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私

立 国際医療福祉大学 
問合せ先 医学部入試事務室 

〠286-8686 千葉県成田市公津の杜 4-3 

☎(0476)20-7810 http://www.iuhw.ac.jp/ 

 

教育目標＆特色 

 国際医療福祉大学は、「人間中心の大学」、「社会に開かれた大学」、「国際性を目指した大学」という３つの基本理

念と、この理念を実現するための７つの教育理念(人格形成、専門性、学際性、情報科学技術、国際性、自由な発想、

新しい大学運営)を掲げ、病める人も、障害を持つ人も、健常な人も、互いを認め合って暮らせる「共に生きる社会」

の実現を目指した教育を行っている。医学部は、平成 29年に開設されたわが国で最も新しい医学部で、国際性を重

視しグローバルスタンダードに対応した医学教育を行い、国内外で活躍できる総合診療力を持った医師の養成を目

指している。大多数の科目で英語の授業を行い、海外に多くの医療協力拠点を設けるほか、定員 140名のうち 20名

は外国人留学生を受け入れるのが特色である。 

 

カリキュラムの特色 

 国際医療福祉大では、卒業生全員が医師として国際的に活躍できるようになることを目指しているため、入学直

後から英語を聞く、話す力を個人のレベルに合わせて集中的に身につけながら、１年次２学期から２年次３学期ま

で一通りすべての医学知識を英語で学ぶのが特徴。６年次には全員が海外の医療機関で臨床実習を行うなど、ほか

に類を見ない大きな特徴がある。カリキュラムの流れをみると、１年次から３年次前期にかけてリベラルアーツ(一

般教養)、医療プロフェッショナリズム(医療倫理、チーム医療、他職種連携など)、国際医療保健学・海外医療体験

を学ぶ。医療面接・身体観察、英語・医学英語は２年次にかけて履修するほか、医療入門・正常解剖実習、医療生物

学、医療化学、医療物理学、医用工学、基礎医学総論、発生・出産などを１年次に履修する。２年次から３年次には

専門科目が本格的に始まり、器官別統合講義、胎児・小児の成長と疾患、感染症、腫瘍と臨床、正常人体解剖実習、

救急と集中治療、麻酔、予防医学、老年医学、臨床診断入門、症候と臨床推論などを履修する。４年次から５年次前

期にかけては臨床実習が行われ、臨床実習Ⅰ・Ⅱでは内科系、外科系、小児科、総合診療科、救急科、産婦人科、精

神科の基本診療科、臨床実習Ⅲではその他の応用診療科でクリニカル・クラークシップを行う。６年次には臨床実

習Ⅳがあり、ミャンマー、ベトナム、モンゴル、ラオス、韓国、マレーシア、インドなどのアジア諸国や欧米諸国を

４週間以上訪ね、その国の臨床教育を受けるとともに、身につけた英語力で各国の医療事情を学ぶ。その後、６年

間の医学教育の総まとめとして総括講義が行われ、人体の構造と機能、病因、病態、症候を中心に復習し、国家試験

に備えることになる。 

 

 

大学ＤＡＴＡ 

◆沿革 平成 29年に開学した。 

◆学部所在地 ＊成田キャンパス＝問合せ先に同じ。ｱｸｾｽ京成本線公津の杜駅下車，徒歩３分。 

◆学部学科・定員 医学部＝医学科 140名 

◆大学院 まだ設置していない。 

◆おもな付属施設 大学病院，塩谷病院，三田病院，熱海病院，国際医療福祉リハビリテーションセンター，山王メ

ディカルセンターなど。 

◆学寮 成田インターナショナルハウス。日本人学生は毎年 20名程度が入居できる。 

 

 

参考資料 

●医師国家試験合格率                             ＊まだ卒業生を出していない。 

区分 
全 体 新 卒 既 卒 

志願者 受験者 合格者 合格率 志願者 受験者 合格者 合格率 志願者 受験者 合格者 合格率 

2017    ％    ％    ％ 

2016    ％    ％    ％ 

2015    ％    ％    ％ 
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●学校納付金(2018年度) 

区 分 入学手続時 初年度総額 ２年次以降 

入学金 1,500,000円 1,500,000円 ‐ 

授業料 950,000円 1,9000,000 円 1,900,000 円 

実験実習費 300,000円 600,000円 600,000 円 

施設拡充費 500,000円 500,000円 300,000 円 

諸会費 100,000円 100,000円 100,000 円 

合 計 3,350,000円 4,600,000円 2,900,000 円 

６年間総計 19,100,000 円 

＊入学手続き終了後に任意の教育研究協力資金を募集する。 

 

●特待奨学生制度 

 一般入試において成績上位合格者 30名に１年次は 2,500,000円、２年次以降は毎年 2,300,000円を給付する。 

 

●奨学金制度 

 日本学生支援機構奨学金のほかに、各種育英団体の奨学金などがある。 
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          2018年度入試要項            
募集人員 

区分 一般 セ試利用 推薦 ＡＯ 帰国生 留学生 編入学 

医学科 105 15 ‐ ‐ 若干 20 ‐ 

 

試験日程 

試験区分 出願期間 試験日 合格発表日 手続締切日 

一般

入試   

１次試験 
12 月５日～１月５日 

１月 16 日 １月 20 日   

２次試験 １月 23 日～28 日 ２月２日 ２月８日 

ｾﾝﾀｰ 

利用 

センター試験 ９月 26 日～10 月６日 １月 13 日・14 日 ２月３日   

２次試験 12 月 12 日～１月 12 日 ２月６日と 10 日か 11 日 ２月 16 日 ２月 22 日 

＊２次試験は、一般入試が６日間のうち指定する１日、センター利用入試は学力試験・小論文が２月６日、面接は 10日か 11日のうち

指定する１日。 

＊入学辞退者の学費返還申出期限は３月 28日。 

＊入学手続き状況によって欠員が生じた場合は、順次繰上げ追加合格者を発表する。 

 

一般入試 

試験区分 教科 科目(→は選択科目数) 配点 時間 

１次試験 

数 学 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ(列ベ)。 150 80 

理 科 物基・物、化基・化、生基・生→２。 各 100 120 

外国語 コ英Ⅰ・コ英Ⅱ・コ英Ⅲ・英表Ⅰ・英表Ⅱ。 200 80 

小論文  段階評価 60 

２次試験 面 接 約 30分の個人面接を２回行う。希望する者には一部英語による面接を行う。 段階評価 約 60 

＊２次選考後に３次選考(面接)を行う場合がある。 

 

センター利用入試 

試験区分 教科 科目(→は選択科目数) 配点 時間 

ｾﾝﾀｰ試験 

国 語 国。 200 80 

地歴・公民 世Ｂ、日Ｂ、地理Ｂ、倫政経→１。 100 60 

数 学 数Ⅰ・数Ａ、数Ⅱ・数Ｂの計２。 各 100 各 60 

理 科 物、化、生→２。 各 100 各 60 

外国語 英(リスニングを含む)。 250 80 

２次試験 

学力試験 英。 100 60 

小論文  段階評価 60 

面 接 約 30分の個人面接を２回行う。希望する者には一部英語による面接を行う。 段階評価 約 60 

＊２次選考後に３次選考(面接)を行う場合がある。 

 

留学生特別選抜入試 日本国籍を有しない者で、外国において学校教育による 12年の課程を修了し、留学の在留資

格を取得できる者が対象。 

 

帰国生・外国人学校卒業生特別入試 書類審査の合格者に学科試験(数学・理科・英語)・小論文・面接を課す。 

 

＊合否判定 一般は１次の合格者に２次を課す。センター利用はセンター試験の合格者に２次を課す。いずれも学

科試験は総合点で判定する。一般入試の小論文の評価結果は１次選考では使用せず、２次選考のみ合否判定に使用

する。 

＊試験場 一般＝１次は成田(本学成田キャンパス)・東京(五反田 TOCビル)・大阪(TKP新大阪駅前カンファレンス

センター)・福岡(本学福岡キャンパス)。２次は成田(本学成田キャンパス)。センター利用＝２次は成田(本学成田

キャンパス)。 
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＊受験料 一般 60,000円、センター利用 40,000円 

 

入試のポイント 

来春の試験日は、一般１次に重複校はなく、２次は１月 23 日に受験すると自治医科大(一般・地域枠)１次の面

接、愛知医科大１次と重複、１月 24日に受験すると杏林大(一般・地域枠)２次、兵庫医科大１次と重複、１月 25

日に受験すると東京女子医科大１次のほか相手校の受験日によって帝京大１次と重複、１月 26 日に受験すると昭

和大Ⅰ期１次のほか相手校の受験日によって岩手医科大２次、帝京大１次、川崎医科大(一般・地域枠)２次と重複、

１月 27 日に受験すると獨協医科大(一般・地域枠)１次、関西医科大前期１次のほか相手校の受験日によって岩手

医科大２次、順天堂大(Ａ方式・地域枠)２次、帝京大１次、川崎医科大(一般・地域枠)２次と重複、１月 28日に受

験すると埼玉医科大前期２次、北里大(一般・地域枠)１次、大阪医科大(前期・地域枠・研究医枠)１次のほか相手

校の受験日によって順天堂大(Ａ方式・地域枠)２次と重複。セ試利用２次は学力試験・小論文が相手校の受験日に

よって獨協医科大(一般・セ試利用・地域枠)２次と重複、面接は 10 日に受験すると東京医科大(一般・セ試利用)

２次、東海大(一般・セ試利用・地域枠)２次、聖マリアンナ医科大２次と重複、11日に受験すると埼玉医科大後期

１次、昭和大セ試利用２次、日本大Ｎ方式、東海大(一般・セ試利用・地域枠)２次、聖マリアンナ医科大２次と重

複する。 

入試科目は一般入試の１次試験が数学・理科・外国語の３教科＋小論文，２次試験は面接、センター利用入試の

センター試験は５教科、２次試験は外国語１教科＋小論文・面接。一般入試は３教科ともマークシート方式で出題

される。３教科とも教科書の完全理解を目指すとともに、参考書などで応用力を養っておきたい。面接は個人面接

で、希望する者には一部英語による面接も行われる。一般入試は成田・大田原・東京・大阪・福岡に試験場を設置

している。 
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         2017年度入試ＤＡＴＡ            
●入学者選抜実施状況                 

区分 募集人員 志願者 受験者 １次合格 ２次受験 正規合格 補欠者 補欠合格 合格者 競争率 入学者 

一般 100 2,769 2,655 569 ‐ 130 219 * * 20.4 

140 セ試利用 20 624 618 231 ‐ 21 39 * * 29.4 

留学生 20 85 83 33 ‐ 18 8 ‐ ‐ 4.6 

＊２次受験者、補欠合格は非公表。 

 

【合格者の成績(１次選考得点率)】  

区分 配点 最高点 最低点 平均点 

一般 550 88.4％ ‐ 67.8％ 

セ試利用 950 94.0％ ‐ 90.9％ 

 

＊入学者の現浪別内訳 現役 36人、１浪 49人、２浪以上 55人。 

＊入学者の男女別内訳 男子 83人、女子 57人。 

＊入学者の出身地別内訳 宮城・東京各 15人、山形・福島・埼玉・千葉・神奈川各６人、茨城５人、大阪４人、青

森・群馬・新潟・長野・京都各３人、岩手・栃木・石川・愛知各２人、北海道・秋田・富山・岐阜・鳥取・広島・

静岡・長崎各１人。 

 

【志願者数の推移】 

 

 

●小論文の内容 

 一般入試・センター利用入試とも２次試験で課す。テーマ式の出題で、時事的なテーマについて 60分・600字で

論じる。今春は一般が「英国が EU(ヨーロッパ連合)離脱を進めることを決め、米国では TPP(環太平洋経済連携協定)

交渉や NAFTA(北米自由貿易協定)の見直しを掲げるトランプ氏が大統領に選出されたことを契機に、自由貿易と保

護貿易をめぐる考え方が改めて議論されています。第二次世界大戦後の IMF(国際通貨基金)・GATT(関税及び防衛機

に関する一般協定)体制(ブレトン・ウッズ体制)と呼ばれる国際経済秩序が転機を迎えているかも知れません。あな

たの自国の立場で、自由貿易と保護貿易について 600字以内で論じなさい」、センター利用が「原子力発電をめぐっ

ては、推進派と反対派とに大きく意見が分かれ、盛んに議論が行われているところです。この問題についての論点

を整理したうえで、あなた自身の意見を 600字以内で書きなさい」という内容だった。 
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●面接の内容 

 一般入試・センター利用入試とも２次試験で実施する。面接官の異なる約 30 分の個人面接を２回行う。希望する

者には一部英語による面接を課す。 

 


