国際医療福祉大学

要予約・参加無料

医学部入試説明会
今 年4月、千葉 県 成田市で新しい医学部がスタートしました。留学生20人を含む140人の学生が 第1期生として入学、
「聞く、話す」を養う英語教育や、模 擬診察室を使った医学教育が始まっています。革新的な医学教育を実践することで、
国の内外で活躍できる、高度な総合診療能力を持った、臨床の現場に強い医師を育成します。2年目となる2018年度の
入試説明会を開催しますので、ぜひ、
ご参加ください。
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大友 邦

土

学長
1979年東京大学医学部卒。
ワシントン大学、
ピッツバーグ大
学留学後、
東京大学大学院医学系研究科放射線医学講座
教授。
日本医学放射線学会理事長、
第70・74回日本医学放
射線学会総会会長を歴任するなど、
日本の放射線医学分野
における第一人者。
2016年4月より現職。
東京大学名誉教授。

14：30〜17：00
（14：00〜受付・開場）
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品川GOOS（旧パシフィックホテル）1F
（ボールルーム）
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演

北村 聖

〒108-0074 東京都港区高輪3-13-3

医学部長

●東海道新幹線、
JR山手線、
JR京浜東北線、
JR東海道本線
（上野東京ライン）、
JR横須賀線、
京急本線 品川駅
「高輪口」
徒歩1分

1978年東京大学医学部卒。
スタンフォード大学ポストドクトラル
フェロー。
東京大学大学院医学系研究科附属医学教育国際研
究センター教授、
日本医学教育学会副理事長として日本の医学
教育をリードした。
前東京大学医学部附属病院総合研修セン
ター総センター長。
2017年4月より現職。

吉田 素文

副医学部長／医学科長
1988年九州大学医学部卒。
テキサス大学MDアンダーソンが
んセンター研究員、
九州大学医学教育学講座教授、
第111回医
師国家試験委員会委員長、
共用試験医学系OSCE実施小委
員会副委員長、
日本学術会議特任連携会員など歴任。
2017
年4月から現職。

赤津 晴子

医学部棟
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●お電話でのお問い合わせ
●メールでのお問い合わせ
E-mail : med-admission@iuhw.ac.jp 医学部 入試事務室 TEL：0476-20-7810

千葉県成田市公津の杜4-3

入試事務室 TEL：0476-20-7812

【大田原キャンパス（栃木県）
】
保健医療学部／医療福祉学部／薬学部（6年制）
【小田原キャンパス
（神奈川県）
】
小田原保健医療学部

ウイング高輪WEST

参加申し込み方法

〒286-8686

【成 田 キ ャンパ ス（千葉県）
】
医学部／成田看護学部／成田保健医療学部

山手線

品川GOOS
1F TKPガーデンシティ品川

京 急本線

説明会当日は時間の制約もあり、
個別の出願資格などに関するご相談につきまして
は、
お受けすることができません。
お手数ではございますが、
医学部入試事務室まで、
メールまたはお電話にてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

医学教育統括センター長
ハーバード大学、
ブラウン大学を経てアメリカで医師免許取得。
ピッツバーグ大学とスタンフォード大学で診療と医学教育に携
わる。
前スタンフォード大学医学部准教授。
「アメリカの医学教
育」
（日本評論社）
等の著書が日本人学生に大きな影響を与え
た。
2017年4月より現職。

第一京 浜

●診療チームの一員となって学ぶ｢診療参加型臨床実習｣を、世界水準を上回る
90週実施。
●外国人教員や海外での診療・教育の経験を持つ教員を多数採用。多くの科目で
英語の授業を導入し、
英語による診療や議論ができる能力を養成。
●６年次に全学生が4週間以上の海外臨床実習を体験。
●アジア諸国等の医療や保健システムを学ぶ｢国際医療保健学｣を設定。
●定員140名のうち20名が海外からの留学生。
●6年間の学費は私立の医学部で最も安い1,850万円を設定、
奨学金制度や教育
ローンも充実。
2
●キャンパス内に世界最大級5,000m 以上の医学教育シミュレーションセン
ターを設置。
●公衆衛生、
医学専攻の大学院を新設。
感染症研究や遠隔画像診断にも対応。

WEB

交番

品川駅
高輪口

本学ホームページよりお申し込みください。 国際医療福祉大学

検索

①郵便番号・住所・電話番号 ②氏名（ふりがな）③年齢 ④職業
⑤参加人数 ⑥会場名 をご記入のうえ、下記までお送りください。
ハガキ 〒107−0062
QR
東京都港区南青山１−２４−１
国際医療福祉大学 広報部 医学部説明会事務局
TEL
FAX

03-5797-2689（受付時間：10〜17時、土・日・祝除く）
03-5797-2574 郵送と同様に①〜⑥の内容をご記入ください。

※満席の場合はお断りさせていただく場合がございます。
あらかじめご了承ください。

全国に約40の医療・福祉施設を持ち、5つのキャンパス、9学部、22学科を擁する、
日本で初めての医療福祉の総合大学です。

充実の附属病院・臨床医学研究センター
国際医療福祉大学成田病院の計画
◯開設予定：2020年
◯病床数：642床

◯開設予定地：成田市 畑ケ田地区
◯延床面積：約91,000㎡

●

最先端医療機器を導入し、世界的に著名な医師を招聘。

●

約10か国語に対応できる窓口を設け、外国人にも質の高い医療を提供。

●

ハラル食など各国の食事の提供、宗教関連施設の整備。

●

人間ドックやスポーツジム・プールを完備した予防医学センターを整備。

●

医学部や大学院と緊密に連携しながら研究開発を促進。

完成予想図

4つの大学附属病院

国際医療福祉大学三田病院

国際医療福祉大学病院

国際医療福祉大学塩谷病院

国際医療福祉大学熱海病院

東京都港区三田／病床数：291床

栃木県那須塩原市／病床数：353床

栃木県矢板市／病床数：240床

静岡県熱海市／病床数：269床

主な臨床医学研究センター

山王病院・山王バースセンター
東京都港区赤坂／病床数：79・19床

山王メディカルセンター

東京都港区赤坂／病床数：15床

化学療法研究所附属病院
千葉県市川市国府台／病床数：260床

福岡山王病院

福岡県福岡市早良区百道浜／病床数：199床

高木病院

福岡県大川市／病床数：506床

成 田 キ ャ ン パ ス 千葉県成田市公津の杜4 - 3 TEL0476 - 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

医学部棟

成田看護学部・成田保健医療学部

大田原キャンパス 栃木県大田原市北金丸2600 - 1 TEL0287 - 24 - 3200（入試事務室）
■保健医療学部

■医療福祉学部
■薬学部

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）

薬学科（6年制）

小田原キャンパス 神奈川県小田原市城山1 - 2 - 25 TEL0465 - 21 - 0361（入試事務室／本校舎）
■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

福 岡 キ ャ ン パ ス 福岡県福岡市早良区百道浜1- 7- 4 TEL0944- 89- 2000（九州地区入試事務室）
■福岡看護学部

看護学科

大 川 キ ャ ン パ ス 福岡県大川市榎津137 - 1 TEL0944 - 89 - 2000（九州地区入試事務室）
■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

京成本線

公津の杜駅

