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2018年4月
【東京赤坂キャンパス】
開設

広 告

学部と大学院の一体教育で
最先端の研究・教育拠点をめざす
医 療 福 祉の総合 大学である国際医 療 福 祉 大学は、今 春の医学部開 設に続き、2018 年 4月、東 京都港区赤坂に新しいキャンパスを開 設し、赤坂心
理・医 療 福祉マネジメント学部を新設すると同時に、東京青山にある大学院キャンパスを移転します。赤坂 見附駅から徒歩3分という好アクセスの都 心
の一等地で、きめ細かい少人数教育体 制と、社会人が働きながら学べる環境を整え、日本と世界の保 健・医療・福祉の発展 への貢献をめざします。

つのポイント

東京赤坂キャンパスに新設する「赤坂心理・医療福祉マネジメント学部」には、
「 心理学
科（定員60名）」
「医療マネジメント学科（定員60名）」の２学科を開設します。現役の医師
をはじめ、
大学院も兼務する実績ある一流の専門家が授業を担当します。
国際医療福祉大
学グループ内には、三田病院（東京都港区）
をはじめ５つの附属病院と、山王病院（東京都
港区）
などの関連医療機関、
福祉施設が全国に多数あり、
充実した臨床実習が可能です。

卒業後の予想進路
公認心理師などをめざす大学院進学、医療福祉現場、スクールカウンセラー等の教
育分野、家庭裁判所調査官などの司法分野、金融機関、メーカー、マスコミ、サービ
ス業など一般企業の総合職

◆医療マネジメント学科 ― 情報・経営管理のプロになる

人工知能（AI）やビッグデータを活用しながら、IT情報やデータを的確に分析・活用で
きる事務専門職が求められる中、同じ学科を持つ大田原キャンパス（栃木県）での実績
をもとに、医師や看護師、薬剤師、リハビリスタッフ、介護士ら医療福祉専門職と チー
ム医療・チームケア に携わり、病院の経営安定にも貢献できる人材を育てます。教員
には医療福祉の専門家以外にも、経営戦略に詳しい元銀行員や財務・税務を担当する
税理士などが在籍、経営のスキルと医療福祉の知識、チームワークの精神を同時に学
べます。診療情報管理士をはじめ、経営学 検定、日商簿記 検定などの資格を取得する
ことも可能です。
卒業後の予想進路
医療機関の事務専門職、ヘルスケア産業、金融機関やコンサルタント会社、建設会社
などの一般企業

附属・関連病院紹介
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東京赤坂キャンパス

東京都港区赤坂4-1-26［赤坂見附駅から徒歩3分］

他の大学院には類を見ない多様な課程編成
保健・医療・福祉の多彩な領域で編成する3研究科6専攻40分野は、
各キャンパスをつな
ぐ同時双方向遠隔授業や、
e-ラーニングシステム、
平日の夕方以降と土曜日の開講など、
働き
ながら学べる環境を整備しており、
在席する大学院生約700名のうち9割が社会人です。年
齢層も幅広く、
大学卒業直後の20代から定年退職後に第二の人生を歩む60代までが学修
しています。
2018年４月の東京赤坂キャンパス移転に伴い、
医療福祉学研究科
（修士課程）
に新しく
「災害医療分野」
「
、遺伝カウンセリング分野」
（認可申請中）
を開設する予定です。

◆心理学科 ―「心のケア」
を極める

職場、学校、家庭、医療機関で心のケアの重要性が高まっている中、中心的な役割を
担える臨床に強い心理専門職を育成します。医療福祉の総合大学という特 性を活か
し、他の専門職とも協力・連携してカウンセリングに対応する「チーム臨床」を重視した
教育を行いながら、働く人、学生・生徒、子ども、女性など、さまざまな人々の悩みに寄り
添うことができる人材育成をめざします。臨床心理士はもちろん、2018年度に一回目
の試 験が行われる予定の新しい国家資 格「公認 心理師」の資 格取得をめざす方のた
め、同キャンパス内にある大学院進学に直結した授業を行います。
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国際医療福祉大学大学院

赤坂心理・医療福祉マネジメント学部
少人数教育で「チーム医療・チームケア」
「経営管理」の
専門家を育てる
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東京赤坂キャンパス

1. 学部と大学院一体の教育体制で保 健・医療・福祉の幅広い分野を網羅
2. アクセスが良く通いやすい都心の一等地（赤坂見附駅から徒歩３分）
3. 各分野の実績を持つエキスパートが直接指導
4. 豊富な附属・関連医療施設での充実した臨床実習
5. 社会人が働きながら学べる大学院の教育体制
6. 学会・研修が可能な1,000人規模の講堂で日本の生涯教育をリード

東京赤坂キャンパス完成予想図

注目の分野・コース

成田キャンパス、成田国際空港にも近い成田市畑ケ田地区に、最先端の医療を提供する
642床の附属病院を開設する予定です。
「国際遠隔画像診断センター」
「感染症国際研究セ
ンター」などを設置して、国
際的な医療ニーズに対応す
るとともに、最新医療機器
と充実したアメニティを備
え、多言語に対応できる体
制も整備しながら世界基準
のハブ病院をめざします。

看護学分野は12の領域で展開、来春から「公衆衛生看護学領域 実践コース」を新
たに開設、保健師国家試験受験資格が得られます。認定看護管理者教育課程をファー
スト・セカンド・サードレベルで展開する看護生涯学習センターも設置、金・土曜の開講
で現職看護師のキャリア支援を行っています。
特定行為看護師養成分野では、厚生労働省の特定行為研修指定研修機関として21
区分38行為を修得できます。初期診療から手術の前後を含めた全治療行程で、専門性
を発揮しながらスピード感を持って複合的な役割を担える「ジェネラリスト・ナース」を
育成します。

◆医療経営管理分野
（修士）
：
h-MBA
（医療経営戦略）
コース、
医療福祉管理学コース
◆医療福祉経営学分野
（博士）
学んでいる院生の多くは医療・福祉施設のマネジメントや医療・福祉政策に関心を持つ社会
人です。
従来のMBA
（経営学修士）
をよりヘルスケア分野に特化させ、
この分野における高い
経営戦略立案能力を持つ専門家を育成する
「医療経営戦略コース」
（h-MBAコース：修士課
程）
と、
医療福祉に関わる経営・政策・情報などを研究する
「医療福祉管理学コース」
（研究コー
ス：修士/博士課程）
があります。

医療通訳や国際医療コーディネーターの育成をめざします。国際医療コーディネーター
は、
言葉による意思疎通だけではなく、
外国人患者の保険手続きや病院選びにも関わる重
要な職種で、今後ニーズが高まると予想されています。英語と中国語の２コースがあり、あ
る程度経験を積んだ方がさらに実務能力を高める実践型の課程で、
１年間で学位の取得
が可能です。

家族心理学、
司法犯罪心理学、精神医学、特別支援教育を含む学校臨床、被害者支援、
高齢者臨床など多彩な専門領域が揃います。5つの附属病院をはじめ豊富な関連施設の
臨床実習も充実、
臨床心理士の資格取得が可能です。修士課程では、新たな国家資格「公
認心理師」
の資格取得に対応したカリキュラムを展開する予定です。

◆言語聴覚分野
超高齢社会でニーズが高まる言語聴覚分野は、言語、聴覚、発声発語、摂食嚥下におけ
る全領域での研究が可能です。日本言語聴覚士協会の初代会長、2代目会長が在籍、直
接指導します。栃木県大田原キャンパス内には、アジア有数の言語聴覚センターを併設し
ていることも特長です。

●国際医療福祉大学病院（栃木県那須塩原市）

●山王病院／山王バースセンター（東京都港区）

●国際医療福祉大学三田病院（東京都港区）

●山王メディカルセンター（東京都港区）

●国際医療福祉大学市川病院（千葉県市川市）

●福岡山王病院（福岡県福岡市）

●国際医療福祉大学熱海病院（静岡県熱海市）

●高木病院（福岡県大川市）
国際医療福祉大学三田病院

［心理学科／医療マネジメント学科］

特待奨学生
制度

入試区分

特待奨学生特別選抜入試
［11/27（月）出願開始］
一般入試 前期
［1/4（木）出願開始］

試験日

入試のポイント

12/17（日）

①授業料の50％相当額の奨学金が給付される特待奨学生Ａを選抜。
②特待奨学生のほかに一般合格者も選抜。
③他大学との併願可能。 ④早期合格が可能
（合格発表は12/27）
。

Ａ 1/28（日）
Ｂ 1/31
（水）

要予約
診療情報アナリスト養成分野

大学入試センター試験利用入試Ⅰ期 個別学力検査等は ①授業料の30％相当額の奨学金が給付される特待奨学生Ｂを選抜。
実施しません。
②センター試験受験後の出願が可能。
［1/4（木）出願開始］

1 これまでにない水準の医学教育

●世界水準を上回るクリニカルクラークシップ
（診療参加型臨床実習）
を90週実施
●大多数の科目で英語による授業を実施
●6年次に全学生が4週間〜12週間の海外臨床実習に参加

●日本の医学教育を牽引してきた教授陣が直接指導
●専任教員25人で構成する
「医学教育統括センター」
●各分野のエキスパートである300人の教員の1割が外国人教員

3 豊富な施設･設備を生かした充実の臨床実習

●5000㎡を超える世界最大級の「医学教育シミュレーションセンター」を設置
●5つの附属病院と豊富なグループ関連施設での充実した臨床実習
●2020年、
成田市内に
「国際医療福祉大学成田病院」
を新設予定

4 国の内外で羽ばたく学生に広く開かれた門戸

●1学年140人のうち20人は海外からの留学生を受け入れ
●学費は私立大学医学部で最も安い水準の6年間で1,850万円に設定
●医学部特待奨学生に選抜されると国立大学以下の学納金（※）で進学可能
※入学金を除く／大学調べ

留学生20人を含む140人の1期生を迎えてスタートした医学部では2学
期が始まり、1学期中に英語の「聞く、話す」を集中的に学んだことを踏ま
え、英語による生化学や分子生物学など医学の専門科目や、外国人教員
の修得やプロフェッショナリズムの涵養も進んでいます。
これまでにない大胆なカリキュラムを導入するとともに、自主的に学ぶ
アクティブラーニングによる授業を実施。3学期からは、
大きな特長である
器官別統合講義が始まり、3年次3学期に共用試験CBTとOSCEを受
験、4年次からは世界水準を上回る90週の臨床実習に入ります。革新的
な医学教育のもと、1期生は国際社会および地域に貢献できる医師をめ
ざして確実な一歩を踏み出
しており、来年 4月入学予
定の外国人留学 生も日本
語別科 学 生としてすでに
来日し、共に学ぶ準備を始
正常解剖演習の授業風景

医学研究科を開設予定（設置認可申請中）
博士課程・医学専攻（４年間）
修士課程・公衆衛生学専攻（２年間）

山王病院／山王バースセンター

今春の医学部の開設に伴い、
大学院医学研究科を2018年4月に開設
する予定です。
現役の医師ら医療職の方々が働きながら学べる環境を整
備し、
成田キャンパスをはじめ東京赤坂・栃木・福岡の各キャンパスで、
英
語教育を充実させてバイリンガルでの研究指導も実施し、
国際的に活躍
できる医学研究者と高度な専門職業人を養成します。

詳細は決まり次第、
大学院ホームページに掲載いたします。

医学部［医学科］入試日程

11/26

（日）

医学部特待奨学生制度

医学部の6年間の学生納付金は、
私立大学医学部で最も安い水準の1,850万円です。
さらに一般入試の成績上位合格者30名を医学部特待奨学生に選抜し、
最大6年間で
1,400万円を奨学金として給付します。
これにより、
学生納付金は6年間で300万円
（※）
（入学金除く）
となり、
国立大学よりも安い金額
で医学部に進学できます。

助産学分野

※大学調べ

お問い合わせは、
大学院東京青山キャンパスへ。
TEL.03-6406-8621

①授業料の30％相当額の奨学金が給付される特待奨学生Ｂを選抜。
②試験日、
試験地、
受験科目を選べる。

国際性豊かな医学教育モデルを実現し、国の内外で活躍できる
高度で総合的な診療能力を持った医師を育成します。

保 健 医 療 福 祉の向 上に貢 献する
専門 性の高い国際 的な人 材を育成

●柳川リハビリテーション病院（福岡県柳川市）

赤坂心理・医療福祉マネジメント学部 入試日程
特待奨学生特別選抜入試、
一般入試前期、
大学入試センター試験利用入試Ⅰ期の成績上位合
格者から、授業料の50％あるいは30％相当額の奨学金が給付される特待奨学生を選抜し
ます。対象者数は心理学科と医療マネジメント学科合計で40人
（入学定員の3人に1人）
です。

成田キャンパス 医学部の特長

めています。

主な臨床医学研究センター

●国際医療福祉大学塩谷病院（栃木県矢板市）

※１ 就職者数・就職希望者数とも1,308人
（2017年3月卒業生 同5月1日現在）
※２ 厚生労働省資料より

による国際医療保健学の授業が始まりました。1学期に続き、診察技術

◆医療通訳・国際医療マネジメント分野
（修士）

完成予想図

附属病院

1995年に栃木県大田原市に日本初の医療福祉の総合大学として開
学。
現在、
大田原市のほか千葉県成田市、
神奈川県小田原市、
福岡県福岡
市、
同大川市の５キャンパス９学部22学科で約7,800人が学んでいます。
2 017年４月には成田キャンパスに医学部を開設しました。これまで
21,000人を超える卒業生を輩出。2016年度も１００％の就職率（※１）や
高い国家試験合格率（※２）などで実績をあげています。

2 医学教育のエキスパートと国際経験豊富な教育陣

◆看護学分野、
特定行為看護師養成分野

◆臨床心理学専攻
（修士）
／臨床心理学分野
（博士）

国際医療福祉大学成田病院［2020年４月開設予定］

国際医療福祉大学

医学研究科（認可申請中）進学説明会 12/10（日）10：30〜12：00

入試区分

試験日

一般入試

一次選考：学力試験・小論文 1/16
（火）
二次選考：個人面接 1/23
（火）
〜1/28
（日）
の6日間のうち1日

［12/5
（火）
出願開始］

大学入試センター試験利用入試
［12/12
（火）
出願開始］

東京赤坂キャンパスのお問い合わせ 国際医療福祉大学 赤坂開設準備室 TEL：03-5412-8750 Ｅ-mail: kyomukikaku-ml@iuhw.ac.jp
大学院に関するお問い合わせ
医学部に関するお問い合わせ

国際医療福祉大学大学院 東京青山キャンパス TEL：03-6406-8621
国際医療福祉大学 医学部入試事務室 TEL：0476-20-7810 E-mail: med-admission@iuhw.ac.jp

ホームページも
ご覧ください。

成田キャンパス 千葉県成田市公津の杜4-3 TEL.0476-20-7705
（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
〈本校舎〉 TEL.0465-21-0361
（入試事務室） ※ほかに福岡キャンパス
（福岡県福岡市）
、
■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
大川キャンパス
（福岡県大川市）
を設置

大学資料を無料で郵送

（テレメールで24時間受付）
資料請求番号

大田原キャンパス 栃木県大田原市北金丸2600-1 TEL.0287-24-3200
（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
医療福祉マネジメントコース）
■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、
■薬
学
部 薬学科
（6年制）

一次選考：大学入試センター試験 1/13
（土）
・14
（日）
二次選考：学力試験・小論文 2/6
（火）
個人面接 2/10
（土）
・11
（日）
のいずれか1日

パンフセット
（医学部除く）

998154

医学部
パンフセット

パソコン・携帯
http://telemail.jp/
IP電話
050-8601-0101

998155

赤坂心理・医療福祉
願書セット
マネジメント学部願書セット （医学部除く）

998156

998157

※医学部はインターネット出願を導入。学生募集要項はホームページからダウンロードできます。

