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関　

東
●大田原キャンパス 学部・学科組織　（ 年度）
 看護学科 
 理学療法学科 
保健医療学部 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） 
ほかに、成田キャンパス（千葉県）、東京赤坂キャンパス（東京都
／ 年４月開設）、小田原キャンパス（神奈川県）、福岡キャ
ンパス（福岡県）、大川キャンパス（福岡県）

①特待奨学生特別選抜入試　②ＡＯ入試　③高校推薦入
試　④一般入試（前期・後期）　⑤大学入試センター試験
利用入試Ⅰ期　⑥帰国生徒・社会人・留学生特別選抜入試

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100％・50％・30％相
当額の奨学金が給付される特待奨学生を選抜。100％相当額の奨
学金の場合、国立大学よりも安いあるいは同程度の納付金で進学
が可能。2018年度入試では、全キャンパス合計で456人を選抜。

特待奨学生制度（前年度参考）

入試GUIDE（2019年度予定）

　大田原キャンパスは26万㎡（東京ドーム約5.5個分）
の広大な敷地に、学修・研究設備を備えた15棟の校舎と
さまざまな施設を整備。また、キャンパス内には６つの
医療福祉施設が併設され、これは他に類を見ない特長で
す。日常的に高齢者や障害を持つ方と触れ合う環境の中
で、医療福祉従事者にふさわしい人間性が形成されます。

　さまざまな専門職を養成する学科を揃える医療福祉の
総合大学という特長を生かした「関連職種連携教育」。
学部・学科を横断したチームを編成し、医療福祉現場で
実習まで行うのが大きな特長で、附属病院など実習施設
が充実している国際医療福祉大学だから実現した独自の
カリキュラムです。体系化されたカリキュラムをとおし
て「チーム医療・チームケア」の考え方やスキルを修得
し、職種間のコミュニケーション能力も身につけます。
保健医療学部 　看護学科　先進医療現場や地域・世界
で活躍できる看護師・保健師を養成。
理学療法学科　理学療法士輩出数は養成校のなかで全国
一。障がい者スポーツ指導員の資格取得も可能。
作業療法学科　作業療法士輩出数は養成校のなかで全国
一。世界作業療法士連盟（WFOT）認定校。

理想的な教育環境

総合大学ならではの教育

言語聴覚学科　言語聴覚士輩出数は養成校のなかで全国
一。キャンパス内にアジア有数の専門施設「言語聴覚セ
ンター」を併設。
視機能療法学科　2016年度卒業生の視能訓練士国家試験
合格率は100％を達成。同行援護従業者資格取得も可能。
放射線・情報科学科　先進医療を支える診療放射線技師
を養成。放射線治療装置「リニアック」を教育用に整備。
医療福祉学部 　医療福祉・マネジメント学科　社会福
祉士と精神保健福祉士、介護福祉士と社会福祉士のダブ
ルライセンスや、診療情報管理士ほか多くの資格取得が
可能。
薬学部 　薬学科（６年制）　治療に参加し貢献する、臨
床に強い薬剤師を養成。６年間の学費990万円は全国平
均（1,195.8万円※）を大幅に下回ります。
※2017年度の全国平均（日本私立薬科大学協会資料より）

　2016年度の求人数は101,444人で、学生１人あたり77
人。就職率は100％を達成しました（就職者数、就職希望
者数とも1,308人）。※数字はすべて全キャンパス合計

就職率は100％

●５つの附属病院：国際医療福祉大学病院（栃木県那須塩原市）、
国際医療福祉大学塩谷病院（栃木県矢板市）、国際医療福祉大学市
川病院（千葉県市川市）、国際医療福祉大学三田病院（東京都港区）、
国際医療福祉大学熱海病院（静岡県熱海市）
★ 2020年国際医療福祉大学成田病院（千葉県成田市）新設予定

豊富な臨床実習施設

学部・学科横断チームで行う「関連職種連携教育」

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ

全国トップクラスの国家試験合格率
〈2016年度結果〉視能訓練士国家試験100％（３年連続）、薬剤師国家試験99.1％（２年連続合格率
全国１位／受験者数100人以上の大学）。その他の資格も全国合格率を大きく上回りました。

〠324‒8501　栃木県大田原市北金丸2600‒1　入試事務室　☎0287‒24‒3200　〈HP〉http://otawara.iuhw.ac.jp/

国際医療福祉大学大田原キャンパス

ＱＲコード
巻末ハガキ

無　料

5月中旬

資料請求

完成時期

請求ハガキ

料　金
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医学部 医学科　　　　 （うち留学生 ）
成田看護学部 看護学科 
 理学療法学科 

成田保健医療学部 作業療法学科 
 言語聴覚学科 
 医学検査学科 

●成田キャンパス 学部・学科組織　（ 年度）

ほかに、大田原キャンパス（栃木県）、東京赤坂キャンパス（東京
都／ 年４月開設）、小田原キャンパス（神奈川県）、福岡キャ
ンパス（福岡県）、大川キャンパス（福岡県）

①特待奨学生特別選抜入試　②高校推薦入試　③一般入
試（前期・後期）　④大学入試センター試験利用入試Ⅰ期
⑤帰国生徒・社会人・留学生特別選抜入試

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、最大で授業料の100％相当
額の奨学金が給付される特待奨学生を選抜。国立大学よりも安い
あるいは同程度の学生納付金で進学が可能。2018年度入試では、
全キャンパス合計（医学部除く）で456人を選抜。

特待奨学生制度（前年度参考）

入試GUIDE（2019年度予定）

　キャンパスは京成本線「公津の杜」駅前という絶好の
立地にあり、東京駅から70分程度と都心からの通学も可
能です。

　外国人や海外での教育・臨床経験が豊富な教員が多く
着任。実践力や国際性を重視した授業、必修で行う海外
研修、多くの留学生との交流などをとおして、国内外で
活躍できる医療人を養成します。
医学部 　医学科　英語による授業、90週におよぶ診療
参加型臨床実習、４週間以上の海外研修などこれまでに
ない革新的な医学教育で、国内外で活躍する医師を養成。
成田看護学部 　看護学科　グローバルな人材育成のた
めの新しいコンセプトを持つ看護学部。今後起こり得る
未知なる健康課題に対し、看護の専門性を生かして活躍
できる時代の先駆者を育成。
成田保健医療学部 　理学療法学科　国内外で活躍して
いる講師陣、国際性に富んだ科目、最先端の機器、アク
ティブ・ラーニングやICT教育などで、グローバルで臨
床実践能力の高い理学療法士を養成。障がい者スポーツ
指導員の資格取得も可能。
作業療法学科　世界作業療法士連盟認定校として世界標
準の知識やスキルを身につけるほか、国内外で通用する
文化適応力やコミュニケーション力を育み、グローバル
に活躍できる作業療法士を養成。

交通至便な都市型キャンパス

国際的な医療人を養成

言語聴覚学科　ことばやきこえ、コミュニケーション、
飲み込みなどに困難を抱える方々を支援するために、高
度な専門性と豊かな人間性を育むとともに、国際経験豊
富な講師陣を揃え、国際社会にも貢献できる人材を養成。
医学検査学科　最新鋭の高度機器と国際的に活動するた
めのカリキュラムを整え、グローバルに活躍できる臨床
検査技師を養成。在学中に「遺伝子分析科学認定士」、「医
用質量分析認定士」の資格取得も可能。
豊富な臨床実習施設 　●５つの附属病院：国際医療福
祉大学病院（栃木県那須塩原市）、国際医療福祉大学塩谷
病院（栃木県矢板市）、国際医療福祉大学市川病院（千葉
県市川市）、国際医療福祉大学三田病院（東京都港区）、
国際医療福祉大学熱海病院（静岡県熱海市）
★ 2020年国際医療福祉大学成田病院（千葉県成田市）新設予定

　国際医療福祉大学は全国トップクラスの国家試験合格
率と毎年100％の就職率を実現しています。成田キャン
パスでも全員が希望する職場に就職できるよう万全の体
制で支援します。就職先は病院や福祉施設、医療関連企
業、研究機関など幅広い選択が可能です。

卒業後の進路

一般入試の成績上位合格者30人を医学部特待奨学生に選抜し、最
大６年間で1,400万円の奨学金を給付。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
進学が可能。

医学部特待奨学生制度（前年度参考）

「公津の杜」駅前の成田キャンパス

〠286‒8686　千葉県成田市公津の杜4‒3　入試事務室　☎0476‒20‒7705　医学部入試事務室　☎0476‒20‒7810　〈HP〉http://narita.iuhw.ac.jp/

国際医療福祉大学成 田
キャンパス

ＱＲコード
巻末ハガキ

無　料

5月中旬

資料請求

完成時期

請求ハガキ

料　金

Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ

2017年４月、首都圏では43年ぶりとなる医学部を開設。
新設の医学部では、国際性に富んだ革新的な教育で、国内外で活躍できる医師を養成します。
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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 

●東京赤坂キャンパス 学部・学科組織　（ 年度）

ほかに、大田原キャンパス（栃木県）、成田キャンパス（千葉県）、
小田原キャンパス（神奈川県）、福岡キャンパス（福岡県）、大川
キャンパス（福岡県）

①特待奨学生特別選抜入試
②AO入試　③高校推薦入試
④一般入試（前期・後期）
⑤大学入試センター試験利用入試Ⅰ期
⑥帰国生徒・社会人・留学生特別選抜入試

【特待奨学生制度】
特待奨学生特別選抜入試の成績上位合格者を対象に、在学期間中の
授業料の50％相当額が給付される「特待奨学生Ａ」と、30％相当額
が給付される「特待奨学生Ｂ」を選抜。特待奨学生に選ばれると、
他の私立大学に比べ学生納付金の負担が大幅に軽減されます。

学費サポート制度（前年度参考）

入試GUIDE（2019年度予定）

　東京・赤坂は、青山・六本木や渋谷・新宿にも近く、
この一帯はファッションや文化の発信地でもあります。
その都心の一等地に、地下１階地上11階建てのキャンパ
スが誕生します。付近には東京メトロ丸ノ内線、銀座線、
千代田線、半蔵門線などの駅が点在しており、アクセス
の良さは通学に便利です。キャンパスは、1,000人を収
容できる講堂や図書館、体育館などを備え、学びやすい
環境が整っています。

心理学科 　
　心理学科では、ニーズが高まっている〈心のケアの専
門職〉を養成します。より専門性の高い「臨床心理士」、
新しい国家資格である「公認心理師」へのステップにも
なります。「共感」「傾聴」「受容」を大事にして、相手
の立場になって考える、という医療福祉のマインドをカ
ウンセリングの基本とします。また、医療福祉の知識を
学ぶことで、きめ細かいカウンセリングが可能となり、
病院はもとより企業や学校、自治体などで幅広く活躍で
きる人材へと育てます。臨床現場でコミュニケーション
能力や自分で考えて判断する力を身につけ、医療機関で
医師や看護師と協働できる能力を養います。さらに公認
心理師や臨床心理士などの資格取得をめざしたり、研究
者を志したりという人のための専門性を高めた最適のカ
リキュラムがあり、将来の夢、キャリアプランが限りな
く広がります。

交通至便な都市型キャンパス

赤坂心理・医療福祉マネジメント学部

医療マネジメント学科 　
　医療マネジメント学科では、データ解析の専門職とし
て「チーム医療・チームケア」を支えることができる人
材を育てます。診療報酬請求、医療経営、地域医療など
幅広い知識を修得することで、病院経営や製薬・医療機
器など関連業種、研究者へと進む道も開けます。また、
医療データの管理・活用を担う診療情報管理士のほか、
医療情報技師、経営学検定、日商簿記検定、診療情報事
務能力認定試験、ＩＴパスポート（国家資格）など多くの
資格修得が可能です。

　1995年の開学以来、国際医療福祉大学は全学部・全学
科で全国トップクラスの国家試験合格率を実現していま
す。就職率は毎年100％です。東京赤坂キャンパスでも
全員が希望する職場へ就職できるよう万全のサポート体
制で支援します。就職先は病院や福祉施設、医療関連企
業、研究機関、一般企業など幅広い選択が可能です。

就職率は100％

●５つの附属病院：国際医療福祉大学三田病院（東京都港区）、国
際医療福祉大学市川病院（千葉県市川市）、国際医療福祉大学熱海
病院（静岡県熱海市）、国際医療福祉大学病院（栃木県那須塩原市）、
国際医療福祉大学塩谷病院（栃木県矢板市）
★ 2020年国際医療福祉大学成田病院（千葉県成田市）新設予定
●関連病院：山王病院（東京都港区）ほか附属・関連施設多数

豊富な臨床実習施設

〠107‒8402　東京都港区赤坂4‒1‒26　入試事務室　☎03‒5574‒3903　〈HP〉http://akasaka.iuhw.ac.jp/

国際医療福祉大学東京赤坂キャンパス

ＱＲコード
巻末ハガキ

無　料

5月中旬

資料請求

完成時期

請求ハガキ

料　金
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2018年４月、東京都心に新キャンパス開設
「心のケア」「データ解析」のスペシャリストを育てる

医療マネジメント学科（イメージ）医療マネジメント学科（イメージ）
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関　

東

 看護学科 
小田原保健医療学部 理学療法学科 
 作業療法学科 

●小田原キャンパス 学部・学科組織　（ 年度）

ほかに、大田原キャンパス（栃木県）、成田キャンパス（千葉県）、
東京赤坂キャンパス（東京都／ 年４月開設）、福岡キャンパ
ス（福岡県）、大川キャンパス（福岡県）

①特待奨学生特別選抜入試
②AO入試
③高校推薦入試
④一般入試（前期・後期）
⑤大学入試センター試験利用入試Ⅰ期
⑥帰国生徒・社会人・留学生特別選抜入試

【特待奨学生制度】
特待奨学生特別選抜入試の成績上位合格者を対象に、在学期間中
の授業料の100％相当額が給付される「特待奨学生Ｓ」と、50％
相当額が給付される「特待奨学生Ａ」を選抜。特待奨学生Ｓは、
国立大学よりも安いあるいは同程度の納付金で進学が可能。

学費サポート制度（前年度参考）

入試GUIDE（2019年度予定）

　小田原キャンパス本校舎は、ＪＲ・私鉄の５路線が乗
り入れる「小田原」駅に隣接し、2016年３月に完成した
小田原城近くの城内校舎は、本校舎から徒歩８分の場所
にある都市型キャンパスです。交通の便が良いことから、
学生も広範囲から通学しています。

　さまざまな専門職をめざす学生が集まる医療福祉の総
合大学という特長を生かした教育が、「チーム医療・チー
ムケア」を実践的に学ぶ「関連職種連携教育」です。学部・
学科を横断したチームを編成し、医療福祉現場で実習を
行う国際医療福祉大学独自のカリキュラムです。体系化
されたカリキュラムをとおして「チーム医療・チームケ
ア」の考え方やスキルを修得するほか、異なる職種への
理解を深め、コミュニケーション能力も身につけます。
　また、附属病院の国際医療福祉大学熱海病院と緊密に
連携して質の高い臨床実習を行っているほか、「担任制・
アドバイザー制」を設け、全教員がいつでも質問や相談
を受けられる体制をとるなど万全のサポート体制で、小
田原保健医療学部では毎年高い国家試験合格率を実現し
ています。
　市民公開講座やボランティアなどさまざまな地域活動
にも学生が積極的に参加しており、こうした活動をとお
しての人格形成を大学も大いにバックアップしています。

交通至便な都市型キャンパス

人間性も育む学修環境

看護学科 　看護師、保健師のほか、養護教諭１種免許
状も取得可能。2016年度卒業生の看護師、保健師国家試
験合格率はいずれも100％を達成。
理学療法学科 　医療分野、福祉分野、スポーツ分野な
ど多岐にわたる現場で活躍する理学療法の専門家を養
成。障がい者スポーツ指導員の資格取得も可能。2016年
度卒業生の理学療法士国家試験合格率は100％を達成。
作業療法学科 　障害を持つ人が自分らしく、いきいき
と生活を送れるようサポートできる作業療法士を養成。
世界作業療法士連盟（WFOT）認定校。2016年度卒業
生の作業療法士国家試験合格率は97.9％。

　小田原保健医療学部の2016年度就職率は、看護学科・
理学療法学科・作業療法学科すべての学科で100％を達
成しました。学部開設以来８年連続です。

就職率は100％

●５つの附属病院：国際医療福祉大学熱海病院（静岡県熱海市）、
国際医療福祉大学三田病院（東京都港区）、国際医療福祉大学市川
病院（千葉県市川市）、国際医療福祉大学病院（栃木県那須塩原市）、
国際医療福祉大学塩谷病院（栃木県矢板市）
★ 2020年国際医療福祉大学成田病院（千葉県成田市）新設予定

豊富な臨床実習施設

小田原駅に隣接する本校舎

〠250‒8588　神奈川県小田原市城山1‒2‒25（本校舎）　小田原保健医療学部入試事務室　☎0465‒21‒0361　〈HP〉http://odawara.iuhw.ac.jp/

国際医療福祉大学小田原キャンパス

ＱＲコード
巻末ハガキ

無　料

5月中旬

資料請求

完成時期

請求ハガキ

料　金
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全国トップクラスの国家試験合格率
〈2016年度結果〉 看護師、保健師、理学療法士の国家試験でいずれも100％を達成しました。作

業療法士国家試験も全国合格率を大きく上回りました。
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資料請求方法：巻末ページの「パンフレット一括請求」をご覧ください。

九　

州

福岡看護学部 看護学科 
〈福岡キャンパス〉
 理学療法学科 

福岡保健医療学部 作業療法学科 
〈大川キャンパス〉 言語聴覚学科 
 医学検査学科 
ほかに、大田原キャンパス（栃木県）、成田キャンパス（千葉県）、
東京赤坂キャンパス（東京都／ 年４月開設）、小田原キャン
パス（神奈川県）

●学部・学科組織　（ 年度）

【２学部】　①特待奨学生特別選抜入試　②ＡＯ入試　
③高校推薦入試　④一般入試（前期・後期）　
⑤大学入試センター試験利用入試（Ⅰ期・Ⅱ期）　
⑥帰国生徒・社会人・留学生特別選抜入試

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、最大で授業料の100％相当
額の奨学金が給付される特待奨学生を選抜。国立大学よりも安い
あるいは同程度の納付金で進学が可能。2018年度入試では、全キ
ャンパス合計で456人を選抜。

特待奨学生制度（前年度参考）

入試GUIDE（2019年度予定）

　大学の関連病院である福岡山王病院と緊密に連携。質
の高い臨床実習と最新の医療を学べます。キャンパスが
あるシーサイドももち地区は、図書館、博物館、教育機
関やテレビ局などが多数立地する教育・文化・情報の集
積地で、学びの場としても最適です。2016年には、校舎
を拡充して演習室や講義室を拡張するなど、教育環境を
さらに充実させました。
看護学科 　国際的視野と深い倫理観を持ち、地域社会
や世界で活躍できる看護師・保健師を養成。2016年度卒
業生の看護師国家試験合格率は99.0％、保健師国家試験
合格率は100％を達成。

　医療福祉の総合教育機関として、九州のみならず西日
本の地域医療を牽引する理学療法士、作業療法士、言語
聴覚士、臨床検査技師を養成。隣接する506床の高木病
院をはじめキャンパス周辺には、医療、リハビリテーショ
ン、在宅での看護・介護など、さまざまな医療福祉サー
ビスを提供するグループ施設が揃い、これらの施設で質
の高い臨床実習を行います。
理学療法学科 　さまざまなニーズと最新のリハビリ
テーションに対応できる理学療法士を養成。障がい者ス
ポーツ指導員（初級・中級）の資格取得も可能。2016年度
卒業生の理学療法士国家試験合格率は98.9％。

福岡看護学部

福岡保健医療学部

作業療法学科 　障
害を持つ人がいきい
きと生活を送れるよ
うサポートできる作
業療法士を養成。世
界作業療法士連盟
（WFOT） 認定校。
2016年度卒業生の作業
療法士国家試験合格率は98.1％。
言語聴覚学科 　コミュニケーションや飲み込み等の障
害の回復を支援する言語聴覚士を養成。1,600㎡のフロア
に16室にもおよぶ最新の言語聴覚演習施設を設置。2016
年度卒業生の言語聴覚士国家試験合格率は97.1％。
医学検査学科 　病気の診断、治療、予防のための検査デ
ータを医師に提供する臨床検査技師を養成。食品衛生管
理者資格、健康食品管理士受験資格の取得も可能。2016
年度卒業生の臨床検査技師国家試験合格率は96.8％。
●「チーム医療・チームケア」を実践
　さまざまな専門職をめざす学生が集まる医療福祉の総
合大学という特長を生かし、「チーム医療・チームケア」
を実践的に学ぶ「関連職種連携教育」。学部・学科を横
断したチームを編成し、医療福祉現場で実習を行う国際
医療福祉大学独自のカリキュラムです。福岡キャンパス
と大川キャンパスは合同で行います。

　2016年度の就職率は、福岡看護学部・福岡保健医療学
部とも全学科で100％を達成しました。

就職率は100％

● ５つの附属病院：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）

★ 2020年国際医療福祉大学成田病院（千葉県）新設予定
●関連施設：福岡山王病院（福岡市）、高木病院（大川市）他多数

豊富な臨床実習施設

医学検査学科実習風景
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全国トップクラスの国家試験合格率
〈2016年度結果〉 保健師の国家試験で合格率100％を達成しました。看護師、理学療法士、作業

療法士、言語聴覚士、臨床検査技師も全国合格率を大きく上回りました。

〠814‒0001　福岡市早良区百道浜1‒7‒4（１号館）　福岡看護学部　　　☎092‒407‒0805　〈HP〉http://fukuoka.iuhw.ac.jp/〠831‒8501　福岡県大川市榎津137‒1　　　　　　福岡保健医療学部　☎0944‒89‒2000

国際医療福祉大学福岡キャンパス
大川キャンパス
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巻末ハガキ

無　料

5月中旬

資料請求

完成時期
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料　金


