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国際医療福祉大学大学院 

2019 年度 転入学 応募要項 
 

I. 出願資格 

1. 修士課程 

修士課程に転入学を志願することができる者は、次の各号の一に該当する者、又は該当する見込

みである者とする。 

(１) 修士の学位を取得した者 

(２) 大学院の修士課程又は博士前期課程において、1 年以上在学し、かつ 10 単位以上

を修得した者 

2. 博士課程 

博士課程に転入学を志願することができる者は、次の各号の一に該当する者、又は該当する見

込みである者とする。 

   (１) 博士の学位を取得した者 

(２) 修士の学位を取得した後、大学院の博士(後期)課程に 1 年以上在籍し、4 単位以上

を修得した者又はそれに相当する学修をしたと認められる者 

(３) 修士の学位を取得した後、大学院の博士(後期)課程に 2 年以上在籍し、8 単位以上

を修得した者又はそれに相当する学修をしたと認められる者 

 

 なお、博士課程に転入学を志願することのできる学年は、博士課程 2 年次から 4 年次とする。  

但し、上記（２）に該当する者が志願することのできる学年は、博士課程 2年次とする。 

 

II. 研究科・専攻及び分野・領域 

上記Ⅰの出願資格に基づき、下表より 1 分野・1 領域を選んで出願してください。また、志

願者は、転入学後の研究内容等について、あらかじめ研究指導教員に事前相談するとともに、

大学院事務局に電話又はメールにて事前に連絡をしてください。 

 

1. 【医療福祉学研究科】修士課程 保健医療学専攻 

分 野 領 域 

看護学分野 

看護管理・政策学領域 看護実践基礎・援助学領域 

感染管理・感染看護学領域 リプロダクティブヘルス看護学領域 

小児看護学領域 成人看護学領域 老年看護学領域 看護教育学領域 

精神看護学領域 在宅看護学領域 公衆衛生看護学領域 

周麻酔期看護学領域 

特定行為看護師養成分野 特定行為看護師養成領域 

助産学分野、助産学分野（福岡） 助産学領域 

理学療法学分野 基礎理学療法学領域 応用理学療法学領域 

作業療法学分野 
作業活動分析学領域 作業活動支援学領域  

感覚運動障害作業療法学領域 精神神経障害作業療法学領域 

言語聴覚分野 言語聴覚障害学領域 発声発語・嚥下障害学領域 

視機能療法学分野 視機能療法学領域 

福祉支援工学分野 福祉支援工学領域  福祉用具管理指導者領域 

リハビリテーション学分野 リハビリテーション学領域 

放射線・情報科学分野 医用画像学領域 放射線治療学領域 

生殖補助医療胚培養分野 生殖補助医療胚培養領域 
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臨床検査学分野 臨床検査学領域 

災害医療分野 災害医療領域 

遺伝カンセリング分野 遺伝カウンセリング領域 

医療福祉教育・管理 医療福祉教育・管理領域（修士論文コース） 

2. 【医療福祉学研究科】修士課程 医療福祉経営専攻 

分 野 領 域 

医療経営管理分野 
医療経営戦略コース（h-MBA ｺｰｽ） 保険者経営戦略コース（h-MBA ｺｰ

ｽ） 医療福祉管理学コース（研究ｺｰｽ） 
診療情報アナリスト養成分野 診療情報アナリスト養成領域 

医療福祉国際協力学分野 医療福祉国際協力学領域 国際感染症学領域 国際医療保健学領域 

先進的ケア・ネットワーク開発研究分野 
介護福祉学領域 ケアマネジメント学領域 自立支援介護学領域 自立支援

実践ケアマネジメント学領域 

医療福祉学分野 医療福祉学領域 

医療福祉ジャーナリズム分野 医療福祉ジャーナリズム領域 

医療通訳・国際医療マネジメント分野 医療通訳・国際医療マネジメント領域（修士論文コース） 

3. 【医療福祉学研究科】修士課程 臨床心理学専攻 

※ 臨床心理学専攻には、分野・領域の分類はありません。 

4. 【医療福祉学研究科】博士課程 保健医療学専攻 

分 野 領 域 

看護学分野 

看護管理・政策学領域 看護実践基礎・援助学領域 

感染管理・感染看護学領域 リプロダクティブヘルス看護学領域 

小児看護学領域 成人看護学領域 老年看護学領域 看護教育学領域 

精神看護学領域 在宅看護学領域 公衆衛生看護学領域 

助産学分野 助産学領域 

理学療法学分野 基礎理学療法学領域 応用理学療法学領域 

作業療法学分野 
作業活動分析学領域 作業活動支援学領域 

精神神経障害作業療法学領域 

言語聴覚分野 言語障害学領域 聴覚障害学領域 発声発語・嚥下障害学領域 

視機能療法学分野 視機能療法学領域 

福祉支援工学分野 福祉支援工学領域 

リハビリテーション学分野 リハビリテーション学領域 

放射線・情報科学分野 医用画像学領域 放射線治療学領域 

生殖補助医療胚培養分野 生殖補助医療胚培養領域 

臨床検査学分野 臨床検査学領域 

医療福祉経営学分野 医療福祉経営学領域 

診療情報管理・分析学分野 診療情報管理・分析学領域 

医療福祉国際協力学分野 
医療福祉国際協力学領域 国際感染症学領域 国際病理学領域 

国際医療保健学領域 

先進的ケア・ネットワーク開発研究分野       介護福祉学領域　    ケアマネジメント学領域 

医療福祉学分野 医療福祉学領域 

医療福祉ジャーナリズム分野 医療福祉ジャーナリズム領域 

臨床心理学分野 臨床心理学領域 

5.【薬科学研究科】修士課程 生命薬科学専攻 

分 野 領 域 

生命薬学分野 生命薬学領域

医療薬学分野 がん薬物療法学領域 臨床薬学領域 
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6.【薬学研究科】博士課程 医療・生命薬学専攻 

※ 本専攻には、分野・領域の分類はありません。 

 

7.【医学研究科】修士課程 公衆衛生学専攻 

分 野 領 域 

国際医療学分野 国際保健領域 感染症領域 

医療福祉管理学分野 
医療福祉政策学領域 医療福祉経営学領域 

医療福祉データサイエンス領域 

疫学・社会医学分野 疫学・生物統計学領域 社会医学領域 

 

 

8.【医学研究科】博士課程 医学専攻 

分 野 領 域 

基礎医学研究分野 
生理学領域 生化学領域 薬理学領域 免疫学領域 分子生物学領域 

解剖学領域 病理学領域 遺伝医学領域 

社会医学研究分野 法医学領域 感染症学領域 公衆衛生学領域 医学教育学領域 

臨床医学研究分野 

呼吸器内科領域 呼吸器外科学領域 循環器内科学領域 心臓外科学領域 

血管外科学領域 消化器内科学領域 消化器外科学領域 腎臓内科学領域 

泌尿器科学領域 糖尿病・代謝・内分泌学領域 産婦人科学領域  

乳腺外科学領域 小児科学領域 小児外科学領域 整形外科学領域  

皮膚科学領域 リウマチ・膠原病学領域 形成外科学領域  

リハビリテーション医学領域 神経内科学領域 精神科学領域  

脳神経外科学領域 眼科学領域 耳鼻咽喉科学領域 血液内科学領域  

臨床腫瘍学領域 総合診療学領域 老年病学領域 麻酔科学領域  

救急医学領域 放射線科学領域 臨床検査医学領域 

 

 

Ⅲ. 出願手続 

1. 出願期間 

2019 年 2 月 4 日（月）～2019 年 3 月 4日（月）*消印有効 

＊ただし、専攻・分野によっては出願期間を独自に設定する場合がございます。 

事前にお問合せください。 

2. 出願書類の提出先 

国際医療福祉大学大学院 東京赤坂キャンパス事務部  
平日・土曜日 8：50～18：50 

（郵送場合） 〒107-8402 東京都港区赤坂 4－1－26 
国際医療福祉大学大学院 東京赤坂キャンパス事務部  

            大学院出願書類在中（転入学）と記載の上、必ず書留でご郵送ください。 
            ※出願期間締切日の消印有効 
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3. 出願書類 （発行不可能な証明書がある場合には、必ず事前にご相談ください。） 

出願書類等 備 考 

転入学志願票（本学書式） 出願時点の 3 ヶ月以内に撮影した写真（縦 4cm×横 3cm）を貼付

志願理由書・研究計画書 
本学所定の様式を使用し、2,000 字以内で研究計画も含んだ内容

とすること。 

修了証明書 

受験資格が、上記の修士課程(１)及び博士課程(１)に該当する者

のみ提出。該当する学位を取得した大学院の修了証明書で、出願

時点の 3 ヶ月以内に発行されたもの。 

成績証明書 

現在在学中の大学院のもの。ただし、受験資格が上記の修士課程

(１)及び博士課程(１)に該当する者は、該当する学位を取得した

大学院の成績証明書で、出願時点の3ヶ月以内に発行されたもの。

単位取得見込証明書 

現在大学院に在学中の者のみ提出。大学院退学見込み時点におけ

る単位取得見込証明とし、出願時点の 3 ヶ月以内に発行されたも

の。 

入学検定料 

振込領収証等の写し 

入学検定料（30,000 円）を、金融機関（郵便局を除く）の振込  

依頼書を使用し、次に指定するいずれかの口座に振り込むこと。

振込領収書等の原本は、本人が保管すること。 

 

           足利銀行  大田原支店 普通 3244843 

みずほ銀行     赤坂支店 普通 1782819 

三井住友銀行   赤坂支店 普通 1122907 

口座名 学校法人 国際医療福祉大学 

※振込人氏名の前に、転入学生コードとして「Z」を入れてください。

（例：「 Z アカサカ タロウ」） 

 

4  出願上の留意事項 

① 記入漏れのないよう十分確認してください。 
② 一度受理した出願書類及び入学検定料は、いかなる理由があっても返還しません。 
③ 出願書類に不備のあるものや出願期間外のものは受理しません。 
④ 出願書類は、まとめて本人が提出してください。 
⑤ 出願書類の記載事項と事実が相違していることが判明した場合、入学を取り消す  

ことがあります。 
 
IV.  入学者選考方法 

書類審査・面接   
＊ ただし、専攻・分野によっては、別途、試験を課す場合があります。 

 
V. 入学者選考日程 

出願書類受理後、事務局より受験生に直接通知いたします。 
 
VI. 合格者の発表及び通知 

受験者全員に合否通知を送付します（掲示による発表は行いません）。 
※ 合否についてのお問い合わせには、一切応じられません。 
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VII. 入学手続 

合格者には、「合格通知書」と「入学手続要項」等を合否通知に同封しますので、所定の

入学手続期間内に手続を完了してください。期間内に手続がなかった場合には、入学を

辞退したものとして扱いますのでご注意ください。入学手続が完了した者には、「入学許

可証」を送付いたします。 
 
（入学手続に必要な書類） 

誓約書、身元保証書、写真 1 枚（縦 3 ㎝×横 2.5 ㎝、正面上半身・脱帽） 
学生納付金振込領収証の写し（コピー） 

 

※ 入学手続完了後に、やむを得ない事情で入学を辞退する場合は、「入学辞退届」（入学

手続要項にしたがって作成したもの）と「入学許可証」を東京赤坂キャンパス事務局

宛に必ず郵送してください。 
 

2019 年 3 月 28 日（木）（郵送必着）までに本学に入学辞退届が到着した者について

は、納付金を返還致します。2019 年 4 月 1 日（月）以降に到着した者については、一

度納入した納付金は理由のいかんを問わず返還しません。また、電話、電子メール等

による入学辞退は一切受け付けません。 
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VIII.  学生納付金 （原則、一括納入） 

※ 授業料及び施設設備費は、前期・後期の 2 回に分けて支払うこともできます。 

※ 実習時の交通費及び宿泊費等は、自己負担となります。 

 

【医療福祉学研究科】修士課程 保健医療学専攻  

分  野 入学金 授業料 
施  設 

設備費 
実習費 合 計 

看護学 

※専門看護師（CNS）コース、公衆衛生看

護学領域（実践ｺｰｽ）、周麻酔期看護学領

域を除く 

300,000 800,000 200,000 - 1,000,000 

看護学 

〔専門看護師（CNS）コース〕 
300,000 800,000 200,000

100,000  
（200,000） 

1,100,000 
(1,200,000)

看護学 

〔公衆衛生看護学領域（実践コース）〕 
300,000 800,000 200,000

0  
（200,000） 

1,000,000 
(1,200,000)

看護学 

〔周麻酔期看護学領域〕 
300,000 800,000 200,000

0  
（200,000） 

1,000,000 
(1,200,000)

特定行為看護師養成 300,000 800,000 200,000
0  

（200,000） 
1,000,000 

（1,200,000）

助産学 

〔実践（資格取得）コース〕 

〔実践（有資格者）コース〕 

300,000 1,100,000 200,000
200,000 

（200,000） 
1,500,000 

（1,500,000）

助産学 

〔修士論文コース〕 
300,000 1,100,000 200,000 - 1,300,000 

助産学（福岡） 

〔実践（資格取得）コース〕 

〔実践（有資格者）コース〕 

300,000 900,000 200,000
200,000  

（200,000） 
1,300,000 

（1,300,000）

助産学（福岡） 

〔修士論文コース〕 
300,000 900,000 200,000 - 1,100,000 

理学療法学 

作業療法学 

言語聴覚 

視機能療法学 

福祉支援工学 

リハビリテーション学 

放射線・情報科学 

医療福祉教育・管理 

〔修士論文ｺｺｰｽ〕 

臨床検査学 

災害医療 

300,000 800,000 200,000 - 1,000,000 

生殖補助医療胚培養 300,000 800,000 200,000
200,000  

（200,000） 
1,200,000 

（1,200,000）

遺伝カウンセリング分野 300,000 700,000 150,000 100,000 950,000

[ 注 ] 実習費欄及び合計欄のカッコ内の金額は、2 年次納入額。 
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【医療福祉学研究科】修士課程 医療福祉経営専攻 

分  野 入学金 授業料 
施  設 

設備費 
実習費 合 計 

医療経営管理 

〔医療経営戦略コース(h-MBA コース)〕 

 

医療経営管理学 

〔保険者経営戦略ｺｰｽ（(h-MBA コース)〕 

 

200,000 900,000 150,000 - 1,050,000 

医療経営管理 

（医療福祉管理学コース（研究ｺｰｽ） 

診療情報アナリスト養成 

医療福祉国際協力学 

先進的ｹｱ･ﾈｯﾄﾜｰｸ開発研究 

〔介護福祉学領域〕 

〔ケアマネジメント学領域〕 

医療福祉学 

医療福祉ジャーナリズム 

200,000 700,000 150,000 - 850,000 

医療通訳・国際医療ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

修士論文コース 
200,000 1,100,000 200,000 100,000 1,400,000 

 

【医療福祉学研究科】修士課程 臨床心理学専攻 

専  攻 入学金 授業料 
施  設 

設備費 
実習費 合計 

臨床心理学 300,000 700,000 200,000 100,000 1,000,000

 

【医療福祉学研究科】博士課程 保健医療学専攻 

分  野 入学金 授業料 
施  設 

設備費 
実習費 合計 

全分野 300,000 800,000 200,000 - 1,000,000

 

 

【薬科学研究科】修士課程 生命薬科学専攻 

分  野 入学金 授業料 
施  設 

設備費 
実習費 合計 

生命薬学 
医療薬学 

200,000 700,000 150,000 - 850,000

 

【薬学研究科】博士課程 医療・生命薬学専攻 

分  野 入学金 授業料 
施  設 

設備費 
実習費 合計 

医療・生命薬学 200,000 600,000 100,000 - 700,000
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【医学研究科】修士課程 公衆衛生学専攻 

分  野 入学金 授業料 
施  設 

設備費 
実習費 合計 

全分野 200,000 600,000 100,000 - 700,000

 

【医学研究科】博士課程 医学専攻 

分  野 入学金 授業料 
施  設 

設備費 
実習費 合計 

全分野 200,000 600,000 100,000 - 700,000

 

 

IX. 転入学時期・転入学年次 

転入学時期は、学年の始めとします。転入学を志望することのできる学年は、修士課程は、

2 年次、博士課程は 2 年次又は 3 年次とします。ただし、受験資格が上記の博士課程（２）

の者については、博士課程 2 年次とします。 

 
X. 修得済み単位の認定 

従前、修得済みの単位認定については、転入学後に、別途申請の手続きが必要です。本学所

定の申請書に加え、単位認定を申請する既修得の授業科目名・単位数・時間数及び授業内容

を証明する書類（単位取得証明書及びシラバスの写しなど）の提出が必要となりますのであ

らかじめご準備ください。 
 

XI. 受講キャンパス 

大学院には、現在、「大田原キャンパス」、「成田キャンパス」、「東京赤坂キャンパス」、   

「小田原キャンパス」、「熱海キャンパス」、「福岡キャンパス」、「大川キャンパス」の 7 つ

のキャンパスがあります。転入学後の受講地として希望するキャンパスを、志願票の所定欄

に必ず記入してください。 
 
 

                  【転入学に関するお問合せ先】 

                              東京赤坂キャンパス 事務部 
TEL：03-5574-3900 FAX：03-5574-3901 
Mail：tokyo.s.c@iuhw.ac.jp 

 


