
千葉県立保健医療大学
Chiba Prefectural University Of Health Sciences

2021
本学は2020年に開学10周年を迎えました



大学の理念・目的

学長メッセージ
問題解決できる「健康づくりのプロ」育成

　千葉県立保健医療大学は、保健医療に関わる優れた専門的知識及び技術を教授研究し、高い倫理
観と豊かな人間性を備え、地域社会に貢献し、保健医療の国際化に対応できる人材を育成するとと
もに、研究成果を地域に還元することにより、県民の保健医療の向上に寄与します。

　　　・高い倫理観と豊かな人間性を持った人材の育成
　　　・健康づくりなどの保健医療に関わるすぐれた専門職の育成
　　　・地域社会に貢献し、保健医療の国際化に対応できる人材の育成
　　　・県の健康づくり政策のシンクタンク機能

千葉県立保健医療大学は、30年を超える歴史のある千葉県立衛生短期大学と千葉
県医療技術大学校が統合され、2009 年 4 月に 1学部 4学科、2キャンパス、定員
740 名の 4年制大学として開設されました。2019 年に創立 10周年を迎えた若い大
学です。
本学の教育理念・目的は、千葉県における「健康づくりのプロフェッショナル（プ

ロ）」の育成にあります。「優れた専門的知識及び技術」に「高い倫理観と豊かな人
間性」を備え、「地域社会に貢献し、保健医療の国際化に対応できる人材」の育成です。
1学年の学生数は 4学科 2専攻で 190 名（看護学科編入 10名を含む）と、少数精
鋭主義をとっており、将来は各分野の指導者となるべき人材育成を目指しています。
健康づくりは乳幼児期から高齢期まであらゆるライフステージの患者・利用者さ

んが対象です。「健康づくりのプロ」は様々な特性、病態を抱える患者・利用者さん
に適切に対応し、満足いただけるヘルス・ケアを提供できなければなりません。そ
のためには、現場で患者・利用者さんの身体のみならず心理、社会的な問題を把握し、
解決できる問題解決能力を身に付ける必要があります。
本学における教育は、掲げられた教育理念を達成し、問題解決能力を身に付ける

ために修得すべき知識や技術も多く、厳しいものとなります。しかし、このような
環境の中でこそ皆さんが自己研鑽を通して、将来、自身の可能性を最大限発揮でき
る自己実現が可能になります。その達成に向けて、教職員一同、皆さんを応援します。

千葉県立保健医療大学

学　長 田邊　政裕
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学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）

入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）

Ⅰ　倫理観とプロフェッショナリズム
　�　本学学生は、卒業時に倫理的な原則を遵守し、
専門職としての責務をはたすことができる。

Ⅱ　コミュニケーション能力
　�　本学学生は、卒業時に対象者とそれを支える人、
保健・医療・教育・福祉職に対してお互いの立場
を尊重した人間関係を構築し、生き生きとしたコ
ミュニケーションをとることができる。

Ⅲ　実践に必要な知識
　�　本学学生は、卒業時に高い教養を身に付け、専
門領域の実践に必要な知識を有し、それを健康づ
くりの支援に活用することができる。

Ⅳ　健康づくりの実践
　�　本学学生は、卒業時に個人・家族・地域に対し
健康的またはその人らしい生活を送るための問題
解決と健康増進に向けて、根拠に基づいた適切で
有効な健康づくりの支援を提供できる。

Ｖ　健康づくりの環境の整備・改善
　�　本学学生は、卒業時に人々の健康的またはその
人らしい生活を送るための問題解決と健康増進に
向けて、健康を志向する地域環境（人・物・制度）
の整備・改善に努めることができる。

Ⅵ　多職種との協働
　�　本学学生は、卒業時に対象者を中心とした安全
で質の高い保健・医療・福祉を実践するために、
自身の役割を認識し、多職種との相互理解を深め
ながら行動することができる。

Ⅶ　生涯にわたる探究心と自己研鑽
　�　本学学生は、卒業時に論理的思考による探究心を
身につけ、自己研鑽に励み、自己および専門職とし
て生涯にわたり成長できる資質を示すことができる。

（１）求める学生像
　千葉県立保健医療大学は、高い倫理観と豊かな人間性を備え、地域社会に貢献し、保健医療の国際化に対応
できる人材を育成します。本学のカリキュラムを履修することで学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）に
示された能力を卒業時に発揮できる以下の学力を有する学生を求めます。
　　①基礎的な知識、技能
　　②�論理的思考力、状況に応じた判断力、自らの考え

をまとめて伝えられる表現力
　　③保健医療者を目指す者としての適性
　　　・人間性、コミュニケーション能力
　　　・協働、責任感、地域貢献
　　　・主体性、探求心

（２）選抜方法
　入学試験では、基礎的な知識、技能、思考力、判断力、
表現力は主に大学入学共通テスト、小論文、面接等で評
価します。保健医療者を目指す者としての適性は主に面
接、調査書等で評価します。

入学定員（一般選抜・特別選抜）

健康科学部
看護学科 80名
栄養学科 25名
歯科衛生学科 25名
リハビリテーション学科理学療法学専攻 25名
リハビリテーション学科作業療法学専攻 25名
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　急激に進む少子高齢化・人口減少に直面する今日、医療や介護が必要に
なっても、住み慣れた地域で、自分らしく尊厳ある ‘生’ を全うできる社
会の実現が求められています。
　本学は、開学当初から「地域に根差した多職種連携」を担う保健医療専
門職の育成をめざしてきました。健康科学部の中に看護学科、栄養学科、
歯科衛生学科、リハビリテーション学科（理学療法学専攻、作業療法学専攻）
を擁し、かつ、1学年定員 190 名という小規模大学の特性を生かし、様々
な専門職をめざす学生がともに学び刺激し合える環境です。
　実習地は、千葉県全域にわたっており、あらゆる年代、様々な健康レベ
ルの人々とふれあうとともに、千葉県内で活躍する卓越した専門職の方々
から直接教えを受け、専門職に必要な知識・技術・態度を高めることがで
きます。
　新しい令和の時代の保健医療を支え、人々の幸福に寄与できる保健医療
専門職をめざしてみませんか。

　学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）で示された力を備えた各専門領域の実践者を育成するた
めに、以下に示す方針に基づいて、履修内容を段階的に増加・高度化するよう科目を配置し、また講義、
体験、演習、実習等を効果的に組み合わせ、基礎的実践能力と応用力が修得できるようカリキュラム
を編成する。また、各科目の学修目標の達成を適正に評価する。

１�．「特色科目」、「一般教養科目」「保健医療基礎科目」「専
門科目」の 4つの大科目群から構成する。

２�．「特色科目」は、本学に特徴的な科目群であり千葉県
の健康づくり等保健医療福祉施策と実践活動、県民の多
様な生活、価値観、保健医療・介護等の課題を理解する
こと、また、学科の枠を超えたチーム活動を通じて、多
職種間で連携・協働して一人ひとりの健康状態にあった
健康生活を支援する方法論等を実践的に学ぶことを目的
として科目を配置する

３�．「一般教養科目」は、人間や社会を総合
的に理解する幅広い教養と知識を身につけ、
豊かな人間性とともに、高い倫理観や多彩
な表現力、科学的根拠に基づいた的確な判
断力、さらに国際的視野に立った洞察力等
を育むことを目的とした科目を配置する。

４�．「保健医療基礎科目」は、保健医療専門職として求められる基礎的な知識・技術・態度を学び、
その後のより専門的・体系的な学習内容につなげることを目的とした科目を配置する。

５�．「特色科目」、「一般教養科目」、「保健医療基礎科目」いずれも、他学科・他専攻学生との交流が
可能になるように、可能な限り科目名称を統一し、同じ内容を一緒に受講できるように配慮する。

６�．「専門科目」は、各学科・専攻の専門分野における実践能力を段階的に獲得できるよう、科学的
根拠に基づく専門的知識と技術を学ぶ授業科目を系統的に配置する。また将来に向かって継続的
な自己研鑚力を育むことを目的とした科目を配置する。

７�．ディプロマ・ポリシーと各科目の学修目標の達成について、妥当性、信頼性、実行可能性のあ
る評価法で厳格に評価する。

８�．常に上記の各項目の定期点検を実施し、カリキュラムの改善を図る。

健康科学部長 石井�邦子

学部長からみなさんへ

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）

一般教養科目
・人間理解群

・生活と環境群

・情報理解群

・外国語群

保健医療
基礎科目
・人間のこころと身体

・�健康と保健医療シス

テム

専門科目
・�講義、 演習、 実習

を組み合わせた実

践力重視のプログ

ラム

特色科目
 ・体験ゼミナール

 ・千葉県の健康づくり

 ・専門職間の連携活動論

 ・社会実習
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目標

目標

目標

目標

方法

方法

方法

方法

評価

評価

評価

協働によるケアの質の向上

専門職間の
連携活動論

千葉県の
健康づくり

体験ゼミナール

実
践
す
る

４
年

看
護

栄
養

歯
科
衛
生

理
学
療
法

作
業
療
法

３
年

２
年

１
年

考
え
る

社
会
実
習

専
門
教
育
の
推
進

み
つ
け
る

・�人々がその地域でどのように生きている
か、「生活者」としてとらえる視点を獲得
できる。

・�学科・専攻の枠を超えたチーム活動によ
り、学科・専攻間の相互理解を深めあう
姿勢を学ぶ。
・�千葉県内の県民が主体となって活動する
場に出向き、人々との交流を図る。
・�学科・専攻混成グループで訪問及び事前・
事後学習を行う。

・�地域特性や県民の多様な生活や価値観を
理解できるようになることを求める。
・�他者の生活を理解するために、感覚を研
ぎ澄まし、感じること、経験することを
求める。

・�千葉県における健康づくりの施策について理解を深め、千葉県居住地域および国際的な健康
づくりに関心を持つことができる。

・�千葉県の健康づくりにかかわる施策、食育や運動実践、災害支援、病気や障害を持つ方やそ
の家族の声、国際交流等、学内外の講師からの講演を聞き、学科・専攻混成グループで学び
を共有する。

　
・�人々の健康づくりのために連携を深め、専門職としての自分の役割を意識できるようになる
ことを求める。

・�患者・サービス利用者中心の医療実現のため、「コミュニケーション能力」「倫理的感受性」「問
題解決能力」を獲得し、「健全な職業観」「社会へのコミット力」「使命感・責任感」「協調性・
バランス感覚」を身につけることができる。

・�現場で専門職連携を実践している医療者から、専門職連携の実際・専門職連携に関する理論
を学ぶ。さらに、医療上多くの問題を抱えた模擬患者に対して、学科・専攻混成チームで、
互いの専門性を活かしたケア計画・退院計画を立案する。

・�専門家を目指す他学科専攻生たちと議論を行うことで、専門性や価値観の相違に気づくこと、
さらに、臨床現場で自分が何を貢献できるか示すことを求める。

・�地域社会における専門的な保健医療サービスの実際と参加者のニーズを知り、保健医療専門
職に求められるものは何かを明確にする。

・�保健医療専門職が企画運営する地域での専門的サービスにボランティアとして参加し活動報
告書を提出する。

特色科目とは、本学独自の科目群で、
「体験ゼミナール」「千葉県の健康づくり」
「専門職間の連携活動論」「社会実習（自由科目）」で 構成されます。

■体験ゼミナール

■千葉県の健康づくり

■専門職間の連携活動論

■社会実習（ボランティア活動）

特色科目について
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看護学科

栄養学科

　看護学科では、高い倫理観と豊かな人間性をもち、他職種との
連携・協働により質の高い看護サービスを提供できる人材の育成
をめざしています。
　そのため、自ら考える主体的学習に力を入れています。また、
入学後早期から臨地実習を取り入れ、最終学年には既習知識と技
術を実践に即して提供する総合的な実習を行うなど実践力重視
のカリキュラムを編成しています。
　4 年間の学びのなかで、共に学び合う仲間、経験豊かな教授陣、
県内の熟練指導者等多くの人たちとの出会いは、優れた看護職と
しての成長につながるとともに、皆さんの人生そのものを豊かに
するものと確信します。

　近年、急速に進む少子高齢化の中で、保健医療を取り巻く社会状況が大
きく変化し、多様化するニーズに対応できる管理栄養士が求められていま
す。管理栄養士は、栄養・食を通じて、人々の健康と社会の幸福に貢献す
る国家資格の専門職です。生命と密接に関わる「食」の専門家として需要
が高まり、活躍の場が広がっています。病院、行政、施設、学校、企業等
のさまざまな方面で人々の疾病予防や健康維持を手助けする責任を担うこ
とになります。
　栄養学科では、前身の栄養専門学院、衛生短期大学で培った 70 年以上
に渡る栄養士養成の実績を礎に、管理栄養士の養成を行っています。令和
元年度入学生から、食品衛生管理者及び食品衛生監視員資格が卒業と同時
に取得可能となり新しい魅力になっています。科学的根拠に基づく専門的
知識や技能を身につけ、他職種と連携して人を支援することを学び、個人・
家族・地域社会の健康づくりに貢献できる人間性豊かな人材を育成します。
また、卒業後は、本学での教育を活かし、ひとりの人間として成長し続け
ることができる人材の育成をめざします。

看護学科長

  佐 藤　紀 子

栄養学科長

  細山田　康 恵

豊かな 「人間性」 と
確かな 「実践力」 を養い

活躍できる看護職に

多様化するニーズ
に対応できる管理
栄養士を育成します

学科長・専攻長からの
 メッセージ
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歯科衛生学科

リハビリテーション学科
理学療法学専攻

リハビリテーション学科
作業療法学専攻

　現在、高齢化がすすみ、歯科保健医療を取り巻く環境の変化に伴

い、入院患者や在宅の療養者への口腔衛生状態の改善や口腔機能の

維持・向上を図ることが求められています。各ライフステージにお

いて必要な歯科保健医療や地域包括ケアシステムの観点から、他の

職種や他の分野との連携が必要となり、今後はますます口腔機能の

回復や歯科疾患等の予防に対する需要が増加することが、予想され

ます。

　口腔の健康は、全身の健康増進や QOL の向上に役立っており、

歯科衛生士は歯・口の健康づくりを通して、食べる力、生きる力を

支援することができます。歯科衛生学科では、豊かな人間性を持ち、

歯科保健医療の専門的知識と技術を身につけ、多職種と連携して

社会に貢献できる人材を育成します。

　急激な高齢化とそれに伴う人口減少が起きているまっただ中の日本社会で、
保健医療を担う専門職が不可欠となっています。そして、リハビリテーション
医療の中でも重要な役割を担う理学療法士や作業療法士への期待が大きく
なっております。理学療法士や作業療法士は、あらゆる障害をお持ちの方々
の運動機能や精神機能を高めるだけではなく、広域支援事業として高齢者
寝たきり予防を展開するなど職域が拡大しています。2020 年度から理学・
作業の教育指定規則が 20 年ぶりに大きく改定されました。
　医学的知識が備わった人材育成を柱とした改定であり、一層の高い専門
能力が求められます。当専攻では、科学的思考能力および医学倫理を身に
つけた人を輩出したいと考えております。
　そして、専門職者としての能力を活かし、社会に何をなすことができるか、
常に考え行動できる能力の育成を目指します。

　「リハビリテーションとは単に生命に物理的時間を継ぎ足すだけでなく、
物理的時間に生命を吹き込むことだ。」これはリハビリテーション医学につ
いて語られた言葉です。この言葉の中にはリハビリテーションに携わる人
間の基本姿勢が示されています。その一翼を担う作業療法は、分野として、

「人々の健康と幸福を促進するために、医療、保健、福祉、教育、職業など
の領域で行われる、作業に焦点を当てた治療、指導、援助である。作業とは、
対象となる人々にとって目的や価値を持つ生活行為を指す。」と定義してい
ます（（一社）日本作業療法士協会）。作業療法士は、心身に障害がある方
に、ラスク医師の言う「生命」つまり、主体的生活を獲得する方法として

「作業活動」を使います。作業療法士は「作業活動」の効果や意味を検証し
作業療法を実施します。大学では、対象者にとっての「生命」について考
え、学ぶことが出来ます。そしてみなさんを千葉県民一人ひとりに「生命」
を吹き込むことができる作業療法士に育成します。

歯科衛生学科長

  麻 賀　多美代

理学療法学専攻長

三 和　真 人

作業療法学専攻長

岡 村　太 郎

QOL の向上に
貢献できる歯科

衛生士を育成します

日本はもとより世界の
理学療法士のリーダー

を育てます

人は作業をすることで
元気になれる
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健康科学部

国家資格の専門職である看護師 ：保健師 ：助産師（選択制）の受験資格が得られます。

• �豊富な臨地実習・少人数グループ・直接的指導
• �実務経験豊かな教員による多彩な学内演習
• �ポートフォリオによる積み重ね学習

• �地域の人々の生活・健康・価値観に基づいた看護の学習
• �県内保健医療機関に就職した卒業生とのネットワーク

• �衛生短期大学時代からの30年間の実績と県内で活躍する
先輩たち
• �多様な実務経験と教育経験をもつ教授陣
　看護専門職　38名　医師1名　英語教育2名

• �千葉県内の看護職者の障害学習拠点
• �千葉県内の保健・医療・福祉サービスの質向上のための
連携拠点

• �学科の枠を超えて、保健医療従事者を目指す仲間とともに
連携・協働の姿勢と責任感を培う

卒業単位：必修  　98単位
選択  　28単位

計　126単位思いやりをもって

　人間のこころと身体をささえる看護を看護学科

学科の特色

●実践力重視の教育プログラム

●地域に根ざした看護職者育成

●伝統に支えられた新しい看護教育

●生涯にわたるキャリア発達支援

●チーム医療を担う姿勢の涵養

看護学科の４年間

求める学生像
（アドミッション・ポリシー）
①看護を通して、社会に貢献する意欲がある人
②�人々の生活や生き様に強い関心を持ち、相手の
立場に立って考えることができる人

③知的好奇心が旺盛で探究心がある人
④�幅広い基礎学力を持ち、論理的・客観的に考え
る力を持つ人

⑤自己を表現する力を持つ人

1年次は、幅広い教養と看護の基礎を
学びます。
◆�他学科と合同で学ぶ一般教養科目と保健
医療基礎科目があります。

◆�看護の対象や提供される場、そして看護
の概念を理解する看護学入門や入門実習
を体験します。

◆�豊富なシミュレーターで看護の基本的な
技術を学ぶことができます。

2年次は、専門科目の学習が増えてきます。
◆�基礎看護学実習（2週間）は、病院で患者さんに
日常生活援助を実施します。

◆�急性期・慢性期・がん・終末期看護学、高齢者・
在宅看護学、精神看護学、地域看護学、小児・�
母性看護学などの実践看護科目があります。

◆�グループワークにより、学習内容を深化させる
とともにコミュニケーション能力、問題解決�
能力を身につけます。

入学
1年次

2年次

体験
ゼミナール

千葉県の
健康づくり
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卒業時に身につけている力　（ディプロマ・ポリシー）
　①�卒業時に倫理的な原則を遵守し、専門職としての責務を果たすことができる。
　②���卒業時に対象者とそれを支える人、保健・医療・教育・福祉職に対してお互いの立場を尊重した人間関係を構

築して、適切にコミュニケーションをとることができる。
　③�ヘルスケア実践や健康づくりに必要な知識を有することができる。
　④���個人・家族・地域に対し、より健康的でその人らしい生活を送るために根拠に基づいた適切で有効なヘルスケ

アを提供できる。
　⑤���人々の健康のために、対象者自らが主体的に健康づくりに取り組むことを支援するとともに、健康を志向する

環境（人・物・制度）の改善に努めることができる。
　⑥���対象者を中心とした安全で質の高いヘルスケアを実践するために、自身の役割を認識し、多職種・対象者との

相互理解を深めながら行動することができる。
　⑦�倫理的思考を身につけ、自己および専門職として生涯にわたり成長できる資質を示すことができる。

4年次は、看護専門職者としての総仕上げです！
◆�看護管理実習で、リーダーの実践を学ぶことができます。
◆�これまで学んだ知識・技術・態度を統合して実践能力を高める
総合実習があります。

◆�自分の関心や研究テーマに基づいて看護研究に取り組み、より
質の高い看護実践を追求します。

◆�看護学統合で、1年次からの4年間の自己の学習過程を総括し、
専門職としての課題や目標を見出します。

3年次は、臨地での領域別実習で
看護実践を学びます。
◆�急性期・慢性期、高齢者、在宅、精神、
地域、小児、母性看護学実習が展開
されます。

◆�対象に合わせた個別性のある看護実
践を体験します。

助産師　6期生
花澤美沙さん

（船橋中央病院）

　妊娠・出産は、母親と
その家族にとって忘れら
れない大きな人生の節目
であると実習を通して感
じました。そのため、現在
の一人ひとりのケアを大
切にしていきたいという
思いにつながっています。

看護師　4期生　萱野駿さん
（東京歯科大学市川総合病院）

　保医大では、病院から地域
にかけての継続的な看護の必
要性を学びました。現場で、入
院中から退院後の生活を見据
えた看護支援へと活かせてい
ます。他学科の学生と関わった
自分の体験は今、多職種連携・
チーム医療を実現する基盤と
なっています。

保健師　３期生
小川絵里奈さん

（横芝光町役場　健康こども課）

　授業や実習を通して、保健
師の役割をはじめ、住民に寄り
添った支援の大切さ、多職種の
必要性など看護職として大切な
視点や感覚等、多くのことを学
ぶことができました。卒業後、数
年たった現在も、業務の中で役
立っています。

3年次

4年次 卒業

主な就職・進学先

卒業生からのメッセージ

主な
臨地実習先

＜千葉県内＞
医療：千葉県病院局、千葉市病院局
機関　東京歯科大学市川総合病院　成田赤十字病院
　　　千葉大学医学部附属病院、国府台病院
　　　千葉県済生会習志野病院　津田沼中央病院
　　　国保旭中央病院、千葉西総合病院
　　　東京女子医科大学八千代医療センター
　　　千葉リハビリテーションセンター
　　　聖隷佐倉市民病院、東千葉メディカルセンター
自治体：千葉県、千葉市、鎌ケ谷市、八千代市、松戸市
　　　　市川市、横芝光町役場
＜千葉県外＞
医療：東京大学医学部附属病院、東京臨海病院
機関　三井記念病院、日本赤十字医療センター
　　　有明病院、聖路加国際病院
自治体：東京都、江戸川区、新宿区、世田谷区、仙台市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　順不同

●県立病院や県内の大学病院
●県内の医療機関（病院やクリニック）
●県内の健康福祉センター
●介護老人保健施設

自由科目　　社会実習 専門職間の
連携活動論卒業研究
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健康科学部科

管理栄養士は、栄養 ・食を通じて、人々の健康と社会の幸福に貢献する国家資格の専門職です。

卒業単位：必修  　97単位
選択  　29単位

計　126単位
（栄養教諭課程選択は別途23単位）

保健医療の専門職として

「食」から「生きる」を見つめる栄養学科

• �1学年25名の少人数クラスで、一人ひとりへのきめ細
やかな教育を行います。

• �県内の医療機関、学校、自治体等の協力のもと、地域
に根ざした学外での実習を行います。
• �県内保健医療・教育機関に就職した卒業生とのネッ
トワークをいかした実習を行います。

• �前身の養成所、栄養専門学院、衛生短期大学で培った
70年以上に亘る栄養士教育を礎に、社会に貢献でき
る管理栄養士を養成します。

• �学年ごとの担任、副担任が面談等を通じて学生生活を
サポートします。
• �進路支援担当教員を中心に、書類作成や面接練習など
のサポートをします。
• �対策講座や模擬試験、個別学習相談による国家試験受
験サポートをします。

●きめ細やかな教育体制

●地域に根ざした実習体制

生理学実験

食品学実験

●伝統に支えられた管理栄養士養成

●学生支援体制

栄養学科の４年間学科の特色

求める学生像
（アドミッション・ポリシー）
①�管理栄養士の国家資格の取得を前提目標として
学ぶ意欲を持つ人

②�倫理的な原則を尊守し、専門職としての責務を
果たすことができる人

③�科学的な裏づけで得られた専門的な知識・技能
を活用して健康づくりに貢献できる人

④�多職種との相互理解を深めながらコミュニケー
ションや行動ができる人

⑤�個人・家族・地域社会・国際社会への貢献や生
涯にわたる自己研鑽ができる人

1年次は、主体的に学ぶ基礎
を身につけます。
◆�一般教養科目は、人間理解や情
報リテラシー、英語など幅広い
教養を身につけます。

◆�食品や調理など管理栄養士の専
門的基礎知識と技術を、講義や
実験・実習で学びます。

◆�管理栄養士導入教育では、管理
栄養士の活動と役割を学び、専
門職を目指す気持ちを高めま
す。

2年次は、保健医療専門職の基礎を身につけます。
◆�保健医療基礎科目は、保健医療の制度や仕組みを学び、
栄養・食と社会との関わりを理解します。

◆�栄養素の代謝や機能を実験を通じて学びます。
◆�ライフステージや、疾病を有する方に応じた栄養学に
ついて、専門領域ごとに基礎を学びます。

入学

1年次

2年次

体験
ゼミナール

千葉県の
健康づくり
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給食経営管理実習

教職実践演習（栄養教諭）

4年次は、より実践的な専門性と応用力を磨きます。
◆�他学科横断的な授業で、多職種連携を学びます。
◆�卒業研究を通じて、問題解決能力や科学的・論理的思考
を養います。

◆�栄養教諭課程履修者は、教育実習を通じて、実際の教育
現場で教員としての必要な能力を養います。

栄養士免許
管理栄養士国家試験受験資格
食品衛生管理者（任用資格）
食品衛生監視員（任用資格）
栄養教諭一種免許（選択による）

3年次は、専門性、実践力を高めます。
◆�給食経営管理実習では、100食の大量調
理を行います。

◆�栄養ケアマネジメント論実習では、傷病
者を想定した栄養指導内容を検討しま
す。

◆�臨地実習では、県内の医療機関、学校、
福祉施設、保健所、保健センター等で、
管理栄養士の業務を学びます。

卒業時に身につけている力　（ディプロマ・ポリシー）
　①�倫理的な原則を遵守し、専門職としての責務を果たすことができる。
　②���対象者とそれを支える人、保健・医療・教育・福祉職に対してお互いの立場を尊重した人間関係を構築して、

生き生きとしたコミュニケーションをとることができる。
　③�専門領域の実践に必要な知識を有し、それを栄養管理の実践や健康づくりの支援に活用することができる。
　④���個人・家族・地域に対し健康的またはその人らしい生活を送るための問題解決と健康増進に向けて、根拠に基

づいた適切で有効な栄養管理によって健康づくりの支援を提供できる。
　⑤���人々の健康のために、支援者自らが主体的に健康づくりおよび栄養管理に取り組むことを支援するとともに，

健康を志向する地域環境（人・物・制度）の改善に取り組むことができる。
　⑥���対象者を中心とした安全で質の高い保健・医療・福祉を実践するために、自身の役割を認識し、多職種との相

互理解を深めながら行動することができる。
　⑦���論理的思考による探究心を身につけ、自己研鑽に励み、自己および専門職として生涯にわたり成長できる資質

を示すことができる。

3年次

4年次

卒業

主な就職・進学先

卒業生からのメッセージ

取得できる資格

主な
臨地実習先

◆公務員（小中学校給食・栄養教諭含む）：
　　　　　千葉県、千葉市、船橋市、柏市、佐倉市
　　　　　木更津市、東京都�等
◆医療機関：千葉県立病院、千葉大学医学部附属病院、　
　　　　　　（独）国立病院機構、（独）地域医療機能推
　　　　　　進機（JCHO）、千葉市立病院、君津中央
　　　　　　病院、亀田総合病院　等
◆企　業　：�マルハニチロ（株）、（株）ギンビス、� �

昭和産業（株）（株）グリーンハウス、� �
（株）ＬＥＯＣ、（株）千葉薬品　等

◆その他　：特別養護老人ホーム、保育所　等
◆進　学　：京都大学大学院、静岡県立大学大学院　等

管理栄養士��6期生�菊池夏希さん（千葉県病院局�千葉県精神医療センター�）
　４つの学科の学生が集まって対象者を支援するプランを考える「専門職間の連
携活動論」が印象に残っています。自分にはない、他学科の学生の専門的な視点や
知識がとても勉強になりました。実際の業務でも、飲み込みが悪い患者さんや摂取
量が少ない患者さんの食事は看護師やリハビリ職と相談しながら決めています。
少人数なので人と人との距離が近く、学生のうちから他の専門職と関わることが
できるのが保医大の魅力だと思います。

●病院等医療機関
●�特別養護老人ホーム、保育所、� �
小中学校、学校給食センター、� �
事業所

●保健所、保健センター

専門職間の
連携活動論

卒業研究
自由科目　　社会実習
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健康科学部

歯科衛生士は、歯科疾患の予防及び口腔衛生の向上を図ることを目的として、
歯 ・口の健康づくりをサポートする国家資格の専門職です。

卒業単位：必修　108単位
選択  　18単位

計　126単位人々の健康を

口腔のケアから支援する歯科衛生学科

• �1学年２５名の学生に対し、歯科衛生学科教員１３名が学
生の質問や相談に対応するためにオフィスアワーを設け
ています。

• �口、歯の模型を装着できるマネキンや各種器械を装備した
実習机が、学生1人に1台設置されています。
• �処置を行う各種器械を装備した歯科診療用チェアユニッ
トが学生2人に１台設置されています。

• �学生実習施設としての機能を兼ね備えた歯科診療室を併
設しているため、専任教員である歯科医師や歯科衛生士か
ら直接指導を受けることができ、充実した臨床実習を行う
ことができます。

• �チューター制
　１学年を学科教員２人でサポートします。
• �進路支援（就職・国家試験）
　学科教員４人でサポートします。

●きめ細やかな教育体制

●実習設備が充実

●学内に歯科診療室がある

●学生支援体制が整っている

歯科衛生学科の４年間学科の特色

求める学生像
（アドミッション・ポリシー）
①�口腔の健康に深い関心を持ち、人々
の健康増進に貢献したい人

②�豊かな人間性を備え、相手の気持ち
を理解できる人

③�科学的な探究心をもち、自ら意欲的
に取り組もうとする人

④�基礎学力があり、表現力が豊かで、
自分の考えや意見を論理的に説明で
きる人

⑤�コミュニケーションを通じて人々と
協調できる人

1 年次では一般教養科目として必
修、選択科目で幅広い教養と倫理観
を身につけます。
◆�生命倫理、法学、情報リテラシー英語、
心理学、哲学、文学�他

　�保健医療基礎科目として保健医療者に
必要な基礎知識を学びます。

◆栄養学、病理学、微生物学�他
　�専門科目では、歯科衛生学の基礎知識
を学びます。

◆解剖学、生理学、口腔解剖学、
　�口腔生理学、口腔微生物学、口腔衛生
学、歯科衛生学概論�他

◆�歯科衛生体験演習Ⅰでは、歯科衛生士
の業務について能動学習、早期体験を
します。

2年次では一般教養科目の英語Ⅴ（保健医療英語）では、医療の
場で用いる患者との英会話表現を身につける学習を行います。
保健医療基礎科目では、保健医療者に必要な社会のしくみや医
療、福祉の現状を学びます。
◆�公衆衛生学、リハビリテーション概論、健康と運動�救命・
救急の理論と実際、保健医療福祉論�他

専門科目では歯科臨床知識と歯科衛生の基本を学びます。
◆�歯科保存学、歯周治療学、歯科補綴学、顎口腔外科学歯科
保健指導・健康教育、発達歯科衛生学Ⅰ・Ⅱ�他

◆�歯科衛生基礎演習では、患者の全身、口の状態を把握し、
適切な対応ができるために検査法や手技を学びます。

入学

1年次

2年次

歯科衛生基礎演習

体験
ゼミナール

千葉県の
健康づくり
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3年次では専門科目の演習や臨床実習
で歯科衛生士業務に必要な技術を学び
ます。
◆�歯科診療補助演習、歯科予防処置演習、歯
科保健指導演習Ⅱ、歯科衛生統計演習、顎
口腔機能リハビリテーション演習、地域
歯科衛生演習　他

◆�初めての臨床実習である歯科診療室基礎
実習では、学内歯科診療室で診療の流れ
を実際の場面で学びます。

◆�歯科診療所実習では、学外の歯科診療所
で歯科衛生士業務の実際を見学し、臨床
での歯科衛生士の役割を学びます。

4年次では、専門科目の臨床・隣地実習で対象者別の 
支援方法を学びます。
◆�継続・個別支援実習Ⅱでは、協力者に対して歯科予防処置、
歯科保健指導の知識、技術を活用します。

◆�発達歯科衛生実習Ⅰでは、指導計画を立案し、小学校、特別
支援学校で口腔衛生についての授業を行います。

◆�地域歯科衛生実習では、市町村保健センターで歯科衛生士が
行う住民への健康支援の実際を見学します。

卒業研究では、科学的根拠に基づいて主体的に研究テーマを設定
し、指導を受けながら研究活動を行い、論文を完成させます。

卒業時に身につけている力　（ディプロマ・ポリシー）
　①�倫理的な原則を順守し、専門職としての責務を果たすことができる。
　②���対象者とそれを支える人、保健・医療・教育・福祉職に対してお互いの立場を尊重した人間関係を構築して、生き生きと

してコミュニケーションをとることができる。
　③�歯科衛生学領域の実践に必要な知識を有し、それを健康づくりの支援に活用することができる。
　④���個人・家族・地域に対し健康的またはその人らしい生活を送るための問題解決と健康増進に向けて、歯科衛生学の根拠

に基づいた適切で有効な健康づくりの支援を提供できる。
　⑤���人々の健康的またはその人らしい生活を送るための問題解決と健康増進に向けて、健康を志向する環境（人・物・制度）

の整備・改善に努めることができる。
　⑥���対象者を中心とした安全で質の高いし返領域保健・医療・福祉を実践するために、歯科衛生士の役割を認識し、多職種

との相互理解を深めながら行動することができる。
　⑦��論理的思考を身につけ、自己研鑽に励み、自己および歯科衛生士として生涯にわたり成長できる資質を示すことができる。

歯科衛生士
国家試験受験資格

3年次

4年次 卒業

卒業生からのメッセージ
公務員�3期生�氏家�里実さん
　　　　　　　　（鎌ケ谷市役所）
　在学中に医療従事者を目指す学生同士で、学科
を越えた授業をした経験が現在の仕事に役立って
います。様々な立場の人が、それぞれの考えを理
解し合い協力することで、課題の早期解決やサー
ビス向上につながることを大学で学ぶことができました。
　現在でもそのノウハウを生かし、乳幼児健診やフッ化物洗口等の事業を多職種
の方々と協働し、歯と口の健康づくりを切り口に、“住民の方が幸せに暮らせるた
めのまち”を目指し働いています。

主な就職・進学先

主な
臨床実習

臨地実習先

◆診療所�：�県内・県外歯科診療所
◆病院（県内）�：�君津中央病院、済生会習志野病院
� 国保旭中央病院、聖隷佐倉市民病院
� ジェイコー船橋中央病院、セコメディック病院
� 田村記念病院、亀田総合病院、高根病院
� 松戸市立医療センター、浅井病院　等
◆病院（県外）�：�日本赤十字芳賀病院（栃木県）
� 成増厚生病院、昭和大学（東京都）
� 佐久市立国保浅間総合病院（長野県）
� 富山市立富山市民病院（富山県）
� 東海大学医学部附属病院（神奈川県）
◆自治体（県内）：千葉市、東金市、酒々井市、山武市、鎌ヶ谷市
自治体（県外）：石巻市（宮城県）、足立区（東京都）
企業・その他�：�ライオン歯科衛生研究所、株式会社モリタ
� 株式会社ヨシダ、株式会社ジーシー
� 一般社団法人千葉県歯科医師会
大学院：東京医科歯科大学大学院、徳島大学大学院

●千葉県立保健医療大学歯科診療室
●千葉県内歯科診療所
●県内・県外病院
●県内小学校、特別支援学校
●県内市町村保健福祉・健康・保健センター
●介護老人保健施設等

取得できる資格

専門職間の
連携活動論

自由科目　　社会実習

学科の卒業セレモニー
卒業研究
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健康科学部 リハビリテーション学科

理学療法士は、“身体づくり”と “生活動作”の専門職です（国家資格）。

• �1学年25名の少人数クラスで、一人ひとりへのきめ細や
かな教育を行います。

• �ほとんどの臨床実習は千葉県内の医療機関で実施します。
• �県内保健医療機関に就職した卒業生とのネットワークを
いかした実習を行います。

• �前身の千葉県医療技術大学校で培った30年以上に渡る理
学療法士教育を礎に、社会に貢献できる理学療法士を養成
します。

• �開学以来8年間、国家試験合格率は常に全国平均を上回る
高い水準にあります。

• �学年担任が面談等を通じて学生生活をサポートします。
• �ゼミナール形式により、担当教員が学生の個別テーマの　　
研究をサポートをします。
• �対策講座や模擬試験、個別学習相談による国家試験受験サ
ポートをします。

2年次は、保健医療・リハビ
リテーション専門職としての
基礎を身につけます。
◆救命・救急の理論と実際
◆公衆衛生学、画像診断学
◆整形外科学、神経内科学
◆運動療法学
◆日常生活活動学
◆物理療法学
◆保健医療福祉論

1年次は、幅広い教養と主体的に学ん
でいくための基礎を身につけます。
◆人間関係論
◆コミュニケーション理論と実際
◆物理学、病理学、薬理学、外国語
◆情報リテラシー、情報倫理
◆リハビリテーション概論、理学療法概論
◆人体の構造・機能、運動学、機能解剖学

卒業単位：必修　112単位
選択  　18単位

計　130単位その人らしい

生活の再建を提供する理学療法学専攻

理学療法学専攻の特色

●きめ細やかな教育体制

●千葉県内を中心とした実習体制

●伝統に支えられた理学療法士の養成

●高い国家試験合格率

●学生支援体制

理学療法学専攻の４年間

求める学生像（アドミッション・ポリシー）
理学療法士として社会に貢献する意志と能力を持った人材の育成を基本理念とし、以下の学生を求めます。
①�理学療法士の役割を理解し、理学療法士となる明確な目的意識を有している人
②�理学療法学を学んでいくにあたって必要な基礎学力を有している人
③�自分の意見を適切な日本語で表現できる人
④�障害のある人に対してもない人に対しても、適切なコミュニケーション能力を有している人
⑤�保健医療福祉領域だけでなく広く社会に関心が高く、様々な問題に挑戦できる人

図書館での
調べもの

休憩中の
おしゃべり

理学療法
測定学

物理療法学

人体の構造
実習入学

1年次

2年次
体験

ゼミナール

千葉県の
健康づくり
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3年次は、理学療法士と
しての専門性と実践力
を高めます。
◆理学療法応用評価学
◆運動器障害理学療法学
◆神経系障害理学療法学
◆内部障害理学療法学
◆老年期障害理学療法学
◆発達障害理学療法学
◆地域理学療法学

4年次は、臨床実習で
実践力をさらに高め、
研究力も磨きます。
◆総合実習Ⅰ・Ⅱ
◆地域理学療法学実習
◆卒業研究
◆理学療法管理学

卒業時に身につけている力（ディプロマ・ポリシー）
①�倫理的な原則を遵守し、理学療法士としての責務を果たすことができる。
②��対象者とそれを支える人、保健・医療・教育・福祉職に対してお互いの立場を尊重した人間関係を構築して、適切なコミュニケーショ
ンをとることができる。

③�高い教養を身に着け、理学療法の実践に必要な知識を有し、それを健康づくり・介護予防の支援に活用することができる。
④��個人・家族・地域に対し健康的またはその人らしい生活を送るための問題解決と健康増進に向けて、根拠に基づいた適切で有効な理
学療法技術を提供できる。

⑤��人々の健康のために、対象者自らが主体的に健康づくりおよびリハビリテーションに取り組むことを支援するとともに、健康を志向
する地域環境（人・物・制度）の整備・改善に努めることができる。

⑥��対象者を中心とした安全で質の高い保健・医療・福祉を実践するために、自身の役割を認識し、他職種との相互理解を深めながら行
動することができる。

⑦�論理的思考による探究心を身につけ、自己研鑽に励み、自己および専門職として生涯にわたり成長できる資質を示すことができる。

卒業研究
実験計測

運動器障害
理学療法学

グループ
ワーク

卒業研究
発表会

3年次

4年次

卒業

理学療法士国家試験�受験資格

取得できる資格

卒業生からのメッセージ

主な就職・進学先

臨床実習先

●2013年卒業�1期生�堤正裕さん（船橋市立医療センター）
　本専攻は25名と他大学に比べて少ない学生数なので、授業や
実技練習では先生方との距離が近くて質問しやすいですし、研
究や試験対策も皆で一緒に取り組みながら大学生活を送ること
ができます。多くの経験をクラスメイトと密に分かち合えるこ
とがこの専攻の魅力の一つだと思います。
●2019年卒業�7期生�國塩佳子さん（おゆみの中央病院）
　保医大は県内でのネームバリューが大きいので、その分大学
の名に恥じない行動をする意識が高まるように感じます。クラ
スの人数は少なくても「やるときはやる」という人が多く、実習
や国家試験前の大変なときもクラスメイトの努力を身近に感じ
るので、それが自分のやる気にも繋がります。

●医療機関
　船橋総合病院／千葉メディカルセンター／千葉県千葉リハビリテーションセン
ター／千葉西総合病院／新東京病院／千葉大学医学部附属病院／総合医療セン
ター成田病院／順天堂大学浦安病院／済生会習志野病院／小張総合病院／東京湾
岸リハビリテーション病院／東京歯科大学市川総合病院／四街道徳洲会病院／君
津中央病院／亀田総合病院／船橋整形外科病院／柏厚生総合病院／袖ヶ浦さつき
台病院／東葛病院／国保旭中央病院／新八千代病院／帝京大学ちば総合医療セン
ター／さんむ医療センター／松戸整形外科病院／東邦大学附属佐倉病院／津田沼
中央総合病院／東京ベイ・浦安市川医療センター／日本医科大学千葉北総病院／
松戸市立総合医療センター
●行政
　千葉市職員／千葉県職員
●進学
　慶應義塾大学大学院／埼玉県立大学大学院／長崎大学大学院　など（順不同）

●大学病院
●総合病院
●リハビリテーション病院
●整形外科クリニック
（ほぼ全てが千葉県内の施設です）

自由科目　　社会実習

専門職間の
連携活動論
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健康科学部リハビリテーション学科

作業療法士は、対象となる人々にとって目的や価値を持つ「作業活動」を用いて、

治療 ・指導 ・援助を行う国家資格の専門職です。

卒業単位：必修　110単位
選択  　20単位

計　130単位生活に作業を通じて

　　　生命を吹き込む作業療法学専攻

• �１学年２５名の少人数制で各学生の必要に応じた指導が
受けられます。

• �身体障害・精神障害・発達障害・老年期障害の各領域に
ついて網羅的に経験できるように学外での臨床実習を行
います。

• �１年生から４年生までいくつかのグループを作り、先輩が
チューターとして後輩の指導を行う環境作りを行い、上級
生と下級生の交流を深めることで、コミュニケーション能
力の育成に取り組みます。

• �前身の千葉県医療技術大学校で培った30年以上に渡る作
業療法士教育を礎に、子どもからお年寄りまで社会に貢献
できる作業療法士を目指します。

• �１クラスにつき主担任と副担任を配置し、定期的な面談と
必要に応じた対応を受けられます。
• �進路支援担当教員を中心に身体障害・精神障害・発達障害・
老年期障害それぞれに、就職希望の学生に対応して情報提
供や指導が受けられます。
• �全教員が協力し、国家試験対策に対応します。

●きめ細やかな教育体制

●領域を網羅した実習体制

●チューター制度の導入

●学生支援体制について

作業療法学専攻の４年間学科の特色

●伝統に支えられた作業療法士の養成

求める学生像
（アドミッション・ポリシー）
①�対象者とそれを支える人、保健・医療・教育・
福祉職に対してお互いの立場を尊重した人間関
係を構築し、生き生きとしたコミュニケーショ
ンをとることを望んでいる人

②�個人・家族・地域が健康的またはその人らしい
生活を送るための健康づくり支援を提供したい
と思っている人

③�人々の健康的またはその人らしい生活を送るた
めの問題解決と健康増進に向けて、健康を志向
する地域環境（人・物・制度）の整備・改善に
努めたいと思っている人

④�対象者を中心とした安全で質の高い保健・医療・
福祉を実践するために、自身の役割を認識し、
他職種との相互理解を深めながら行動する適性
を持っている人

⑤�論理的思考による探究心を身につけ、自己研鑽
に励み、倫理的な原則を遵守し、専門職として
の責務を果たす適性を持っている人

1年次は、幅広い教養と高い倫理観
を身につけるための一般教養科目を
履修し、医療人としての基礎となる
人体の構造や機能を学びます。
◆�臨床体験実習を早期から経験するこ
とで、作業療法場面のイメージを持
ちながらその後の専門科目を学ぶ基
礎となります。また、対象者と早く
から接することで医療従事者が養う
べき基本的態度を身につけます。

◆�基礎作業療法学の学びを通して、対
象となる人々にとって目的や価値を
持つ「作業活動」を選択する基礎を養
います。

2年次は、保健医療基礎科目やリハビリテーション専門基
礎科目によって疾病や障害の概念を理解し、疾病に応じた
作業療法を行う上で必要な医学的知識を学びます。
◆�実験データを通じて健常成人での人体の機能を学びます。
◆�身体障害・精神障害・発達障害・老年期障害の各領域について、
作業療法評価や実践されている作業療法を学び、専門的基礎知
識と技術を身につけます。

入学

1年次

2年次

日常生活活動学演習

身体作業療法
評価学実習

体験
ゼミナール

千葉県の
健康づくり
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4年次は、より実践的な知識と技術を身につけます。
◆�2回の総合実習を通して、作業療法評価に加えて作業療法で
の治療・指導・援助を経験します。地域作業療法学実習では、
病院から地域に戻った対象者に対して暮らしを支える地域
作業療法のあり方を学びます。

◆卒業研究では、問題解決能力を養い、根拠に基づいた作業療
◆について理解を深めます。
◆臨床実習の経験をヒントに多職種連携について学びます。

3年次は、各領域の作業療法について演習科目を通して
実践的な技術を身につけます。
◆�日常生活活動（ADL）での身の回り動作や家事動作などの手段
的日常生活動作（IADL）での治療・指導・援助の方法につい
て学びます。

◆�義肢装具や自助具、福祉機器についての知識の習得や、実際の
製作活動を通して、専門的な技術を学びます。

◆各領域の就労支援について学びます。
◆２回の評価実習を通して、作業療法評価を実践的に学びます。

卒業時に身につけている力（ディプロマ・ポリシー）
①�作業療法学専攻学生は、卒業時に倫理的な原則を遵守し、専門職としての責務を果たすことができる。
②��作業療法学専攻学生は、卒業時に対象者とそれを支える人、保健・医療・教育・福祉職に対してお互いの立場を尊重した人間関係を構築し、
生き生きとしたコミュニケーションをとることができる。

③�作業療法学専攻学生は、卒業時に高い教養を身に付け専門領域の実践に必要な知識を有し健康づくりの支援に活用することができる。
④��作業療法学専攻学生は、卒業時に個人・家族・地域に対し健康的またはその人らしい生活を送るための問題解決と健康増進に向けて、根
拠に基づいた適切で有効な健康づくりの支援を提供できる。

⑤��作業療法学専攻学生は、卒業時に人々の健康的またはその人らしい生活を送るための問題解決と健康増進に向けて、健康を志向する地域
環境（人・物・制度）の整備改善に努めることができる。

⑥��作業療法学専攻学生は、卒業時に対象者を中心とした安全で質の高い保健・医療・福祉を実践するために、自身の役割を認識し、他職種と
の相互理解を深めながら行動することができる。

⑦�作業療法学専攻学生は、卒業時に論理的思考を身につけ自己および専門職として生涯にわたり成長できる資質を示すことができる。

●当専攻はWFOT（世界作業療法士連盟）の認定を受けています。

作業療法士国家試験受験資格

3年次

4年次
卒業

発達期作業療法学演習

身体作業療法学演習

卒業生からのメッセージ

作業療法士　Ⅰ期生�上山雅史さん
（千葉ろうさい病院勤務）
　「作業療法って何だろう？」
その答えを求めて共に入学し
た仲間や、その道筋を示してく
れた先生方と乗り越えた4年
間はとても大きな財産となっ
ています。作業療法士として患
者様と関わる中で、この経験を
日々活かしています。

主な就職・進学先

主な
臨床実習

臨地実習先

◆県内医療機関
　　�千葉県立病院、千葉市立病院、千葉県千葉リハビリテーショ

ンセンター、千葉ろうさい病院、船橋市立リハビリテーショ
ン病院、旭中央病院、行徳総合病院、袖ヶ浦さつき台病院、
千葉徳洲会病院、イムス佐原リハビリテーション病院、おゆ
みの中央病院、聖隷佐倉市民病院、みつわ台総合病院、亀田
メディカルセンター、東京湾岸リハビリテーション病院、柏
メンタルクリニック、千葉病院、木村病院

◆県外医療機関
　　�国家公務員共済組合連合会三宿病院、市立釧路総合病院、埼

玉県立小児医療センター、初台リハビリテーション病院、桜
赤十字病院、杉並リハビリテーション病院

◆進学先
　　東京都立大学大学院

●千葉県内公立医療施設
●病院、診療所の医療機関
●介護老人保健施設
●訪問・通所施設　など

取得できる資格

専門職間の
連携活動論自由科目　　社会実習

卒業研究
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学生からの
 メッセージ

● 2年生　近藤七海さん（写真中央）
　看護学科に入学して直後の体験ゼミでは、千葉県内
の団体を訪問しました。地域の方々と交流し、千葉に
はどのような地域があり、活動が行われているのかを
学び、全学科から集まった 9人の学生がグループとなっ
て、体験できたのでとても楽しかったです。
　今はバレーボールサー
クルと、塾講師のアルバ
イトもしています。保医
大はアットホームで、自
由な雰囲気です。仲よく
学び合っています。

● 4年生　小林実玖さん
　私が保医大へ入学を決めた理由は、1学年 25名とい
う少人数体制であることや、保医大独自の科目である
特色科目に興味を持ったからです。そして、少人数体
制であるため、先生方や学生同士の距離が近く、気軽
に悩みを相談できること、学生同士で支
え合えることが魅力であると思います。

　また、特色科目は、他学科の学生と意
見を交換する場もあり、各学科の専門性
を理解し、多職種連携の重要性を身を
もって学ぶことができます。

●卒業生　津田朱夏さん
　私は食に興味があること、祖父の介護の経験から食
で人を支えていきたいと思い、保医大に入学しました。
授業や実習、課題が多く大変でしたが、同じ学科の仲
間と協力し、多方面の栄養の知識を楽しく学ぶことが
できました。
　学校や保健所、病院など幅広い分野での臨地実習を
通して、将来の進路を考え、対象者を第一に考えた行
動の大切さを学びました。また、
栄養教諭課程では、食育をより
深く学び、将来栄養教諭として
学校で活躍する可能性を広げる
ことができました。

　先生方や仲間と出会い、充実
した 4年間を過ごすことができ
ました。

● 2年生　駒村実優さん
　保医大の作業療法学専攻では 1年生の前
期に病院や介護施設に行く体験実習がありま
す。実習では実際の作業療法士の仕事を見学
することができます。この経験はこれから学
んでいくことが、臨床でどう活用できるかと
いう視点を持つためにとても重要です。
　また、保医大では違う学科の学生と一緒に
学ぶ機会もあります。1年生ではグループに
なり千葉県内のひとつの施設や団体を訪問
し、地域性や団体の役割を学ぶ授業がありま
す。この授業では学
科間の相互理解を深
めることができます。
　保医大の魅力は「充
実した体験実習」だ
と思います。

● 2年生　相原沙紀さん
　私が保医大の看護学科に入学した理由は、
全員、看護師と保健師の受験資格が取得でき
るからです。これからの高齢社会では、病気
や障害をもちながら生活する人が多くなりま
す。病院での治療だけではなく、自宅に帰っ
てからの生活を支援することが求められます。
将来の私にとっては、看護師だけではなく、
保健師の視点も必要だと考えました。私は同
じ高校の人が誰もいなく
て最初は不安でしたが、
助け合える友達がいます。
　これまでやったことが
なかったバレーボールと
手話のサークルを楽しん
でます。

看護学科

リハビリテーション学科
作業療法学専攻

栄養学科
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● 2年生　吉成千穂さん
　私が保医大を志望した理由は、見学
に行った大学の中で 1番、地域に根ざ
した医療を学ぶことができると考えた
からです。また、他職種連携や地域に
ついて実践的に学べる特色科目に魅力
を感じたからです。
　私は、生まれ育った千葉県での就職
を考えているので、県民の方の生活や
価値観、地域特性なども学べることは、
将来の臨床現場でも活かすことができ
ると感じています。
　本学の魅力は、1クラス 25 名と少
人数制なため、先生方・生徒間共に密
にコミュニケーションがとれるところ
です。
　実習や課題
は大変ですが、
皆で助け合い、
和気あいあい
と充実した日々
を過ごせてい
ます！

● 4年生有志
　一学年 25名と少人数のため、学生一人一人の目標・課
題に応じた指導を受けることができます。
　授業は１・２年生に基礎的な知識を学び、3年生から演
習や実習を行います。演習ではお互いに歯磨きの仕方を教
え合ったり、グループ学習で学び合ったりします。助け合
いながら学習することで友達の絆が深まっていきます。4
年生は、施設や小学校、病院など様々な場所での実習を行うの
でとても楽しみです。
　私たちは、先輩が立ち上げた「お口の健康守り隊」というサー
クルに所属しています。活動は、地域の高齢者の方が元気で過
ごすために先生が行っている「お口の健康プログラム」に参加
し、お口の体操やゲームを作って実施します。地域の高齢者の
方が「また来てね」と言ってくださるのがとても嬉しいです。
　入学したら是非、参加してください。

●卒業生　中村大河さん
　理学療法学専攻は学習面も生活面も充実した大学生活
を送ることができます。学習面では互いの意見を言い合
うディベート形式やグループごとに意見をまとめて発表
するディスカッション形式の授業が多く、自主性を強化
することができます。
　生活面では学生間はとても仲が良
く、授業準備や国家試験勉強など、お
互いに支え合いながら良い理学療法士
になるために日々努力しています。ま
た先生とも相談しやすい環境です。僕
も友達や先生に助けてもらいながら、
この 4年間を楽しく過ごすことが出来
ました！

● 3年生　山下舞香さん
　理学療法学専攻は少人数で先生と学生間のコミュニ
ケーションが取りやすく、学生同士の仲もとても良いで
す。保医大での活動以外にも、学生同士で食事や旅行に
行ったりしています。他学年との交流も多いため、学習面・

生活面でのアドバイスや様々な情報
共有を行っています。横のつながり
だけでなく、縦のつながりも密にあ
るのが本専攻の強みの一つだと実感
しています。学習面では、先生方の
力を借りつつ、お互いに切磋琢磨し
て知識と技術を身につけています。

リハビリテーション学科
作業療法学専攻

リハビリテーション学科
理学療法学専攻

歯科衛生学科
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看護学科（1年前期　例）

歯科衛生学科（２年前期　例）

栄養学科（２年前期　例）

月 火 水 木 金

1
9:00～10:30

情報
リテラシーⅠ

自習
人体の構造
と機能Ⅰ

看護学原論

文化人類学

２

10:45～12:15
情報

リテラシーⅡ
歴史と文化

公衆衛生学
Ⅰ

コミュニケーション
理論と実際

3
13:00～14:30 生物学① 英語Ⅰ 自習 心理学 英語Ⅱ

4
14:45～16:15

観察生物学
入門①

微生物学Ⅰ 自習 看護学入門 体験ゼミナール

5
16:30～18:00 哲学 病理学Ⅰ 自習 社会福祉学 法学

放課後
18:00～

自習 サークル アルバイト サークル アルバイト

月 火 水 木 金

1
9:00～10:30 口腔生理学 歯周治療学

運動生理学
総論

自習 人間関係論

２

10:45～12:15
歯科医療
安全論

文学 公衆衛生学Ⅰ 物理学
健康スポーツ

科学

3
13:00～14:30 歯科材料学 歯科薬理学 顎口腔外科学 心理学

救命救急の
理論と実際

4
14:45～16:15 自習 歯科補綴学

英語Ⅴ
（保健医療英語）

生理学総論 歯科保存学

5
16:30～18:00 自習 自習 自習 社会福祉学 自習

放課後
18:00～

アルバイト サークル アルバイト 自習 サークル

月 火 水 木 金

1
9:00～10:30

生化学実験

疾病論
運動生理学

総論
栄養教諭
課程科目

一般教養科目

２

10:45～12:15 一般教養科目
公衆栄養学
／食品加工学

臨床検査学 一般教養科目

3
13:00～14:30 英語Ⅴ

生理学実験
食事設計と調

理実習
基礎栄養学

実習

一般教養科目

4
14:45～16:15

給食経営
管理論Ⅰ

臨床栄養学Ⅰ

5
16:30～18:00 一般教養科目 応用栄養学Ⅰ 自習

社会福祉学
／健康論

一般教養科目

放課後
18:00～

自習 自習 自習 自習 自習

１、２年生の間は、放課後はサークル活動に力を入れていました。学年
や学科を超えたつながりができ、医療系大学の対抗戦もあります！３年生
になってからは専門科目中心の学習になり、自習の時間もグループで課題
に取り組むことが増えてきます。

平日は講義が１日必修の日もあれば、科目の取り方次第で空き時間を作
ることができます。その時間は自習したり、アルバイトをする等、各自で考え
た時間の使い方ができます。放課後にサークル活動に参加して他学科に
友達ができると大学生活の楽しさが UPすると思います！

２年生では、１年生の時に学んだ基礎知識を生かしながら、グループで
実験 ・実習に取り組み、学生同士の絆が深まります。放課後は、お互いに
協力しながら、課題に取り組んだりレポートを書いたりして忙しいです。
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千葉県立保健医療大学での
 学生生活について

理学療法学専攻（２年後期　例）

作業療法学専攻（２年前期　例）

月 火 水 木 金

1
9:00～10:30 自習

物理療法学
演習

保健医療
福祉論

理学療法
臨床測定学

国際関係論

２

10:45～12:15
整形外科学

各論
精神神経
科学論

自習

3
13:00～14:30

神経内科学
各論

運動学実習

千葉県の
健康づくり

臨床運動学 内科学各論

4
14:45～16:15 自習 人間工学 自習 歯科保存学

5
16:30～18:00 自習 自習

サークル

自習 自習

放課後
18:00～

自習 自習 自習 自習

月 火 水 木 金

1
9:00～10:30 内科学総論

整形外科学
総論

自習 自習 一般教養科目

２

10:45～12:15
神経内科学

総論
作業運動学

演習
一般教養科目 作業分析学

作業運動学Ⅱ

3
13:00～14:30

英語Ⅴ
（保健医療英語）

精神作業療法
評価学・実習 作業療法

基礎理論
身体作業療法
評価学・実習4

14:45～16:15 一般教養科目
人体の機能

実習

歯科保存学

5
16:30～18:00 一般教養科目 自習 人間発達学

精神神経科学
総論

放課後
18:00～

サークル 自習 サークル 自習 自習

１年生は週に１回程度、２年生は週に２回程度、仁戸名キャンパスで授
業があります。３年生以降は基本的に仁戸名キャンパスに通います。
２年生になると実技や実習が増えるので、空き時間はクラスメイトと実技

の練習をしたりレポートを書いたりしています。

１年生は月・ 火 ・ 木 ・ 金曜日、２年生は月・ 水 ・ 金曜日に幕張キャン
パスで授業を受け、それ以外の曜日に仁戸名キャンパスで授業を受けま
す。３年生 ・ ４年生は仁戸名キャンパスで授業を受け、また、医療施設や
福祉施設、老人保健施設等で実習に参加します。放課後に実習を共に行
うグループメンバーと自習をしたり、一緒に夕食を楽しむこともあります。

仁戸名キャンパスでの授業になります。

仁戸名キャンパスでの授業になります。
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サークル紹介
けつてい FC（フットサル）

さあ、仲間になろう！

HMR（バスケットボール）

卓球 ping-pong

SetteVBC（バレーボール）

あかえむ（ソフトテニス）

野球サークル

私達は体育館でフットサルをしています。毎回 40
人前後で楽しく活動しています。その他にも 6月
にはバーベキュー、9月には 2泊 3日の合宿を行
うなど、フットサルはもちろん沢山のイベントを
通して学年関係なく仲良く楽しめるサークルです。

HMRは、幕張キャンパスの体育館で活動していま
す。バスケ経験者、未経験者、男女、学年問わず、
試合をメインに活動しています。季節ごとにイベ
ントを行っていて、夏は BBQ、秋はハロウィン、
冬はクリスマスにちなんだ活動をしています。長
期休みには合宿を行い、学年を超えて仲を深めて
います。
また、有志で市内の大会にも出場しており、経験
者だけでなく未経験者も参加しています。
バスケを通して、いろんな人と関わり、楽しい思
い出を作ることができます！

卓球ping-pongサークルです。
2018年に設立したばかりであ
まり人数はいませんが学科学
年関係なく楽しく活動してい
ます。経験者もいますがほと
んどの人が未経験です。
今後は行事なども入れて活動
の幅を増やしていけたらなと思っています。

SetteVBCは幕張キャンパスで活動しているバレー
ボールサークルです。
初心者～経験者までの50
人ほどで楽しく活動して
います。バレーボールの
他にも、運動会や合宿、
ハロウィン、クリスマス
などイベントも盛りだく
さんです！

私たち「あかえむ」は、初心者経験者問わずソフト
テニスが大好きな人のサークルです。
テニスの活動だけではな
く、そうめん流し、夏休
みには合宿など様々な活
動をしています。ソフト
テニスに少しでも興味が
ある方は是非一度参加し
てみてください！

野球サークルは、不定期で野球をしたり、野球を観
戦しに行ったりするサークルです。今年は活動日を
増やす予定なので、皆さん是非遊びに来てね。
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saisaishi( バドミントン）

MGN-settion（軽音）

PANSY_z（ボランティア）

たまごの会（医ゼミ参加）

陸　上

シュワっち（手話）

ちば食育応援隊

お口の健康守り隊

こんにちは。
バドミントンサークルの saisaishi です！
私達は毎週体育館で活動しています。
2019 年は1年生もたくさん
入ってくれ、よりいっそうのに
ぎわいを見せています！
2年生はもちろんのこと 3年
生4年生もまだまだ一緒に活
動してくれています。皆で仲
良く楽しく活動しています。

軽音楽サークルMGN-settionです！私たちは年に
数回ある liveに向けて活動を行っているサークルで
す。Liveは新入生歓迎、いずみ祭、クリスマス、追
いコン、卒業、OBOGを含めた定期的なものがあり、
毎回楽しく活動しています！
縦の繋がり、横の繋がりを、
音楽を通して築くことがで
きるサークルです。

私達PANSY_zは地域の様々な方々と、協力しなが
ら活動しているボランティアサークルです。地域住
民の方を対象としたボランティアにも参加します。
学校生活だけでは学ぶ
ことができない貴重な
体験が沢山でき、自主
性を身に付けることが
できます。
ボランティアを通じて
多くの経験を積み、私
達と一緒に成長していきましょう！

毎年行われる夏の医学生ゼミナール（通称：医ゼ
ミ）に行く会の千葉支部です。普段はなかなか関
わることのない全国の医療系学生と出会い、学び
を深めることができます。そして全国から 300～
400 人が集まる最大
級の医ゼミに参加し
ています。2019 年
は特に 1年生もたく
さん加わり、さらに
勢いに乗っているた
まごの会です！

こんにちは、陸上サークルです。私達は月 2回程
度鬼ごっこをしたり、競技場でリレーをしたりし
て体を動かしています。毎年恒例のイベントも好
評で伝統になってきています。
元陸上部も多いのでレ
ベルの高い鬼ごっこが
繰り広げられています。
学年、男女関係なく仲
良く活動しています！

手話サークルは、週に 1回耳の聞こえない方を講
師としてお招きし手話の勉強をしています。
日常会話だけで無く医療会話など将来の仕事を意
識した幅広い手話表現を
勉強しています。みんな
で楽しく会話やゲームを
しながら手話を覚える楽
しいサークルです！

「ちば食育応援隊」は、千葉県民の健康を食の面か
ら応援する栄養学科の学生が中心のサークルです。
大学近辺で開催されるイベントに参加し、「グーパー
食生活」を広めるための楽しい歌とダンスを披露
しています。大学内では男
子学生や1人暮らしの学生
に向けて「ほい大ごはんカ
フェ」を開催し、簡単でお
いしいメニューの紹介と提
供、食育アドバイスを行っ
ています。

お口の健康守り隊は、地域の高齢者の方々と一緒
に体やお口の健康について学んでいます。また、
学生が考案・作成した体やお口を使ったゲームを
高齢者の方が行うことにより、高齢者の方同士の
つながりを作ったり
学生たちと楽しんで
お口の健康、機能向
上を目指しています。
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主な年間行事

入学式

オープン

キャンパス

4月 2日（木） 在校生・編入生ガイダンス
4月 3日（金） 入学式・新入生ガイダンス
4月 4日（土） 新入生ガイダンス（幕張）
4月 6日（月） 健康診断
4月 7日（火） 前期授業開始
4月 8日（水） 新入生ガイダンス（仁戸名）
6月22日（月） 防災訓練（幕張）

7月11日（土）、7月12日（日） オープンキャンパス
7月22日（水） 前期授業終了

8月10日（月）～�8月14日（金） 前期末試験
7月23日（木）～�9月30日（水） 夏季休業

8月24日（月） 前期末試験結果発表
�9月9日（水）～�9月15日（火） 追再試・補講期間

学生支援　学生ひとりひとりの充実した学生生活のために

学生の強みは教職員と学生の距離が近いこと！
その強みを生かしてきめ細やかに
学生支援を行っています！

「学生生活への全体的な満足度」では
「満足」が82.8％！

・修学環境を適切に整えて修学を支援します

・クラス担任が学生個人の修学状況にあわせて

　支援を行います

・奨学金制度や授業料減免制度等により、

　必要とする経済的支援を行います

修学支援

※新型コロナウイルス感染症の感染防止 対策のため一部変更の可能性がございます。

前　期

学生支援について
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卒業式

大学祭
（いずみ祭）

4月 2日（木） 在校生・編入生ガイダンス
4月 3日（金） 入学式・新入生ガイダンス
4月 4日（土） 新入生ガイダンス（幕張）
4月 6日（月） 健康診断
4月 7日（火） 前期授業開始
4月 8日（水） 新入生ガイダンス（仁戸名）
6月22日（月） 防災訓練（幕張）

7月11日（土）、7月12日（日） オープンキャンパス
7月22日（水） 前期授業終了

8月10日（月）～�8月14日（金） 前期末試験
7月23日（木）～�9月30日（水） 夏季休業

8月24日（月） 前期末試験結果発表
�9月9日（水）～�9月15日（火） 追再試・補講期間

10月1日（木） 後期授業開始
10月10日（土）、10月11日（日） 大学祭（いずみ祭）

10月28日（水） 開学記念日
1月18日（水） 防災訓練（仁戸名）

12月24日（木）～1月3日（日） 冬季休業
2月8日（月） 後期授業終了

2月9日（火）～2月18日（木） 後期末試験
2月26日（金） 後期末試験結果発表

3月3日（水）～3月9日（火） 追再試・補講期間
（４年生は除く）

３月10日（水） 卒業式
3月20日（土）～3月31日（水） 春季休業

学生支援　学生ひとりひとりの充実した学生生活のために

・ 心身の健康のための支援とともに、将来人々の
健康を支援する職業につく者として、自身の健
康を主体的に管理できる意識を育みます

・ クラス担任、カウンセラー、ハラスメント相談
員等が学生生活に関する相談に親身に対応し
ます

・ 確かなコミュニケーション力や協働の気持ち
等を育むことができるよう学生の課外活動を
支援します

・ 進路ガイドブック、進路情報室、キャリアセ
ミナー等、学生が主体的に進路を選択できる
よう進路情報を適切に提供します

・ 学科・専攻の教員が学生個々の進路希望に
合わせて支援を行います

・ 就業に必要な国家資格を取得することがで
きるようしっかりと国家試験受験指導を行
います

学生生活支援 進路支援

※新型コロナウイルス感染症の感染防止 対策のため一部変更の可能性がございます。

後　期
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令和3年度選抜の種類

過去の選抜状況

初年度納付金（令和3年度予定）

奨学金

【一般選抜】   試験日：令和３年　２月２５日（木）
【学校推薦型選抜】  試験日：令和２年１１月２１日（土）
【社会人特別選抜】  試験日：令和２年１１月２１日（土）
【編入学（３年次）】  試験日：令和２年１１月２２日（日）
詳細については、本学ホームページの以下のサイトに掲載されています。
https://www.pref.chiba.lg.jp/hoidai/nyushijoho/index.html

年　度 平成30年度 平成31年度
（令和元年度） 令和２年度

学　科 志願者数 最終
合格者数 志願者数 最終

合格者数 志願者数 最終
合格者数

看　護　学　科 277 85 197 84 218 87

看　護　学　科（３年次編入学） 15 2 12 1 7 3

栄　養　学　科 111 26 75 26 61 25

歯科衛生学科 70 29 59 29 51 27

リハビリテーション学科（理学療法学専攻） 83 26 95 27 104 27

リハビリテーション学科（作業療法学専攻） 81 25 58 25 44 26

区　分 金　額 備　考

入
学
料

千葉県内
在住の者 282,000 円 令和２年４月１日以前から本人又は配偶者若しくは

１親等の直系尊属が引き続き千葉県内に住所を有する者。

千葉県外
在住の者 423,000 円 上記以外の者。

授業料 535,800 円 入学後の前期（５月末）・後期（10月末）の２回に分けて納付していただ
きます。

※カッコ内は生活保護世帯の金額

●日本学生支援機構奨学金（給付型）

給付月額
区　分

第Ⅰ区分 第Ⅱ区分 第Ⅲ区分

自宅通学 29,200 円
（33,300 円）

19,500 円
（22,200 円）

9,800 円
（11,100 円）

自宅外通学 66,700 円 44,500 円 22,300 円

●千葉県保健師等修学資金（看護学科のみ対象）

種　類 貸与月額

保健師等修学資金 16,000 円

助産師等修学資金 16,000 円

看護師等修学資金 16,000 円

●日本学生支援機構奨学金（貸与型）
種　類 貸与月額

第一種奨学金
（無利子貸与） 自宅 20,000 円、30,000 円、45,000 円

から選択

自宅外 20,000 円、30,000 円、40,000 円
51,000 円から選択

第二種奨学金
（有利子貸与）

20,000 円から 120,000 円までの
１万円単位の金額の中から希望する額を選択

※�この他にも、各地方自治体、
各種団体及び会社、個人等が
行う奨学制度で、大学に募集
等の事務依頼が合った場合に
は、随時掲示により学生に通
知します。
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令和元年度　卒業生の就職進学状況

令和元年度　卒業生の分野別就職状況

令和元年度　国家試験合格率（新卒）

卒業者
（ｂ＋ｃ
＋ｄ）

就職
希望者
（a）

就職者 内定率
（就職率）
（b/a）

進学・その他 就職活
動中
（d）

県内 県外 計（b） 進学 その他 計（c）

看護学科 82 81 53 28 81 100% 1 0 1 0

栄養学科 26 25 7 14 21 84% 1 0 1 4

歯科衛生学科 21 20 9 10 19 95% 1 0 1 1

理学療法学専攻 27 27 25 2 27 100% 0 0 0 0

作業療法学専攻 21 20 13 7 20 100% 1 0 1 0

合　計 177 173 107 61 168 97.1% 4 0 4 5

学科・専攻
分　野

合計
病院等 官公庁・公立施設 施　設 一般企業 その他

看護学科 63 17 0 1 0 81
県　内 42 11 0 0 0 53
県　外 21 6 0 1 0 28

栄養学科 7 3 1 10 0 21
県　内 3 2 0 2 0 7
県　外 4 1 1 8 0 14

歯科衛生学科 17 0 0 1 1 19
県　内 8 0 0 0 1 9
県　外 9 0 0 1 0 10

理学療法学専攻 26 0 0 1 0 27
県　内 24 0 0 1 0 25
県　外 2 0 0 0 0 2

作業療法学専攻 18 0 2 0 0 20
県　内 12 0 1 0 0 13
県　外 6 0 1 0 0 7

合　計 131 20 3 13 1 168

学科・専攻 職種 受験者数（人） 合格者数（人）
合格率（％）

本学 全国

看　護　学　科 保健師 80 74 92.5 96.3

助産師 10 10 100 99.5

看護師 80 80 100 94.7

栄　養　学　科 管理栄養士 26 26 100 92.4

歯科衛生学科 歯科衛生士 21 21 100 94.3 ※

理学療法学専攻 理学療法士 27 26 96.3 93.2

作業療法学専攻 作業療法士 20 19 95.0 94.2

病院：公立病院及び民間病院・診療所等。官公庁・公的施設：国及び地方自治体。公立病院は含まない。
施設：民間の保育所、学校、特養、老健等。民間病院・診療所等は含まない。一般企業：企業内の医務室等を含む。

※歯科衛生士の全国合格率は既卒者を含む。

●千葉県保健師等修学資金（看護学科のみ対象）

種　類 貸与月額

保健師等修学資金 16,000 円

助産師等修学資金 16,000 円

看護師等修学資金 16,000 円
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千葉県立保健医療大学
043－296－2000（幕張キャンパス）
043－305－2125（仁戸名キャンパス）

＊�リハビリテーション学科の「特色科目」、「一般教養科目」、「保健医療基礎科目」は、主に幕張キャンパスで、「専門科
目」は主に仁戸名キャンパスで受講します。
＊両キャンパス間は、公共交通機関を用いて片道約1時間程度をです。

https://www.pref.chiba.lg.jp/hoidai/

キャンパス
幕張キャンパス
〒261-0014
千葉市美浜区若葉2－10－1

看護学科・栄養学科・歯科衛生学科

仁戸名キャンパス
〒260-0801
千葉市中央区仁戸名町645－11

リハビリテーション学科
理学療法学専攻・作業療法学専攻

千葉県立保険医療大学
幕張キャンパス

イトーヨーカドー

イオン

放送大学
渋谷学園
幕張中・高校

花見川

幕張5丁目交差点

若葉交差点

JR幕張駅

京成幕張駅

海浜幕張駅

N

●JR幕張駅（総武線緩行）
●JR海浜幕張駅（京葉線）　から徒歩15分
●京成幕張駅（京成千葉線）

ＡＣＣＥＳＳ
ＭＡＰ

千葉県立保険医療大学
仁戸名キャンパス

出口

大森台駅
電気店
酒店

松ヶ丘小学校

たばこ店
仁戸名市民の森

グラウンド

薬局

千葉東病院

旧消防学校
淑徳大学
看護栄養学部

千葉県
がんセンター

バス停
千葉県がんセンター

バス停
ジェイコー千葉病院

大
網
街
道

京
成
電
鉄
千
原
線

鮮
魚
店

N

ＡＣＣＥＳＳ
ＭＡＰ

●京成千原線大森台駅　徒歩25分
●JR千葉駅より千葉中央バス
　ジェイコー千葉病院下車　徒歩8分
●JR鎌取駅より千葉中央バス
　千葉県がんセンター下車　徒歩8分


