
〔主催〕国際医療福祉大学、下野新聞社
〔後援〕栃木県、栃木県薬剤師会、栃木県病院薬剤師会

同会場にて
同時開催

13：00 -16：30
進学相談会
薬学部教員と入試専門スタッフが個別にご相談にお答えします。

・相談会だけの参加可
・予約不要・入退場自由

　国際医療福祉大学薬学部では「チーム医療・チームケア」の一員として治
療に参加し貢献する、臨床に強い薬剤師を養成しています。本フォーラムで
は薬学部の教育と人材育成についてご説明いたします。

定員 160名（予定）

薬学部進学をめざすあなたへ

 国際医療福祉大学
「薬学部フォーラム」

【会場】宇都宮東武ホテルグランデ
〒320-0033 栃木県宇都宮市本町5-12

9/28
2019

開場 12：30
開演 13：00
終演 16：20

参加無料・要予約  当日参加も可能！

土

お申込
方法は
裏面に！

大学のこと、薬学部のこと、何でもご相談ください！

他学部の相談、高校1・2年生も歓迎

［参加特典］（医学部除く）
・高校推薦入試一般常識
 試験過去問題（抜粋資料）
・赤本

高い国家試験
合格率へと導く教育力
薬剤師国家試験合格率
厚生労働省発表資料による

※1 受験者100人以上の大学順位　 ※2 私立大学順位

年度
2015
2016
2017
2018

99.1％（全国1位）※1
99.1％（全国1位）※2
97.0％（全国1位）※2
97.3％（全国2位）※2

合格率

大阪出身です。持ち前の関西
魂で、参加されたみなさんが
もっと元気になってお帰りに
なるような司会をめざします。

主催者挨拶・大学紹介

東京大学医学部卒業。米国ワシン
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。消化器領域
を中心としたCT・MRIによる画像
診断とIVRの発展に貢献。放射線
診断専門医。東京大学名誉教授。

信州大学医学研究科医学系専攻大学
院博士課程修了。信州大学医学部附
属病院薬剤部副薬剤部長を歴任。日
本医療薬学会代議員・認定薬剤師制
度委員会委員・薬物療法専門薬剤師
研修委員会委員長、栃木県病院薬剤
師会理事、栃木県薬剤師会理事など。

大友 邦　国際医療福祉大学 学長

基調講演 「高い国家試験合格率へ導く学びを紹介」 司会進行

百瀬 泰行　国際医療福祉大学 薬学部長

藤田 真奈（とちぎテレビアナウンサー）  

［英 語］ 野澤 一浩  講師
［化 学］ 長滝 朋輔  講師

能開センター

入試事務統括センター

大学入試の最前線で活躍する予備校のトップ講師が、本
学薬学部の入試必須科目である「英語」と「化学」を分
析。入試までの受験対策を伝授します。

●13：00～13：20
　主催者挨拶・大学紹介／大友 邦
●13：20～13：50
　基調講演／百瀬 泰行
●13：55～14：40
　パネルディスカッション
●14：50～15：20
　入試説明 入試事務統括センター
●15：20～16：20
　薬学部入試対策講座
※プログラムは、変更になる場合がございますのでご了承ください。

プログラムパネルディスカッション
「求められる薬剤師になるために」

白石 昌彦 国際医療福祉大学 薬学科長
大学院薬学研究科長

増渕 龍一郎 卒業生、塩谷病院薬剤部勤務
千島 　　綾 在学生
根本 　龍一 在学生

コーディネーター
パネリスト

薬学部入試対策講座

2020年度 入試説明
大阪大学薬学部卒業。同大学院薬学研究科博士前
期課程修了。薬学博士。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。専門は分子生物学、ゲノム科学。

※内容は変更になる場合がありますので、事前にホームページでご確認ください。 検  索国際医療福祉大学



【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）
■薬学部  薬学科（6年制）
■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
　（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）
【成田キャンパス】
千葉県成田市公津の杜4-3　TEL：0476-20-7810（入試事務統括センター）
■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（設置届出書類提出中）

【東京赤坂キャンパス】
東京都港区赤坂4-1-26　TEL：03-5574-3903（入試事務室）
■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】
神奈川県小田原市城山1-2-25　TEL.0465-21-0361（入試事務室）
■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　TEL.0944-89-2000（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　TEL.0944-89-2000（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
■福岡薬学部 薬学科（設置届出書類提出中）

薬学部フォーラム

特待奨学生には在学期間中の授業料に対し30～100％相当額の奨学金を給付します。（ただし奨学金は当該年度の授業料に振り替えます）

薬学部では最大100名を特待奨学生として選抜。あなたにもチャンスがあります。

特待奨学生を選抜する入試は3種類。国公立大学との併願も可能です。

経済的負担を軽減する特待奨学生制度
1

2

3

国際医療福祉大学は1995年に開学した日本初の「医療福祉の総合大学」です。
栃木県大田原市をはじめ、6キャンパス10学部24学科で医療福祉専門職を養成しています。

国際医療福祉大学は1995年に開学した日本初の「医療福祉の総合大学」です。
栃木県大田原市をはじめ、6キャンパス10学部24学科で医療福祉専門職を養成しています。

薬学部

990万円→330万円660万円

特待奨学生 学部 人数 給付期間 奨学金給付額
学生納付金

通常の総額→給付後の総額
特待奨学生を選抜する入試

20名
●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

【特待奨学生S】 授業料100%
相当額給付

授業料50%
相当額給付【特待奨学生A】
授業料30%
相当額給付【特待奨学生B】

6年間 990万円→660万円330万円30名

990万円→792万円198万円50名

※特待奨学生制度の詳細については本学ホームページなどでご確認ください。

※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。あらかじめご了承ください。
※入場にはフォーラム係から郵送する『聴講券』が必要です。当日受付にて『聴講券』をご提出のうえ、ご入場いただきます。
※応募者の個人情報は、『聴講券』の発送目的に使用するほか、共催である国際医療福祉大学からの資料送付に使用することがあります。『聴講券』に個人情報に関する意志表示をしてください。

参加申し込み方法参加無料
定員/160

名

下野新聞社営業局 業務推進部「国際医療福祉大学薬学部フォーラム」係TEL.028-625-1104 （土日祝を除く9：00～18：00）お問い合わせ

締め切り
2019年9月24日（火）必着

インターネットで

ハガキ・FAXで

国際医療福祉大学ホームページのhttps://www.iuhw.ac.jp/
「特別講演会／進学相談会」からお申し込みができます。
また、下野新聞ホームページ「SOON」からも受付いたします。トップページの
「国際医療福祉大学薬学部フォーラム」をクリックしていただくと申し込み
フォームが表示されます。

モバイルで

宇都宮市本町5-12　Tel.028-627-0111

東
北
本
線

J
R
宇
都
宮
駅

栃木県庁

NTT

栃木県総合
文化センター

MEGA
ドン・キホーテ

NHK
宇都宮
城址公園

中央
郵便局

東武百貨店

二荒山神社

大いちょう

八幡山
公園

大和証券

宇都宮
市役所

東
武
宇
都
宮
駅

みずほ銀行

宇都宮東武ホテル
グランデ

❶JR宇都宮駅西口から関東バスにて5分、東武駅前バス停下車、徒歩1分
❷東武宇都宮駅東口から徒歩5分
❸東北自動車道宇都宮インターから約20分、鹿沼インターから約20分

①氏名（フリガナ）　②年齢　③性別　④〒住所　⑤電話番号  ⑥学校名・学年（職業）
⑦車椅子席ご利用の有無　をご記入のうえ、
下記までハガキまたはFAXをお送りください。同行者がいる場合は同様に記入してください。
■ハガキ／〒320-8686　宇都宮市昭和1-8-11
　　　　　下野新聞社営業局 業務推進部 「国際医療福祉大学薬学部フォーラム」係
■FAX／028-625-1132(24時間受付）

2020年度入試日程（薬学部）
入試区分

※上記のほかに、一般入試後期などを実施します。詳細はホームページ「2020年度学生募集要項」をご確認ください。
個別学力審査などは実施しません

AO入試
高校推薦入試［公募制］
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

試験日
9/14（土）
11/10（日）
12/14（土）

8/27（火）
10/23（水）
11/26（火）
12/24（火）
12/24（火）

9/6（金）
11/1（金）
12/6（金）
1/17（金）
1/17（金）

出願期間［消印有効］
～
～
～
～
～

9/24（火）
11/19（火）
12/25（水）
2/10（月）
2/10（月）

合格発表日

薬学部 1/29（水）・31（金）


