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保健・医療・福祉の高度専門職へのキャリアアップを支援。
働きながら学べる大学院です。
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薬科学研究科
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医学研究科
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ご挨拶

国際医療福祉大学大学院長

国際医療福祉大学大学院は、我が国の保健・医療・福祉の分野において、
指導的な役割を担うことが期待できる高度医療専門職の人材を集め育成す
ることを願って 1999 年に開設されました。仕事を持つ社会人にも十分な
研究環境を提供できるよう、さまざまな配慮をした、他に類を見ないユニー
クな大学院です。
本学大学院では時代のニーズにいち早く対応すべく、新しい専攻や分野
を次々に開設し、2018 年 4 月には医学部と連携して医学専攻と公衆衛生
学専攻を擁する医学研究科を開設しました。現在は 4 研究科、8 専攻に
50 以上の分野・コースを展開し、修了者数約 4,000 名に達する我が国最
大規模の医療 系総合大学院として、多彩な学びの場を提供しています。
2018 年 4 月に新築移転した東京赤坂キャンパスを中心として、全国 7 つ
のキャンパスを繋いだ同時双方向遠隔授業システムや Web コミュニケー
ションツールを導入・活用するなど教育環境を充実させています。本学大学
院は、開設以来医療分野に焦点をあてた新しい専攻や分野が次々に開設さ
れてきました。
このような特徴的な教育に加え、本学には大学附属病院（国際医療福祉
大学病院、国際医療福祉大学塩谷病院、国際医療福祉大学市川病院、国
際医療福祉大学三田病院、国際医療福祉大学熱海病院）があり、2020 年
春には 6 番目の附属病院としてアジアを代表する国際的な拠点病院を目指
した国際医療福祉大学成田病院をオープンいたしました。さらにグループ
法人が運営する東京都の順和会山王病院、山王メディカルセンター、九州
の福岡山王病院、福岡中央病院、高木病院、柳川リハビリセンターなど多
数の関連医療福祉施設があります。これらはいずれも院生の臨床実習施設
の場になっています。
また、大学院およびその教員と深く関連した事業として、公開講座「乃
木坂スクール」や「生涯学習センター」や、
「国際医療福祉総合研究所」な
どの多彩な附属施設も充実しており、院生たちの教育・研究に多彩な選択
肢を提供しております。
本学での大学院教育は学部・大学院が一体となった運営や数多くの分野
間における積極的な交流を通じた豊かな学際性が特徴であり、今後もさら
にイノベーションを図りつつ
「国際的な知の医療交流拠点」として機能し、
「進
化する大学院」として飛躍・発展をめざしております。皆様の益々のご支援
を賜りたくお願い申し上げます。

三浦 総一郎（みうら そういちろう）
慶應義塾大学医学部卒業、医学博士。
元防衛医科大学校長。
防衛医科大学校名誉教授、慶應義塾大学医学部
客員教授。 ２０１７年６月より現職。

沿

革

1999 年 保健医療学専攻（修士課程）開設
2001 年 保健医療学専攻（博士課程）
・医療福祉経営専攻（修士
課程）開設
2005 年 生殖補助医療胚培養分野 開設※
医療福祉ジャーナリズム分野 開設※
2006 年 助産学分野・視機能療法学分野 開設
2007 年 臨床心理学専攻（修士課程）開設
（2008 年 4 月（財）日本臨床心理士資格認定協会第
1 種指定）
2008 年 文部科学省『がんプロフェッショナル養成プラン』に基づ
き、がん治療放射線技師コース・がん薬物療法認定薬剤
師コース・がん登録専門コース 開設
2009 年 ナースプラクティショナー養成分野（現 特定行為看護師
養成分野）開設
2010 年 薬科学研究科 生命薬科学専攻（修士課程）開設
医療経営管理分野に医療経営戦略コース（h-MBA コー
ス）開設
診療情報管理・分析学分野（博士課程）開設
2011 年 医療福祉ジャーナリズム分野（博士課程）開設
医療福祉心理学分野（博士課程）開設
福祉援助工学分野 福祉用具管理指導者養成領域開設※
（現 福祉支援工学分野 福祉用具管理指導者領域）
2012 年 薬学研究科 医療・生命薬学専攻（博士課程）開設
2015 年 医療福祉教育・管理分野（修士課程）開設
2016 年 臨床検査学分野（修士課程・博士課程）開設
2017 年 医療通訳・国際医療マネジメント分野（修士課程）開設
、公衆衛生学専攻（修士課程）開設
2018 年 医学専攻（博士課程）
災害医療分野（修士課程）
、遺伝カウンセリング分野（修
士課程）開設
2021 年 医療機器イノベーション分野（修士課程）開設
2022 年 災害医療分野（博士課程）開設
※いずれも国内初

※ ICT : Information and Communication Technology

主な役職者紹介
副大学院長

下川 宏明
九州大学医学部卒（医学博士）。
前東北大学教授および東北大学
病院臨床研究センター長・東北大
学ビッグデータメディシンセンター
長。 東北大学客員教授。日本性
差医学・医療学会理事長、日本
脈管学会副理事長。

薬学研究科長
医療・生命薬学専攻主任

高橋 泰

白石 昌彦

金沢大学医学部卒。東京大学医学系大学院修了、医学博
士（医療情報）。 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、米国ハーバード大学公衆衛生校武見フェ
ローを経て本学に着任。

大 阪 大 学 薬 学 部 卒。 同 大 学 院
薬学研究科博士前期課程修了。
薬学博士。 薬剤師。 国立がんセ
ンター研究所研究員、米国マサ
チューセッツ工科大学博士研究
員、国立がんセンター研究所室長・プロジェクトリーダー
を経て本学着任。

副大学院長

薬科学研究科長

山崎 力

八木 秀樹

東京大学医学部卒（医学博士）。
前東京大学医学部附属病院臨床
研究支援センター教授（センター
長）および検診部部長。日本循
環器病予防学会理事、レギュラト
リーサイエンス学会理事、Deputy
Editor of International Heart Journal。未来研究支援
センター長。

東北大学薬学部卒。東北大学大
学 院 薬 学 研 究 科 修 士（ 薬 学 ）、
博士（薬学）。 塩野義製薬株式
会社研究所、東北大学医学部助
手、近畿大学薬学部助手、講師、
准教授を経て本学着任。

橋本 和明

藤本 一眞
九州大学医学部卒（医学博士）。
前佐賀大学内科学教授、元国立
大学医学部長会議委員長、前消
化管学会理事長。日本内科学会
（専門医、指導医）、日本消化器
内視鏡学会（理事、専門医、指
導医）、日本消化器病学会（評議員、専門医、指導医）
など。

城間 将江

保健医療学専攻主任

琉球大学農学部卒。オレゴン大学大学院（言語病理学・聴
能学修士）、東京大学大学院 医学研究科博士課程修了。
2017 年：言語聴覚療法に関する国際学会「第 10 回アジ
ア環太平洋音声言語聴覚学会学術大会（APCSLH2017）」
大会長。

臨床心理学専攻主任

名古屋大学教育学部卒。元家庭裁判所調査官。武庫川女
子大学大学院臨床教育研究科修了、花園大学社会福祉学
部長、同大学院社会福祉学研究科長。本学赤坂心理・医
療福祉マネジメント学部心理学科長。

山田 治美

生命薬科学専攻主任

東京大学大学院薬学系研究科生命薬学専攻博士課程修
了。 薬学博士。 東京大学医科学研究所附属病院薬剤部、
フランス 国立ビシャ・クロウド‐ベルナルド病院寄生虫研究
室研究員を経て、本学薬学部就任。

辻 省次
副大学院長

医療福祉経営専攻主任

医学専攻主任

東京大学医学部卒。医学博士。前東京大学大学院医学研
究科脳神経医学専攻長。前東京大学ゲノム医科学研究機
構長。東京大学名誉教授。日本学術会議連携委員。

池田 俊也

公衆衛生学専攻主任

慶應義塾大学医学部卒。医学博士。ハーバード大学公衆
衛生大学院修了。 元ペンシルベニア大学訪問研究員。 前
慶應義塾大学医学部専任講師。
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「働きながら学びたい。」
── 社会人が学びやすい 3 つの特長
1

授業は平日の夕方以降や土日祝日に集約

2

複数の ICT 教育ツールにより多彩な学修方法
ICT 教育ツール
●居住地に近いどのキャンパスでも臨場感あふれる映像・音声で受講できる、同時双方向遠隔授業システム
●自宅など、どこからでも手軽に授業や研究指導を受けられる、Web コミュニケーションツール
●通勤・休憩時間など、いつでもどこでも自分の都合に合わせて学修できる、e ラーニングシステム
●多数のコンテンツで保健・医療・福祉を幅広く学べる、VOD ライブラリー

3

全国に 7 つのキャンパスを開設
大田原（栃木県）、成田（千葉県）、東京赤坂（東京都）、小田原（神奈川県）、熱海（静岡県）、
福岡・大川（福岡県）に 7 つのキャンパスを開設しています。
2018 年に開設した東京赤坂キャンパスには、学会や研修が開催できる
1,000 人規模の講堂や多目的ホールなどもあり、保健・医療・福祉の研究・
教育拠点をめざしています。また、東京メトロ「赤坂見附駅」「永田町駅」
から徒歩 3 分とアクセスも良く、社会人が働きながら学びやすい環境を
整えています。

大田原キャンパス
（栃木県大田原市）

成田キャンパス
（千葉県成田市）

小田原キャンパス
（神奈川県小田原市）

熱海キャンパス
（静岡県熱海市）

東京赤坂キャンパス（東京都港区）

福岡キャンパス
（福岡県福岡市）

大川キャンパス
（福岡県大川市）

新型コロナウイルスに関する本学の対応
【大学院の授業・実習について】

● 一般の方のワクチン接種に際し、東京赤坂キャンパスや附属病

本学大学院では、かねてより仕事を持つ社会人大学院生が通いや

院などで会場の提供や医師らの派遣を行うとともに、職域接種

すい環境の提供を目指して、e ラーニングシステムを導入し、オンラ

を各キャンパス・附属病院で実施するなど、ワクチン接種に積

イン授業を推進することにより授業は遅滞なく行われております。

極的に協力しています。早期のワクチン接種を加速させること

学位論文の研究報告会・発表会も Web コミュニケーションツール

で一層の感染防止を図り、学生・教職員等にとどまらず一般市

を利用してオンラインで開催し、活発な議論が行われています。

民の健康と安全を守ります。2022 年 3 月末時点の本学グルー

また、医療福祉における高度専門職の養成に必要な実習・演習に

プのワクチン累計接種回数は約 20 万回、10 万人以上に実施し、

おいては、本学大学院に多く在籍する感染症の専門家のアドバイ

グループ内の病院におけるコロナ病床数は最大で 252 床を運営

スを受けながら最大限感染対策に配慮し、安全に実施しています。

いたしました。

【感染症に対する本学の研究】
● 本学ゲノム医学研究所は 2021 年年初から、最先端の次世代シー
ケンサーを駆使した新型コロナウイルスのゲノム解析を進めてい
ます。2021 年 11 月からは約 1,000 人を調査対象に、新型コロ
ナワクチンの効果に関する研究も開始しました。多角的な研究
の結果が、メディアの注目を集めています。

本学キャンパス接種会場で教職員が対応
（東京赤坂キャンパスの様子）
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国際医療福祉大学大学院の
教育理念
修士課程では、大学を卒業した保健・医療・
福祉分野の専門職またはこれに準じる人々

専門性

に再教育の場を提供することにより、高度
専門職を養成します。
また博士課程の学生、
および修士課程でも研究者を志す学生に
は、徹底した研究指導を行います。

学術性
各教員が、日進月歩する保健・医療・福祉

本大学院は、修士課程では「保
健医療福祉の分野において他分
野を理解し、連携することので
きる高度専門職または研究職」
を育成することをめざし、博士
課程では「保健医療福祉の分
野において指導者的役割を果た
すことのできる人材」を育成す
ることを目標にしています。この
目標を達成するため、4 つの教
育理念を掲げています。

種々の領域の講座を聴講できる、あるい

学際性

は他領域の先生や学生と討論を行うこと
ができる場の提供により、保健・医療・福
祉分野の幅広い視野を持つ学生の養成に
努めます。

働きながらでも学修できる授業時間割編
成、遠隔テレビ会議システム、Web コミュ
ニケーションツールによる双方向授業の

利便性

導入などにより、従来なら時間的、空間
的制約のために大学院教育を受けられな

の高度化・専門分化に対応した教育と研究

かった社会人に対しても大学院教育の門

の推進に努めます。

戸を開きます。

国際医療福祉大学大学院の課程編成
医療福祉学研究科
博士課程
保健医療学専攻
●看護学分野
●助産学分野
●理学療法学分野
●作業療法学分野
●言語聴覚分野
●視機能療法学分野
●福祉支援工学分野
●リハビリテーション学分野
●放射線・情報科学分野
●生殖補助医療胚培養分野
●医療福祉教育・管理分野
●臨床検査学分野
●災害医療分野
●医療遺伝学分野
●医療福祉経営学分野
●診療情報管理・分析学分野
●医療福祉国際協力学分野
●先進的ケア・ネットワーク開発
研究分野
●医療福祉学分野
●医療福祉ジャーナリズム分野
●臨床心理学分野

薬学研究科
博士課程（4 年制）

修士課程
保健医療学専攻

医療・生命薬学専攻

医療福祉経営専攻

●看護学分野
●特定行為看護師養成分野
（旧：ナースプラクティショナー養成分野）
●助産学分野
●理学療法学分野
●作業療法学分野
●言語聴覚分野
●視機能療法学分野
●福祉支援工学分野
●リハビリテーション学分野
●放射線・情報科学分野
●生殖補助医療胚培養分野
●医療福祉教育・管理分野
●臨床検査学分野
●災害医療分野
●遺伝カウンセリング分野
●医療機器イノベーション分野

●医療経営管理分野
●診療情報アナリスト養成分野
●医療福祉国際協力学分野
●先進的ケア・ネットワーク開発
研究分野
●医療福祉学分野
●医療福祉ジャーナリズム分野

薬科学研究科

●医療通訳・国際医療
マネジメント分野

修士課程

臨床心理学専攻

生命薬科学専攻
●生命薬学分野
●医療薬学分野

医学研究科

●基礎医学研究分野
●臨床医学研究分野

博士課程

修士課程

医学専攻

公衆衛生学専攻

●社会医学研究分野

●国際医療学分野
●疫学・社会医学分野

●医療福祉管理学分野
●予防医学分野

分野・専攻によっては受講できるキャンパスが限定される場合があります。
詳細は「大学院学生募集要項」をご確認ください。
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̶̶̶ 事前面談制度について ̶̶̶
出願前に各分野の担当教員との事前面談を行う必要があります。希望する研究テーマと研究指導
教員の専門領域が一致するか、また修学にあたっての留意事項などを事前にご相談いただくもの
です。各分野の連絡先は HP でご確認ください（※臨床心理学専攻は事前面談は必要ありません）。

分野・専攻紹介
看護学分野

特定行為看護師養成分野
分野責任者：田代 順子

分野責任者：栗田 康生

特任教授

准教授

本分野は、研究コース 15 領域、CNS（専門看護師）コース４領域（が
ん・精神・感染・在宅）
、保健師国家試験受験資格を取得できる公衆
衛生看護学領域実践コース、周麻酔期看護学実践コースを開講して
います。各キャンパスで指導を受けることができます。

本分野では、厚生労働省特定行為研修に準拠した 21 区分 38 行為の特
定行為を習得することができます。さらにプライマリ・ケアおよびクリティ
カル・周術期の両分野において、多職種と協働しながら迅速かつ適切に
対応できるジェネラリスト・ナースの育成をめざします。

助産学分野

理学療法学分野
分野責任者：鈴木 由美

分野責任者：久保 晃

教授

教授

本分野では、助産師国家試験受験資格を取得する教育課程、有資格者
の高度実践のための「実践コース」、助産学・母性看護学領域の教育・
研究職及び管理・指導者のための「論文コース（修士・博士）」の 2 つ
のコースがあります。将来に向けてキャリア発達できるように支援します。

基礎理学療法学領域、応用理学療法学領域の 2 つの領域を展開してい
ます。基礎では、基礎医学を含めて運動・動作分析、評価、呼吸循環代
謝の研究を行っています。応用では、疾患に対する理学療法や、地域理
学療法、教育、国際協力など幅広い研究が可能です。

作業療法学分野

言語聴覚分野
分野責任者：谷口 敬道

分野責任者：城間 将江

教授

教授

作業活動支援学領域、作業活動分析学領域の 2 つの領域を展開しています。支援学領域では、インタビュー
に基づく質的研究などを通して、作業療法の本質に迫ります。分析学領域では、分析的手法の限界を理解し
た上で作業療法のエビデンス構築のための思考に近づきます。院生は新人から豊富な経験をお持ちの方、専
門は身障・精神・小児・老年・教育などさまざまです。オンライン指導も多く自宅からの履修も可能です。

高度な知識技能と指導管理能力をもつ臨床の指導者、研究者、教育者
の育成に力を注いでいます。 言語、聴覚、発声発語、摂食嚥下の全領
域 の 研 究が可 能で、実 績ある教 員が指 導します。Evidence based
Practice やキャリアアップをめざす方の入学を歓迎します。

視機能療法学分野

福祉支援工学分野
分野責任者：新井田 孝裕

分野責任者：山本 澄子

教授

教授

視覚を営む神経系は精緻な光学系と眼球運動系に支えられ、認知や判断等の高次
脳機能と密接に関係しています。基礎的・臨床的視覚研究を通じて実践的な研究技
法を修得し、さらに学際研究を推進することで、視覚科学に留まらず幅広い領域で活
躍できる高度な応用力と科学的洞察力を有する専門家・教育者・研究者を育成します。

福祉用具や用具を使用する人の動きを対象に研究を行っています。福祉
用具の評価、開発、使用実態の調査などを通して、福祉用具の有効活
用をめざします。本分野には計測器を使用した研究を行う福祉支援工学
領域と、社会調査を中心とした福祉用具管理指導者領域があります。

リハビリテーション学分野

放射線・情報科学分野

分野責任者：角田 亘

分野責任者：内藏 啓幸

教授

教授

リハビリテーションの実務者として、高度な知識と実践力を体得すると
ともに、研究の創生から研究手順・手法を学び、研究を計画・実施す
ることを目標にしています。医療実践におけるリハビリテーション専門職、
関連有識者としての知性と見識を身につけた人材を育成します。

医用画像学領域と放射線治療学領域の２つの領域からなり、画像診断 ･
放射線治療に関る基礎研究、臨床上における問題解決のための研究、新
技術の開発研究などを行います。 修士課程には医学物理コース（医学
物理士認定機構認定）を設け、高度専門教育の充実を図っています。

生殖補助医療胚培養分野

医療福祉教育・管理分野

分野責任者：堤 治

分野責任者：堀本 ゆかり

教授

教授

体外受精により生まれてくるお子様が多い今日、胚培養士の役割はより
重要になっています。本分野は、胚培養士に必要な基礎生殖生物学から
最新の生殖医学に関する講義を行うとともに、本学関連施設で臨床実習
を行い、生殖補助医療に関するさまざまな技術の習得をめざします。

保健医療系の教員や管理職をめざす方を対象に、修士課程 1 年コース（理学療法
士・ 作業療法士・ 言語聴覚士等の国家資格を持ち、3 年以上の実務経験が必要）
と 2 年コース、博士課程があります。遠隔地や社会人でも学べるようオンラインに
よる授業やゼミを用意し、高度な実践力と研究力が身につくようサポートしています。

臨床検査学分野

災害医療分野
分野責任者：長沢 光章

教授

医療機関、教育研究機関で教員や高度先進医療の研究をめざす臨床検
査技師などを対象とした分野です。臨床検査学・医学の知識、技術や高
度な科学論法に基づく教育研究を実践し、臨床検査学領域の確立と発
展や国際的に貢献できる人材の育成をめざします。

分野責任者：石井 美恵子

教授

災害対応にあたる医療専門職や行政職などを対象に、災害対応の知識や技能
を幅広く修得できます。組織の災害マニュアルや事業継続計画の策定、災害
訓練の評価のあり方、災害対応に関連した教育プログラム開発など、災害時
の課題を解決できる人材の育成をめざします。新たに博士課程を開設しました。
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医療遺伝学分野（博士）／遺伝カウンセリング分野（修士））
分野責任者：辻 省次

医療機器イノベーション分野 （修士）
分野責任者：山田 芳嗣

教授

教授

ゲノム医療の時代を迎え、認定遺伝カウンセラーの養成が急務となってい
ます。本分野では、ゲノム医療にかかわる各専門領域のプロフェッショナ
ル による講義や、グループ内病院などでの実習やゲノム解析実習を通し、
専門性と人間性を備えた認定遺伝カウンセラーの育成をめざします。

超高齢社会において、各ライフステージに対応した医療機器の開発・改良
へのニーズは高まっています。本分野では臨床現場の様々な課題を汲み
上げ、その解決を通じて医療の質の向上に貢献できる、「医療現場からの
フィードバックを実装する医療機器開発・管理の専門家」を養成します。

）
医療福祉経営学分野（博士）／医療経営管理分野（修士）

診療情報管理・分析学分野（博士）／診療情報アナリスト養成分野（修士）

分野責任者：高橋 泰

分野責任者：山本 康弘

教授

教授

医療・福祉組織のマネジメントや、医療・福祉政策に関心をもつ方を対象
とした分野です。ヘルスケア分野における高い経営戦略立案能力を有する
人材育成を目的とした医療経営戦略コースと、医療・福祉に関わる経営・
政策・情報などの研究課題を探求する医療福祉管理学コースがあります。

診療情報管理学領域における体系的な理論と実践を学び、学術研究論文を
執筆して修士号・博士号の取得をめざす分野です。修士課程は、医療現場
の実務課題をアカデミックな観点から問題解決を図る課題研究コース、修士
学位論文を執筆するコース、がん登録を専門的に学ぶコースがあります。

医療福祉国際協力学分野

先進的ケア・ネットワーク開発研究分野

分野責任者：和田 耕治

分野責任者：石山 麗子

教授

教授

本分野では、将来、国際協力の現場で、データをまとめて報告書を書け
るようになることをめざした修士課程と、研究を行う博士課程を開講して
います。ご自身の問題意識をもとに課題にとりくみ、成果を現場に還元し
たいという方をお待ちしています。

本分野は、広くケアとネットワークに関して「先進的な開発」を行ってい
くことを目的にしています。主に自立支援に関する介護およびケアマネジ
メントの実践および基礎をテーマに研究しています。ケアの現場や教育
の現場が抱える問題の改善に、院生が主体的に取り組んでいます。

医療福祉学分野

医療福祉ジャーナリズム分野
分野責任者：小林 雅彦

分野責任者：丸木 一成

教授

教授

本分野は社会福祉学を学問的基盤とし、社会福祉と保健医療という２つ
の領域を中心として関連する諸分野をも視野に入れた研究課題を深める
ことができます。実践経験にもとづく問題意識をもとに、研究課題として
とりくみ、研究成果を実践に還元したいという意欲ある学生を歓迎します。

ジャーナリストとしての発信力を磨こうという人だけでなく、社会に向かって発
信したいという思いをもった方、医療や福祉の専門職、NPO 関係者が学んで
います。そのために必要な「伝える技術」を、ジャーナリストとして活躍した教
授陣が、一人一人の持ち味を生かし作品や論文の完成まで親身に伴走します。

医療通訳・国際医療マネジメント分野

臨床心理学分野（博士）／臨床心理学専攻（修士）

分野責任者：押味 貴之

准教授

分野責任者／専攻主任：橋本 和明

教授

本分野には、医療通訳や国際医療事務・国際医療マネジメントの知識を備
え、いわゆる国際医療コーディネーターとして活躍できる人材の育成をめ
ざした「1 年間の実践コース（英語・中国語の各コース）」と、当該分野
に関連する研究を行う「2 年間の修士論文コース」の２コースがあります。

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の教員を揃え、各年代の
諸テーマに対応しています。保健医療福祉分野において多職種協働がで
き、社会ニーズに応える専門職の育成に努力しています。

薬学研究科

薬科学研究科
研究科長：白石 昌彦

教授

研究科長：八木 秀樹

教授

本研究科は、特に、がん・感染症・精神神経疾患等の薬物治療において、豊
富な知識と技術、これらの領域において高度な研究能力を兼ね備えた専門性
の高い人材を育成します。専門薬剤師や研究者、教育者育成につながる多
岐にわたる研究を行っているので、興味ある研究を実施することが可能です。

薬科学はライフサイエンスを基盤として、生命や健康について研究する総合的な応用科
学です。これらの研究により得られた新しい知識や技術などの成果をもって人類の健
康に貢献することを目的とします。本研究科は、高いリサーチマインドや臨床能力を身
につけた広範な薬学的専門知識を有する薬学研究者、専門薬剤師の育成をめざします。

医学研究科 医学専攻（博士）

医学研究科 公衆衛生学専攻 （修士）

専攻主任：辻 省次

教授

基礎医学研究分野、社会医学研究分野、臨床医学研究分野のいずれかの
研究室に所属し、さらに希望する方は分野横断的な自由科目の履修による
幅広い教育を受講できます。国際的に活躍できる医学研究者、および専門
医や行政官等、博士号を取得し高度専門職業人をめざす方を募集します。

専攻主任：池田 俊也

教授

国際医療学分野、医療福祉管理学分野、疫学・社会医学分野、予防医学分野の
4 分野・7 領域からなる総合的な公衆衛生大学院です。１年次前期では、基本 5 科目
を体系的に学び、その後、各領域に分かれて専門的な教育・指導を受けます。公衆
衛生の専門知識・技能を現場での問題解決や政策立案に活かせる人材を養成します。
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大学院の各種制度・関連施設
長期履修制度について

奨学金

本学大学院学則により、修士課程の標準修業年限は２年間と
定められていますが、就業上の理由や、家事・育児、また外国
において研究、研修を行う等の理由で、学修時間が十分確保で
きない事情が認められる場合には、あらかじめ３年間での計画
的な長期履修の申請をすることが可能です（但し、１年修了コー
スは対象外となります）。
長期履修が許可された場合の学生納付金（授業料、施設設備
費、実習費）の額は、１年次及び２年次については長期履修を
しない通常の学生と同額となりますが、３年次については、在籍
に係る諸経費として１年間の通常の学生納付金の額の 10 分の１
を納付していただきます。
詳細は「大学院学生募集要項」をご確認ください。

さまざまな奨学金制度がありますが、奨学金を必要とする大
学院生の多くが、日本学生支援機構奨学金を利用しています。
その他、自治体や財団の奨学金もありますが、採用にあたり学
内選考を行うほか、奨学金を拠出する自治体、財団での選考
があります。また各奨学金によって採用条件も異なり、募集が
行われないこともあります。原則、入学後に申請・審査・決定
となるため入学前には貸与できません。入学手続時に必要な学
生納付金に充当することはできませんので注意してください。
合格者には、合格通知書とともに送付する手続要項を確認の
上、利用希望者は各自お申し込みください。奨学金の利用をご
検討される方は、出願時にお問い合わせいただいても結構です。
◇日本学生支援機構奨学金に関する問い合わせ先

ホームページ https://www.jasso.go.jp/
ホームページ

公開講座「乃木坂スクール」
社会人を対象とした大学院公開講座です。講座の内容は、医
療福祉の幅広い領域をカバーするとともに、まさに現在私たちが
直面する課題や時代の潮流を先取りしたテーマなど多彩です。
大学院の正規授業を一般公開する形式と、独自に講座を企画
する形式があり、平日の夜間帯を中心に基本的に 1 講座 15 回で
行われます。
ゲスト講師には医療福祉分野の第一線で活躍するリーダー・
有識者の方々を迎え、最新のトピックスを取り上げます。Web 受
講にも対応しており、開講中は好きな時に何度でも視聴が可能。
本学大学院生は、ほとんどの講座を無料で聴講できます。
最新の講座情報や、講義の様
子などがご覧いただけます。

Twitter

Facebook

生涯学習センター
2005 年に看護生涯学習センターとして看護分野の人材育成
及び個人に合わせたキャリア支援など、生涯学習を支援するこ
とを目的として、国際医療福祉大学大学院 東京青山キャンパス
内に設立され、2018 年度には国際医療福祉大学 東京赤坂キャ
ンパス開設に伴い移転しました。2022 年度には、看護職のみ
ならず医療技術職員の多彩な教育カリキュラムを展開する「生
涯学習センター」となりました。
特徴は、大学院と連携し、最新の医療福祉や看護の動向に
ついて講義を提供しているベテラン講師陣と、都心にあり通学
にも便利でオンライン教育にも対応できる優れた教育環境です。
2022 年度からは、これまでの看護職対象の「認定看護管理
者教育課程」
「保健師助産師看護師実習指導者講習会」カリキュ
ラムに加え、多職種を対象とした医療安全管理カリキュラムや、
リハビリ職種等を対象としたカリキュラムが展開されます。

URL https://www.iuhw.ac.jp/mcec/tokyo/

講座紹介

九州地区生涯教育センター

※カッコ内は授業科目名

● 特別講座「新型コロナウイルス感染症対策の最前線〜 2022 年版〜」
和田 耕治 教授・松本 哲哉 教授
● 21 世紀福祉社会論（保健医療福祉政策論Ⅰ／医療福祉学Ⅰ）
中村 秀一 教授
● ケアマネジメント・自立支援介護（介護福祉・ケアマネジメント学講義・演習）
石山 麗子 教授

赤坂心理相談室

福岡にも「九州地区生涯教育センター」が置かれており、特
定の看護分野及びリハビリテーション分野における高度な専門
知識・技術を修得し、熟練した医療を提供すると同時に、看護
職者・医療職者の生涯学習を支援する取り組みを行っています。

URL https://www.iuhw.ac.jp/mcec/kyushu/

災害保健医療研究センター

心理的な問題を一緒に考え、解決に向けて援助を行う、地域
に開かれた心理相談機関です。
相談にあたる者は、主としてトレーニングを受けた臨床心理学
専攻の学生が本学教員（日本臨床心理士資格認定協会より認定
を受けた臨床心理士）の指導のもと、担当しています。

心理相談室の様子
心理相談を通じて、臨床心理
学専攻の学生の心理実習も実
施しています。

わが国は、地震や台風、集中豪雨などにより多くの方が犠牲
となる自然災害が繰り返されてきており、災害が私たちの生活
に及ぼす影響はこれからも避けられません。新型コロナウイル
ス感染が収束していない中、災害時の避難所等の感染対策も喫
緊の課題となっています。
2020 年 4 月に開設された本センターでは、医療福祉の総合
大学院として、次の活動を推進していきます。
１）災害医療分野の集学的研究や人材育成
２）災害対策関係者のネットワーク構築
３）地域の防災の整備、とくに被災時の地域住民の安心・安全
を守る取り組み
４）防災に関する行政との対話や知識の啓発
５）災害医療に関する知識や情報の全国的な発信
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大学院の履修イメージ
大学院ではそれぞれの課程、専攻や分野・領域ごとに修了要件が設定されています。
基本的には、修士課程の場合、①大学院学則に定める修業年限以上在学し、②授業科目について所定の単位以上を修得し、
③必要な研究指導を受けたうえで学位論文の執筆または課題研究を行い、論文審査 （または課題研究成果の審査） 及び最
終試験に合格することで修了となります。
博士課程の場合は課題研究はありませんので、全員が博士論文を作成し、論文審査に合格することで修了できます。

定められた修業年限
修士課程

1 年間もしくは 2 年間

博士課程

3 年間もしくは 4 年間

（専攻・分野・領域により定められた年限は異なります。）

必要な単位の修得
必修科目
講義、演習、研究指導

学位論文の執筆
課題研究の作成

（実習が課される分野・専攻もあります。）

選択科目

審査に合格
最終試験に合格

修士課程
必修科目 18 単位 ＋ 選択科目 12 単位 ＝ 30 単位以上
必修科目・選択科目の単位数は、専攻・分野・領域・コースによって大きく異なります。
例：福祉支援工学分野 福祉用具管理指導者領域 福祉用具管理指導者コースは必修のみ 32 単位以上
放射線・情報科学分野 放射線治療学領域 医学物理コースは必修 39 単位＋選択 8 単位＝ 47 単位以上
など

博士課程
必修科目 ＝ 12 単位以上
医療福祉学研究科のすべての専攻・分野で、上記のように定められています。
一方、薬学研究科では、必修 22 単位 + 選択 10 単位＝ 32 単位以上、医学研究科では必修 20 単位
＋選択 10 単位＝ 30 単位以上の修得が必要となり、研究科によって異なりますのでご注意ください。
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入学から修了までの流れ
大学院に入学をしてから修了するまでの流れを簡単にご説明します。
本学では多種多様な専攻・分野・領域を展開しており、それぞれ特色ある学修を展開していますので、あくまで一例になりま
すが、ご自身の大学院生活の参考にしてください。

入

学

修士課程

博士課程

修業年限：1 年間もしくは 2 年間

修業年限：3 年間もしくは 4 年間

必要な単位の修得

必要な単位の修得

必修および選択として設定された講義や演習、研究指導科目
を履修し、単位を修得します。 対面での講義や e ラーニング
での自宅学習、定期的な個別指導やゼミなどを通じ、論文執
筆・課題研究の作成に向けて研究のテーマを検討し、必要な
知識を修得します。学外や学内での実習が課される分野もあ
ります。

博士課程は博士学位論文の作成を最終的な目標としていま
す。 講義、演習、研究指導等で構成される必修科目を履修
しながら、研究テーマの策定、必要な文献検索、実際の論
文作成を指導教員と二人三脚で進めていきます。他分野で展
開される科目なども履修できるので、幅広い領域の知識を吸
収し、論文の完成をめざしましょう。

研究報告会
修士課程、博士課程ともに、年に 1 回、論文作成を課されているすべての専攻・分野の院生が一堂に会し、それぞれの研究進捗を
発表し合う研究報告会があります。他分野、他領域の先生や院生からの質疑も飛び交い、分野の枠を超えて新たな知見を得られる
機会になります。
またこうした定例の報告会の他、各分野内で定期的に報告会を行ったり、課題研究を課されている専攻・分野は独自で報告会を開催
するなど、研究を深める機会が定期的に設けられています。

論文審査・課題研究の審査

論文の審査

修士論文は最終学年の秋に論文を提出し、指定された 3 名
の審査員にプレゼンテーションを行い、論文の審査を受けま
す。 課題研究の場合は最終学年の終わりまでに、分野内で
行われる審査会で合否の判定を受けます。

博士論文は最終学年の秋に論文を提出し、指定された 3 名
の審査員にプレゼンテーションを行い、論文の審査を受けま
す。審査は時に多くの指摘事項を受け、修正を踏まえた何次
にも及ぶ審査会の末に合否が判定されます。

研究成果発表会
修士課程、博士課程それぞれ、論文審査に合格した方は研究成果を発表します。この発表会においては、研究成果を大学院全体で
共有する目的のほか、他分野の先生や院生からの質疑も行われ、論文をより良いものに仕上げる最終的な機会となります。

修了

修了・満了

論文審査または課題研究の審査まで合格すれば晴れて修了
となり、修士の学位が得られます。修了後は大学院で学んだ
ことを職場などで実践したり、より研究を深めるために博士
課程に進学する方も多くいます。

論文審査まで合格すれば晴れて修了となり、博士の学位が得
られます。審査に合格しなかった場合は、
留年するか、
満了（単
位取得退学）をするかを選べます。 満了後も、論文博士の
審査を受けることで学位取得をめざすことができます。
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授業時間・授業週間
本大学院では、1 年を前期と後期に分け、それぞれ 15 週間ずつの授業週間として設定しています。前期と後期でそれぞれ履
修科目を選択し、単位を修得します。成績の判定は、授業への出席（e ラーニング科目の場合は各回の学修）、および課題や
期末レポートで判断します。また、各期の間に集中講義として実施する科目もあります。
1 日は 7 時限まで設定され、多くの講義を 18 時以降 （６時限以降）に開講しており、仕事を持つ社会人でも通いやすい時間
設定となっています。e ラーニング科目をうまく組み合わせることで、登校する曜日を限定することも可能です。
※ 2022 年現在、新型コロナウイルス（COVID-19）の流行により、多くの科目をオンラインで展開しております。
授業週間

授業時限と時間帯
学期
前期
夏季休暇
後期
冬季休暇

期間
4 月〜 7 月末
8 月〜 9 月上旬
9 月中旬〜 1 月上旬
1 月中旬〜 3 月末

時限
1 時限
2 時限
3 時限
4 時限
5 時限
6 時限
7 時限

※年度によって多少前後します。

期間
09：00 〜 10：30
10：40 〜 12：10
13：00 〜 14：30
14：40 〜 16：10
16：20 〜 17：50
18：00 〜 19：30
19：45 〜 21：15

※土曜日は 6 時限まで、日曜日は授業はありません。

実際の時間割例
時間割は選択する科目はもちろん、各分野の必修単位により大きく異なります。 多くの分野・専攻では夜間帯と土曜日を中心
に講義を展開していますが、例えば臨床心理学専攻では平日の日中に授業を展開しており、特定行為看護師養成分野では木・金・
土の終日を授業日として設定するなど、それぞれに特徴があります。
以下に一例をお示ししますが、ご自身の志望される分野・専攻の時間割は、HP 等でご確認ください。

働きながら看護学分野 （CNS コース）に通う学生のモデル 1 週間
赤坂花子さん（仮名）
：1 年在学中、東京都内在住。都内の病院にて看護師としてフルタイムで勤務している。
赤坂さんの 1 週間
月

火

水

木

3 限：
高度実践病態生理学

13：00 〜
17：50

勤務

勤務

家事
予習、復習

４限：
（専門領域）講義Ⅰ
５限：
自習（図書館利用）

18：00 〜
19：30
19：45 〜
21：15

６限：疫学概論
（オンライン）

夕食
↓
予習・復習

21：15 〜

６限：看護学研究法
（オンライン）
7 限：高度実践
看護学講義
（オンライン）
夕食
↓
予習・復習

６限：統計学入門

夜勤
夕食
↓
予習・復習

金
3 限：
高度実践フィジカル
アセスメント
4 限：
高度実践
臨床病態生理学
5 限：
高度実践
臨床薬理学

6 限：看護倫理学

7 限：高度実践
看護学講義

夕食
↓
予習・復習

土

日

３限：
高度実践クオリティ
マネジメント論
４限：
看護学研究法Ⅱ
（量的研究）

勤務または休日

５限：
ゼミナール

教員、ゼミ生と
懇談後帰宅

夕食、家事など
↓
オンライン講義の
復習

趣味、カルチャー
スクールなど
↓
予習・復習

赤坂さんの学修スタイル
●平日は 17 時 15 分まで業務。あらかじめ授業実施曜日（木〜土曜日）が決まっており、勤務調整の上、授業に参加し、学修を進めている。
時には夜勤明けで授業に参加することも…。
●オンライン上で開講されている講義もあり、自宅やインターネット環境のある場所であれば任意の場所から参加できることも便利。
●週末に多くの講義が開講されるため、講義への出席や復習はかなり大変だが、講義のない日の空いた時間などを利用して、課題をためない
ように努力している。
● 1 年目は前期から講義、後期から演習が多く、2 年目には実習や課題研究、ゼミナールもあるため、１年目で講義・演習科目を確実に修得し、
2 年目は余裕をもって実習に参加したい。
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修了生・在学生の声
修了生

座波 ゆかり

博士課程 助産学分野 2021 年度修了
東海大学医学部看護学科 講師
さん 博士学位論文テーマ「初産で無痛分娩を選択する女性の意思決定プロセスと助産師の支援の在り方についての検討」

母子の支援への貢献および研究者としての自立を目指し、入学しました。看護系大学の専任教員、家庭との両立など多重な
役割を抱えての博士課程は不安もあり、実際に時間の確保が困難で、途中で諦めかけた時もありました。しかし対面指導
ばかりでなく、勤務の都合に合わせてオンライン方式の活用やタイムリーな相談ができたことで、諦めずに研究を進めるこ
とができました。また、大学院事務からの適切な連絡により、スケジュールが組みやすく、とても助かりました。これらは
3 年間で修了となった要因でもあります。指導教員から、研究参加者のために「データを大切に扱うこと」を指導され、研
究者としての根幹を忘れることなく、今後も母子の支援に貢献できるよう尽力いたします。
在学生
修了生

西郡 亨 さん

博士課程 保健医療学専攻 医療福祉教育・管理分野／博士課程 医療福祉教育・管理分野
修士課程 医療福祉教育・管理分野 1 年コース 2019 年度修了
医療法人社団愛友会 津田沼中央総合病院 リハビリテーション科 理学療法士
修士学位論文テーマ「病院に勤務するリハビリテーション専門職の認知する組織風土と職務満足度、
職業性ストレスの関連」

大学院へ進学した目的は、教育と管理に関する知識を深め、リハビリテーションの現場に活かすことでした。働きながらの進学
でしたが、e ラーニングシステムが充実しており自身の都合に合わせて学修を進めることが出来たため、仕事との両立が無理なく
可能でした。また、私は修士課程の研究から生じた疑問に対して更に追及していきたいと考え、博士課程へ進学を決めました。
学び続けることで研究に関する知識はもちろんですが、物事を深く考える力や課題解決力もより身につくため、仕事の場面でも
役立つことが多いと実感しています。現在博士課程では、
「職員が健康かつ仕事のパフォーマンスを向上するための組織環境」に
着目して研究を進めています。大学院で学びを深めながら、教育・医療の現場に貢献できる研究を発信していきたいと思います。

在学生

八木 愛子 さん

修士課程 2 年 診療情報アナリスト養成分野 実践コース
山口県立総合医療センター 医事課 主任主事 診療情報管理士
課題研究テーマ「総胆管結石性胆管炎における DPC 入院期間Ⅱ超えに関する調査」

診療情報管理士として、診療情報管理室で診療記録監査やサマリーコーディングなどの実務を行なってきましたが、3 年前
に医事課へ異動となりました。これを機にカルテ開示やクリニカルパス、統計などを含めた医事業務を行なう中で、診療情
報管理の知識の重要性や問題解決能力の必要性をますます感じるようになりました。
その中で、家庭と仕事の両立を考えた時に、土曜日集中講義と e ラーニングが中心で、地方からでもしっかり学べる国際医
療福祉大学大学院を知りました。診療情報アナリスト養成分野の授業内容は日常業務に直結しており、診療報酬や疾病コー
ディング等の授業による日常業務の基礎固めから、がん治療の先端知識や統計処理など、医療人としての知識向上や職場
での問題解決など必要知識や実践的な学修の機会を得て充実した日々を送っています。アットホームなゼミナールも魅力の
ひとつです。ぜひ、一緒に診療情報アナリスト養成分野で学びませんか。

◆◆◆◆◆◆

九州地区キャンパスのご紹介

◆◆◆◆◆◆

大川キャンパス
キャンパス内には「福岡保健医療学部」「福岡薬学部」があり、周辺には本学の臨床医学研究センター
である高木病院など医療・福祉施設が充実。教育・研究・臨床の三位一体となった環境が整っています。

福岡キャンパス
本学姉妹校の福岡国際医療福祉大学や臨床医学研究センターである福岡山王病院が近くにあり、教育・
研究環境が充実しています。

大川キャンパス

福岡キャンパス

修士・博士課程は研究開始の第一歩です。
キャリアアップをめざす院生の希望に
あわせて研究のノウハウを教えます。
働きながらでも大丈夫です。
九州の地で一緒に楽しく研究を始めましょう。
副大学院長（九州地区担当）

藤本 一眞 教授
高木病院

□お問い合わせ・資料請求
大川キャンパス事務部
福岡キャンパス事務部

0944-89-2018 / oocamp@iuhw.ac.jp
092-407-0434 / fukucamp@iuhw.ac.jp

福岡山王病院

柳川リハビリテーション病院

□九州地区大学院の詳細はコチラ
https://www.iuhw.ac.jp/daigakuin/faculty/kyushu/

大学院に関する詳しい情報は、ホームページ、募集要項をご覧ください。
ホームページ https://www.iuhw.ac.jp/daigakuin/
Facebook

Twitter

YouTube

https://www.facebook.com/iuhwgs

https://www.twitter.com/iuhw_grad

https://www.youtube.com/user/iuhwmovie
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国際医療福祉大学大学院
■ 大田原キャンパス

■ 熱海キャンパス

〒324-8501 栃木県大田原市北金丸2600-1
Tel: 0287-24-3729 E-mail: otawara.s.c@iuhw.ac.jp
JR「那須塩原」駅東口より スクールバス約20分

〒413-0012 静岡県熱海市東海岸町13-1
国際医療福祉大学熱海病院内
Tel: 0557-81-9171 E-mail: atami.s.c@iuhw.ac.jp
JR「熱海」駅より 徒歩約8分 または、バス「大学病院前」

■ 成田キャンパス
〒286-8686 千葉県成田市公津の杜4-3
Tel: 0476-20-7701 E-mail: narita.s.c@iuhw.ac.jp
京成本線 ｢公津の杜｣駅前 徒歩約1分

■ 福岡キャンパス
〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-4-16
Tel: 092-407-0434 E-mail: fukucamp@iuhw.ac.jp
福岡市営地下鉄「西新」駅1番出口より 徒歩約15分 または、
西鉄バス「医師会館・ソフトリサーチパーク前」より 徒歩約1分

■ 東京赤坂キャンパス
〒107-8402 東京都港区赤坂4-1-26
Tel: 03-5574-3900 E-mail: tokyo.s.c@iuhw.ac.jp
東京メトロ「赤坂見附」「永田町」駅A出口より 徒歩約3分

■ 大川キャンパス
〒831-8501 福岡県大川市榎津137-1
Tel: 0944-89-2018 E-mail: oocamp@iuhw.ac.jp
西鉄「柳川」駅より バス約20分、JR「佐賀」駅より バス約30分

■ 小田原キャンパス
〒250-8588 神奈川県小田原市城山1-2-25
Tel: 0465-21-6500 E-mail: odawara.s.c@iuhw.ac.jp
JR・小田急線「小田原」駅西口より 徒歩約3分

国際医療福祉大学
■ 大田原キャンパス
■

■
■

■ 東京赤坂キャンパス

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
薬学部：薬学科（6 年制）

■ 成田キャンパス
■
■
■

■

■

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

■ 小田原キャンパス
■

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

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、放射線・情報科学科
臨床工学特別専攻科（1 年制）

■

■

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
福岡薬学部：薬学科（6 年制）

附属病院

国際医療福祉大学病院（栃木県）

国際医療福祉大学塩谷病院（栃木県）

国際医療福祉大学成田病院（千葉県）

国際医療福祉大学市川病院（千葉県）

国際医療福祉大学三田病院（東京都）

国際医療福祉大学熱海病院（静岡県）

大学院に関するお問い合わせ
東京赤坂キャンパス事務部

Tel：03-5574-3900

〒107-8402

東京都港区赤坂4-1-26

学生募集要項は次のいずれかの方法でご請求ください
Tel

03-5574-3903

E-mail daigakuin-nyushi@iuhw.ac.jp

HP https://www.iuhw.ac.jp/daigakuin/

220612500
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