

1

2
3
4

5

関連職種連携教育

「チーム医療・チームケア」
を在学中に体験

ひとりの患者さんや利用者の方に対して、複数の医療福祉専門職が連携・協力して治療やケアにあたる
「チーム医療・チームケア」
。
より質の高い治療やサービス
を提供するために不可欠と言われている仕組みです。
本学では、
さまざまな医療福祉専門職を養成すると同時に、
「チーム医療・チームケア」
の考え方や必要なスキ
ルを在学中から身につけていきます。
その一連のカリキュラムが
「関連職種連携教育」
です。
施設見学・講義・体験学修・臨床実習の 4 段階からなるプログラムです。

教授陣は各分野の第一人者

各分野の第一人者が、
最新スキルを直接指導

先進のスキルや医療知識は、その道の第一人者に教わるのが一番いい。
そんな方針で本学は開学当初から、各職能団体のトップが学生を直接指導しています。
臨
床実習では、附属病院・関連施設の医師や各専門職が現場での最新医療を伝授。
実際に患者さんの身体や医療機器に触れながらスキルを自分のものにしてい
きます。

充実の附属病院・関連施設

4つの附属病院をはじめ、
多くの附属・関連施設が実習を強力にバックアップ

本学は４つの大学附属病院をはじめ、臨床医学研究センターという位置づけの関連病院・施設を各地に保有しており、
これは他大学には類を見ない充実ぶりと言
えるでしょう。
すべての学科がこれらの施設で実習を行います。

高い国家試験合格率

万全の体制が生む全国トップクラスの国家試験合格率

医療福祉の道を志す人にとって、国家資格は重要なパスポート。
「合格できるだろうか」
ではなく
「合格する」
。
本学では国家試験全員合格をめざして、
きめ細かなサポートを行っ
ています。
その結果、
２０１6 年度は看護師
（小田原保健医療学部）
、保健師
（小田原保健医療学部／福岡看護学部）
、理学療法士
（小田原保健医療学部）
、視能訓練士
（保
健医療学部）
において合格率１００％を達成したほか、
薬剤師
（薬学部）
で合格率 99.1% になるなど、
全学部・全学科で、
全国合格率を上回る高い合格率を達成しています。

圧倒的な求人数と就職率

1人あたり約77人の求人数は信頼の証

毎年、全国から寄せられる本学の求人数にはきっと驚かれることでしょう。
２０１6 年度卒業生への求人数は、全学部・学科合わせて１01,444 人、学生１人あたり約
77人という圧倒的な数となりました
（２０１7 年３月３１日現在）
。
これは多くの卒業生が、医療福祉などの現場で活躍している証でもあります。
先輩たちが築き上げた
「国際医療福祉大学の卒業生なら安心」
という評価と信頼が、
この求人数に繋がっているのです。
就職率は毎年、
100％を実現しています。

医療福祉の世界をオープンキャンパスで体感しよう！
大田原キャンパス
（栃木県）

成田キャンパス

（千葉県）※医学部を除く

小田原キャンパス
（神奈川県）

詳細は大学ホームページへ。http://www.iuhw.ac.jp/

6/11（日） 7/30（日） 8/2（水） 8/19（土）
5/28（日） 6/10（土） 8/6（日） 8/20（日） 10/7（土）

※医学部の日程はホームページでご確認ください。

10/7（土）は大学祭と同時開催

6/11（日） 8/5（土） 8/13（日） 8/16（水）
ミニオープンキャンパス 要予約（当日参加も可）

5/13（土） 10/28（土）※ 11/25（土）
※国際医療福祉大学三田病院で開催

大田原キャンパス 栃木県大田原市北金丸2600-1 TEL0287-24-3200（入試事務室）

■保健医療学部 看護学科／理学療法学科／作業療法学科／言語聴覚学科／視機能療法学科／放射線・情報科学科
■医療福祉学部 医療福祉・マネジメント学科（社会福祉コース、精神保健福祉コース、介護福祉コース、診療情報管理コース、医療福祉マネジメントコース）
■薬学部 薬学科（6年制）
成 田 キ ャ ン パ ス 千葉県成田市公津の杜4-3 TEL0476-20-7705（入試事務室）
■医学部 医学科
■成田看護学部 看護学科
■成田保健医療学部 理学療法学科／作業療法学科／言語聴覚学科／医学検査学科
小田原キャンパス 神奈川県小田原市城山1-2-25 TEL0465-21-0361（入試事務室／本校舎）
■小田原保健医療学部 看護学科／理学療法学科／作業療法学科
オープンキャンパスや入試の最新情報は、
福 岡 キ ャ ン パ ス 福岡県福岡市早良区百道浜1-7-4（1号館）TEL0944-89-2000（九州地区入試事務室）
大学ホームページをご覧ください。
■福岡看護学部 看護学科
大 川 キ ャ ン パ ス 福岡県大川市榎津137-1 TEL0944-89-2000（九州地区入試事務室）
URL http://www.iuhw.ac.jp/
■福岡保健医療学部 理学療法学科／作業療法学科／言語聴覚学科／医学検査学科

