埼 玉 医 科 大 学

医学部：医学科／保健医療学部：看護学科､ 臨床検査学科､ 臨床工学科､ 理学療法学科

埼 玉 医 科 大 学 短 期 大 学
(看護学科／専攻科：母子看護学専攻)
所在地

本部・医学部・短期大学(毛呂山キャンパス) 〒350 0495 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38
TEL：049 295 1000 (医学部入試事務室)
TEL：049 276 1509 (短期大学入試係)
保健医療学部(日高キャンパス)
〒350 1241 埼玉県日高市山根1397 1
(理学療法学科：埼玉県入間郡毛呂山町川角981)
TEL：042 984 4801 (入試事務室)

1972年：埼玉医科大学開学
(医学部医学科)
埼玉医科大学附属病院開院
1973年：埼玉医科大学附属医学技術
専門学校開校 (保健医療学部
健康医療科学科の母体校)

1976年：埼玉医科大学附属高等看護
学校開校 (埼玉医科大学短期大
学看護学科の母体校)

1978年：埼玉医科大学大学院医学研
究科博士課程設置
1983年：社会福祉法人毛呂病院埼玉
リハビリテーション専門学
校開校 (保健医療学部理学療法

2016年：医学部医学科入学定員の変更
2017年：医学部医学科入学定員の変更

第１. 生命への深い愛情と理解と奉
仕に生きるすぐれた実地臨床
医家の育成
第２. 自らが考え､ 求め､ 努め､ 以
て自らの生長を主体的に開展
し得る人間の育成
第３. 師弟同行の学風の育成

学科の母体校)

1985年：埼玉医科大学総合医療セン
ター開院
埼玉医科大学附属総合医療
センター看護専門学校開校
(現在に至る)

1989年：埼玉医科大学短期大学開学
(看護学科､ 臨床検査学科､ 理学
療法学科)

2001年：埼玉医科大学ゲノム医学研
究センター開設
2006年：保健医療学部増設 (看護学科､
健康医療科学科､ 医用生体工学科)

2007年：保健医療学部に理学療法学
科開設
埼玉医科大学国際医療セン
ター開院
2008年：保健医療学部健康医療科学
科､ 理学療法学科入学定員
の変更
埼玉医科大学短期大学臨床
検査学科閉学科､ 専攻科母
子看護学専攻入学定員の変
更
2009年：医学部医学科入学定員の変更
埼玉医科大学短期大学理学
療法学科閉学科・専攻科地
域看護学専攻閉攻
2010年：医学部医学科入学定員の変更
埼玉医科大学大学院医学研
究科修士課程､ 看護学研究
科修士課程設置
2011年：医学部医学科入学定員の変更
2013年：医学部医学科入学定員の変更
2014年：医学部医学科入学定員の変更
2015年：医学部医学科入学定員の変更
保健医療学部学科名称変更
(健康医療学科→臨床検査
学科)

☆教育目標
建学の理念に則り､ ６年一貫・統
合教育を基盤とした特色ある教育シ
ステムを通じて､ 次のような ｢すぐ
れた臨床医の育成｣ を目指していま
す｡
●高い倫理観と人間性を備えた医
師
●国際水準の医学と医療が実践で
きる医師
●社会的視点に立った調和と協力
が実行できる医師
☆このような受験生を求めます｡
●調和のとれた豊かな人間性と生
命への愛情を持ち､ 奉仕する精
神を備えた人
●医学を修得するのに必要な基礎
学力と問題解決能力のある人
●自ら考え求めて学び､ 医学・医
療を通じて社会に貢献する意欲
と情熱のある人
●コミュニケーション能力に富み､
他者を尊重し､ 他者の立場で考
え､ 協調して行動できる人
☆教育目標
建学の精神と大学全体のディプロ
マ・ポリシーをふまえ､ 本学部では
以下の３点を柱として人材の育成を
図ります｡
●人間の生命に対する深い愛情と
畏敬の念を基盤として､ 高い倫
理観と豊かな人間性を涵養する
こと
●保健医療に関する国際水準の知
識と技術の修得を基本とし､ 未
知の課題を自ら解決する意欲と
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探求心をもつとともに､ 自らの
能力の限界を知り､ 生涯にわた
り自己の資質の向上に努めるこ
と
●協調性に富んだ社会人として様々
な職種の人々と協力し､ 医療の
安全につねに留意するとともに､
社会的視点に立って地域の保健
医療に積極的に関わることがで
きること
☆多様な学生を受け入れるという基
本方針のもとに､ 次のような学生を
求めます｡
●相手の立場に立ち､ 協調性をもっ
て行動できる人
●考えをまとめて言葉に表す能力
を持つ人
●物事を吟味し考察する能力を持
つ人
●医療や健康問題への積極的な関
心を持つ人

医師国家試験受験資格
看護学科：
看護師国家試験受験資格
保健師国家試験受験資格
(選択選抜制)
保健師国家試験合格後､ 申請に
より､ 養護教諭二種免許と第一
種衛生管理者が取得できます｡
臨床検査学科(主なもの)：
臨床検査技師国家試験受験資格
第一種衛生管理者
健康食品管理士受験資格
甲種危険物取扱者受験資格
臨床工学科：
臨床工学技士国家試験受験資格
理学療法学科：
理学療法士国家試験受験資格

すぐれた医療人になるために欠か
せない実習先に困ることはありませ
ん｡ また､ 卒業後は実習先に就職す
ることもできます｡
☆埼玉医科大学病院(972床)
☆埼玉医科大学国際医療センター(700床)
☆埼玉医科大学総合医療センター(1,053床)
☆埼玉医科大学かわごえクリニック

(毛呂山キャンパスにて開催)

５月28日(日)
７月16日(日)

※日程､ 内容等を必ずホームページでご確認の上､ 御参加の方は事前にお申し込み下さい｡

●受付8:30〜 ●開始9:30〜

大学説明､ 教育説明､ 入試概要､ 在学生・OB の話､ 質問コーナー (午前で終了)

●受付9:00〜 ●開始9:45〜

学部紹介､ 入試概要､ 在学生･OB の話､ 昼食＆在学生との懇談､ 体験学習､ 施設見学 他

※準備の都合上､ 事前にお申し込み下さい｡
(日高キャンパスにて開催)
●受付9:30〜 ●開始10:00〜 内容､ 時間については変更の可能性があります｡ 必ずホームページでご確認ください｡
内
容

開催日

学部･学科紹介 入試説明 Campus tour 個別相談 模擬授業･実習 先輩の声

新企画

６月18日(日)

●

●

●

●

●

医療系職種の実際：OB/OGの体験談

７月23日(日)

●

●

●

●

●

医療系大学の入試動向／本学の学生支援／講義ライブ！
※中学生向けオープンキャンパスを同時開催

７月30日(日)

●

●

●

●

●

医療系大学の入試動向／本学の学生支援／講義ライブ！
※中学生向けオープンキャンパスを同時開催

●
●
●
８月19日(土)
●
●
●
８月20日(日)
10月21日(土)
学園祭 ｢越華祭｣ で個別相談を実施
10月22日(日)
●
●
●
11月26日(日)

●

●

●

本学部の入試面接・小論文対策／講義ライブ！

●

●

●

本学部の入試面接・小論文対策／講義ライブ！

●

来年度の医療系大学の入試予測／医療系職種の実際：OB/OGの体験談

●
●
●

●各学年の各学科目が有機的なつながりをもって､ 疾患の病
態､ 診断と治療､ 社会との関連などを総合的にとらえるた
めに６年一貫・統合教育を取り入れています｡
●臓器や機能の上からお互いに関連を持って統合的に学習で
きる統合カリキュラムを採用しています｡
●自己学習の習慣を身につけ､ 問題解決の能力を高めるため
に､ ４年間通した ｢良医への道コース｣ で次のような教育
を行っています｡
・行動の科学と医療倫理 ・キャリアデザイン
・社会医学 ・臨床入門 ・医学英語 ・臨床推論
●レスポンス・アナライザーを授業に取り入れ､ 双方向性の
講義を行っています｡
また､ 国際的視野を持つ医師を育成するために､ 低学年次では
海外における語学研修､ 高学年次では提携７ヶ国10大学との学
生相互交換留学を行っています｡

区 分
推薦入学試験
帰国生入学試験
一次
二次
一般入学試験
一次
後期
二次
一次
センター試験利用入学試験 前期二次
後期二次
前期

一般入学試験

●演習科目の充実
●少人数の問題発見・解決型学習
●三つの病院を擁する医大の利点を生かした実習の重視
●充実した IT 環境と学習支援体制

試 験 日
2017年11月12日(日)
2017年11月12日(日)
2018年１月21日(日)
2018年１月28日(日)
2018年２月11日(日)
2018年２月18日(日)
2018年1月13日(土)･14日(日)
2018年３月４日(日)
2018年３月16日(金)

区 分
試 験 日
３年次編入学試験 2017年９月24日(日)
推薦入学試験
2017年11月19日(日)
ＡＯ入学試験

●高い倫理観と豊かな人間性の涵養を目指す幅広い教養教育
●医学部との緊密な連携に基づいた質の高い基礎医学教育
●医療の こころ を伝える新しいコンセプトの専門基礎教育
●各学科の専門性をさらに高めるための充実した臨床医学教育

2017年12月10日(日)

募集学科
看護学科
全学科
臨床検査学科
臨床工学科

一次：2018年２月１日(木)
全学科
二次：2018年２月３日(土)
後期
2018年２月28日(水) 全学科
前期

埼玉医科大学ホームページ： http://www.saitama-med.ac.jp
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