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国際医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 保健医療学専攻  

修士課程 遺伝カウンセリング分野 遺伝カウンセリング領域 

2018年度学生募集要項＜追補＞ 
 

国際医療福祉大学大学院に、医療福祉学研究科 修士課程 遺伝カウンセリング分野が 2018年 4月に新設されるに

あたり、新入学生を募集します。希望者は以下内容を確認し、必ず「国際医療福祉大学大学院 2018年度大学院学

生募集要項」を入手の上、事前相談を行い出願の許可を得た後、出願してください。 

 

■課程：修士課程 

 

1.募集人員：6名程度 

 

2.取得できる学位：修士（遺伝カウンセリング学） 

 

3.修業年限：2年 

 

4.修了用件：37単位（非医療者は 40単位）＋ 課題研究の審査 

 

5.受講地：東京赤坂キャンパス 

 

6.開講の曜日など：平日の夕方（実習を除く）および土曜 

 

7.出願上の注意： 

 出願にあたっては、必ず下記の教員に個別に連絡し、事前相談を行うこと。出願の許可を得た後、出願書類

を提出すること。 

 

         事前相談担当教員 

           分野責任者：辻 省次（国際医療福祉大学大学院 教授）       

           連絡先: stsuji@iuhw.ac.jp      

 

 

 

8.出願資格： 

 

＜一般入試＞ 

（1）大学を卒業した者、および 2018 年（平成 30 年）3 月末までに卒業見込みの者 

（2）学校教育法第 104 条第４項の規定により学士の学位を授与された者、および 2018 年（平成 30 年）3 月末ま

でに授与見込みの者（独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者、および授

与見込みの者） 

（3）外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者、および 2018 年（平成 30 年）3 月末までに修

了見込みの者 

（4）外国の学校が行う通信教育における授業科目を日本において履修することにより、当該外国の学校教育にお

ける 16 年の課程を修了した者、および 2018 年（平成 30 年）3 月末までに修了見込みの者 

（5）日本において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16 年の課程を修了したとさ

れるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であっ
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て、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者、および 2018 年（平成 30 年）3 月末までに

修了見込みの者 

（6）外国の大学その他の外国の学校において、修業年限が３年以上である課程を修了し学士の学位に相当する

学位を授与された者、および 2018 年（平成 30 年）３月末までに授与見込みの者 

（7）専修学校の専門課程（修業年限が 4 年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準に該当するもの

に限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者、および 2018

年（平成 30 年）3 月末までに修了見込みの者（高度専門士の称号を授与された者、および授与見込みの者） 

（8）文部科学大臣の指定した者（昭和 28 年文部省告示第 5 号） 

※小学校、中学校、高等学校、幼稚園の教諭、もしくは養護教諭の専修免許状または一種免許状を有する者

で、2018 年（平成 30 年）4 月 1 日現在満 22 歳以上の者、等 

（9）上記(1)〜(8)に該当しない者のうち、2018 年（平成 30 年）4 月 1 日現在満 22 歳以上の者で、本大学院によ

る出願資格審査において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者（短期大学・専門学校等

を卒業した者や、外国において学校教育における 15 年の課程を修了した者で、本大学院の定める出願資格

審査の申請条件に該当する者） 

（10）上記(1)〜(9)に該当しない者のうち、本大学院において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めら

れた者 

 

＜社会人入試＞ 

一般入試の出願資格（1）～（10）のいずれかの条件を満たし、2018年（平成 30年）3月 31日現在で、常勤・

非常勤を問わず、職務経験が 3年以上となる者 

 

 

<留学生入試＞ 

一般入試の出願資格(1)〜(10)のいずれかの条件を満たし、入学までに出入国管理及び難民認定法において｢留

学｣の在留資格を取得できる日本以外の国籍を有する者。ただし日本語能力試験 1 級（N1）以上の日本語能力を

有する者に限る。 

 

 

＜出願資格審査＞ 

●一般入試における出願資格(９)で出願しようとする場合は、下記の申請条件を確認の上、出願資格審査を

申請すること。 

（出願と同時に出願資格審査を行う） 

分野 申請条件 

遺伝カウンセリ

ング分野 

次のいずれかの資格を有するもの 

・看護師 ・保健師 ・助産師 ・臨床検査技師 ・胚培養士 

＊ 留学生の場合は、上記に関して日本もしくは外国の医療関係の資格を有する

者の申請も許可する。 

※申請方法等は「国際医療福祉大学大学院 2018年度大学院学生募集要項」を確認すること。 

※志願票（様式１）には、専攻・分野欄に「遺伝カウンセリング分野」の記載は無いので、【保健医療学

専攻】右横の修士に◯をつけて、領域名欄に分野名（領域の文字は削除する）を明記して出願すること。 

 

9.出願書類： 

「国際医療福祉大学大学院 2018年度大学院学生募集要項」P.28-P.29の出願書類に加えて下記の書類を準

備し、出願期間内に大田原キャンパス入試事務室（〒324-8501 栃木県大田原市北金丸 2600-1）に出願書類

を簡易書留・速達郵便にて送付すること。 

 日本語能力を証明する書類（留学生及び海外での教育課程修了者のみ） 
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10．入試日程・試験場： 

入 試 区 分 

第 1回 

一般入試・社会人入試・留学生入

試 

第 2回 

一般入試・社会人入試・留学生入

試 

出 願 期 間 
2017年 12月 11日（月） ～ 

2018年 1月 5日（金） 

2018年 1月 9日（火） ～ 

2018年 1月 25日（木） 

試 験 日 第１回 2018年 1月 21日（日） 第２回 2018年 2月 10日（土） 

試 験 地 東京青山キャンパス 

合 格 発 表 日 

（合否通知発送日） 
2018年 2月 2日（金） 2018年 2月 23日（金） 

入 学 手 続 期 間 
2018年 2月 2日（金）～ 

2018年 2月 16日（金） 

2018年 2月 23日（金）～ 

2018年 3月 9日（金） 

●集合時間・集合場所等については、個別調整の上決定し、受験票等により通知・連絡する。 

 

11．選抜方法： 

一  般  入  試 

社 会 人 入 試 

留 学 生 入 試 

●英語試験   50分 

●基礎科目試験 50分（遺伝学、カウンセリング理論、生命・医療倫理学分野の

基本的事項） 

●小論文試験  50分（分野に関する一般的テーマから出題する） 

●個人面接（日本語で実施する） 

※筆記試験での辞書・電子辞書の持ち込み使用は不可とする。 

 

12.入学検定料：￥30,000 

 「国際医療福祉大学大学院 2018 年度大学院学生募集要項」P.62 の「入学検定料の振込み方法」を参照の

上、金融機関窓口または ATMにて入学検定料を振り込むこと（※課程・専攻コードは「A」）。 

 

13.学生納付金： 

（単位：円）    

分野 納入方法 入学金 授業料 
施設 

設備費 
実習費 合計 

2年間 

合計 

遺伝カウンセ

リング分野 

一
括 

入学手続時 200,000 700,000 150,000 100,000 

1,150,000 

（2年次

950,000) 

2,100,000 
分
割 

入学手続時 200,000 350,000 75,000 100,000 

入学後 

（９月） 
― 350,000 75,000    ― 

※学生納付金は原則として一括納入。ただし授業料と施設設備費については入学手続時と入学後（９月）の 

２回に分けて納入することも可能（分割納入）。 

 

14.共通事項、その他： 

「国際医療福祉大学大学院 2018年度大学院学生募集要項」P.１～P.11の「はじめに」、および P.57～P.74

「共通事項」の部分を必ず確認すること。 

 

※「国際医療福祉大学大学院 2018 年度大学院学生募集要項」や出願書類の所定様式は、国際医療福祉大学大学

院ホームページ（http://www.iuhw.ac.jp/daigakuin/）からダウンロードすることもできます。 

以 上 

http://www.iuhw.ac.jp/daigakuin/

