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就職 主な就職先

●進学実績 群馬パース大学大学院、群馬大学大学院、清泉女学院大学、金沢大学大学院

全ての就職先を
見てみよう！

看護学科

・・・・・・・・ 297件
・・・・・・・・・・ 58件
・・・・・・・・・・ 89件

看護師
保健師
助産師

【福島県】寿泉堂綜合病院【栃木県】自治医科大学附属病院、獨協医科大学病院、栃木県立がんセンター【群馬
県】群馬パース病院、群馬大学医学部附属病院、公立富岡総合病院、渋川医療センター、伊勢崎市民病院、前橋
赤十字病院【埼玉県】埼玉医科大学病院、埼玉県立循環器・呼吸器病センター、さいたま市立病院、上尾中央総
合病院【千葉県】総合病院国保旭中央病院【東京都】順天堂大学医学部附属順天堂医院、国立国際医療研究セ
ンター病院【神奈川県】北里大学病院【長野県】浅間総合病院、佐久総合病院 他

就職率

100%

理学療法学科

・・・・540件理学療法士

【宮城県】利府仙台ロイヤルケアセンター【福島県】会津中央病院、総合南東北病院【栃木県】宇都宮記念病院、リ
ハビリテーション花の舎病院【群馬県】群馬パース病院、群馬リハビリテーション病院、石井病院、井上病院、恵愛
堂病院、善衆会病院、日高病院、沼田脳神経外科病院【埼玉県】青木病院、新座志木中央総合病院、熊谷総合病
院【千葉県】イムス佐原リハビリテーション病院【東京都】関東甲信越グループ、医療法人社団福寿会【神奈川県】
川崎協同病院、クローバーホスピタル【新潟県】悠遊健康村病院【長野県】佐久総合病院 他

就職率

98.5%求人数

検査技術学科

・・284件臨床検査技師

【岩手県】岩手県立病院【福島県】寿泉堂綜合病院【茨城県】古河総合病院【栃木県】国際医療福祉大学病院、佐
野厚生総合病院【群馬県】高崎総合医療センター、群馬中央総合病院、伊勢崎市民病院、伊勢崎佐波医師会病
院、黒沢病院【埼玉県】埼玉協同病院、戸田中央総合健康管理センター【千葉県】千葉徳洲会病院【東京都】東京
新宿メディカルセンター、株式会社ビー・エム・エル【新潟県】魚沼基幹病院【富山県】富山大学附属病院【山梨県】
笛吹中央病院【長野県】信州大学医学部附属病院、長野県職員【愛知県】半田市医師会健康管理センター 他

就職率

100%
求人数

放射線学科

・・237件診療放射線技師

【岩手県】岩手県立職員【宮城県】仙台赤十字病院【福島県】会津中央病院、竹田綜合病院【群馬県】あさくらス
ポーツリハビリテーションクリニック、石井病院、上牧温泉病院、黒沢病院、群馬県健康づくり財団、利根中央病院、
東前橋整形外科病院、真木病院【埼玉県】埼玉医科大学総合医療センター、埼玉協同病院、深谷赤十字病院、上
尾中央総合病院【東京都】東京品川病院、東京心臓不整脈病院、東和病院、医療法人社団福寿会【神奈川県】戸
塚共立リハビリテーション病院【長野県】長野中央病院、相澤病院 他

就職率

86.8%求人数

臨床工学科

・・191件臨床工学技士

【青森県】八戸赤十字病院【山形県】山形徳洲会病院【茨城県】小山記念病院、古河総合病院【栃木県】足利赤十
字病院【群馬県】群馬大学医学部附属病院、群馬県立心臓血管センター、太田記念病院、北関東循環器病院、沼
田脳神経外科循環器科病院、細谷透析クリニック【埼玉県】埼玉医科大学病院、自治医科大学附属病院さいたま
医療センター、羽生総合病院【千葉県】東邦大学医療センター 佐倉病院【東京都】武蔵野赤十字、NECフィール
ディング株式会社【神奈川県】川崎幸病院【大阪府】株式会社メディカル・ユーアンドエイ　他

就職率

87.0%求人数

【群馬県】群馬パース病院、群馬大学医学部附属病院、群馬中央病院、高崎総合医療センター、渋川医療センター、群馬県立小児医療センター、公立藤岡総合
病院、桐生厚生総合病院、伊勢崎市民病院、前橋赤十字病院、日高病院、横田マタニティーホスピタル、コスモファミリー助産院、原病院、群馬県済生会前橋病
院、群馬整肢療護園、在宅医療支援センター、高齢者施設、訪問看護ステーション、保育所、保健所・保健福祉事務所、市町村保健センター、小・中学校、企業

看護学科

【北海道】2件【岩手県】2件【秋田県】１件【福島県】5件【茨城県】9件【栃木県】14件【群馬県】64件【埼玉県】25件【千葉県】12件【東京都】19件
【神奈川県】10件【新潟県】1件【富山県】1件【山梨県】1件【長野県】5件【静岡県】4件【愛知県】2件【徳島県】1件【愛媛県】1件【鹿児島県】1件理学療法学科

【茨城県】下館病院【栃木県】藤井脳神経外科病院【群馬県】群馬パース病院、群馬大学医学部附属病院、群馬県立小児医療センター、群馬県立心臓血管センター、渋川
医療センター、群馬中央病院、公立富岡総合病院、公立藤岡総合病院、伊勢崎市民病院、太田記念病院、前橋赤十字病院、善衆会病院【埼玉県】埼玉県立小児医療セン
ター、総合療育センターひまわり学園【千葉県】野田病院【東京都】水野記念リハビリテーション病院【神奈川県】かわさき記念病院【石川県】金沢脳神経外科病院 他

作業療法学科

【青森県】青森県立中央病院【茨城県】城西病院【群馬県】群馬パース病院、群馬大学医学部附属病院、群馬中央病院、高崎総合医療センター、公立藤岡総合
病院、伊勢崎市民病院、前橋協立病院、榛名荘病院、関越中央病院、黒沢病院、善衆会病院、たかさき耳鼻咽喉科、日高病院、介護老人保健施設うららく【埼玉
県】埼玉県立小児医療センター【東京都】東京北医療センター【神奈川県】済生会湘南平塚病院【福岡県】北九州市立総合療育センター 他

言語聴覚学科

【岩手県】岩手県立中央病院【宮城県】東北大学病院【栃木県】自治医科大学附属病院、佐野厚生総合病院【群馬県】群馬パース病院、群馬大学医学部附属病院、群馬中央病院、高崎
総合医療センター、渋川医療センター、桐生厚生総合病院、公立富岡総合病院、伊勢崎市民病院、前橋赤十字病院、群馬県済生会前橋病院【埼玉県】埼玉県済生会川口総合病院、上
尾中央総合病院【東京都】杏林大学医学部付属病院【新潟県】新潟県立中央病院【山梨県】甲府共立病院【長野県】信州大学医学部附属病院、長野市民病院、佐久総合病院 他

検査技術学科

【岩手県】岩手県立中部病院【秋田県】大舘市立総合病院【福島県】福島県立医科大学附属病院【茨城県】筑波メディカルセンター病院【栃木県】足利赤十字病院【群馬
県】群馬大学医学部附属病院、高崎総合医療センター、渋川医療センター、公立富岡総合病院、桐生厚生総合病院、伊勢崎市民病院、イムス太田中央総合病院、【埼玉
県】埼玉医科大学病院、深谷赤十字病院【新潟県】新潟県立中央病院【石川県】小松市民病院【山梨県】山梨県立中央病院【長野県】長野市民病院、伊那中央病院 他

放射線学科

【岩手県】岩手医科大学附属病院【宮城県】東北大学病院【福島県】星総合病院【栃木県】済生会宇都宮病院【群馬県】群馬大学医学部附属病院、群馬県立心
臓血管センター、公立富岡総合病院、前橋赤十字病院【埼玉県】自治医科大学附属さいたま医療センター【埼玉県】埼玉医科大学病院、埼玉県立循環器・呼吸
器病センター【千葉県】新松戸中央総合病院【東京都】練馬光が丘病院【長野県】諏訪赤十字病院、佐久総合病院佐久医療センター 他

臨床工学科

求人数

※2022年3月卒業生実績（抜粋）　※作業療法学科と言語聴覚学科は2024年度に第1期卒業生を輩出します。

2022年度 主な実習予定施設



就職サポート

国家試験に向けたサポート

群馬パース大学では、さまざまなサポート体制のもと、「医療専門職」
という夢の実現に向け確実に歩みを進める学生を支援しています。

学びの特色就職サポートをもっと知りたい！
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学びの特色をもっと知りたい！
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国家試験対策委員会を設置し、低学年から個々に応じた支援を行っ
ています。

進路に関する相談、履歴書の書き方やエントリーシートの添削、面接指導等をカウンセ
ラーが個別に対応しています。また、PAZグループのメディカルサフランのスタッフも職業紹
介サービスのノウハウを活かして支援に携わっています。医療法人等をもつPAZグループだ
からこそできるサポート体制が整っています。

学生支援センターとは？

②一人ひとりに適した指導

全国統一模擬試験、学内模擬試験結果をもと
に、学生一人ひとりの解答を解析し、弱点を見つ
け、学修内容・学修方法の改善に繋げています。

①低学年から実施する模擬試験

低学年から全国統一模擬試験などの外部
試験や学内模擬試験を行い、意識付けをし
ながら学修意欲を高めます。

④国家試験当日までサポート

国家試験前日には出発式を行い、試験当日
には数名の教員が引率し、受験者が万全な
状態で試験に臨めるようサポートします。

各学科で目指せる医療専門職だけでなく、多職種の職務や職域、
仕事内容の理解を深めます。また自らの専門職と他職種との連携
について考え、チームの重要性を学びます。

“医療に特化した大学”として、低学年から多職種理解がで
きるカリキュラムを導入しています。

●就活直前対策講座
●就職対策講座

●公務員対策講座
●身だしなみ講座

●専門職就活講座
●ビジネスマナー講座

主な就職支援講座

●PBL（問題解決型学習）教育の導入
●アクティブ・ラーニングの導入　●個別指導体制

チーム医療の基盤を築く教育

2 0 21年度 国家試験合格率

③卒業生を招いた特別講演

現場で働く卒業生による特別講演を実施し、
国家試験合格のためのノウハウを聞く機会を
設け、受験に向けた意識向上を図ります。

多職種理解と連携全学科2年次必修科目

群馬県内外から多くの病院・施設にお越しいただき、毎年本学独自の進路相談会を年2回
開催しています。学生にとって、各施設の特色や雰囲気、新人教育制度など現場の生の声
を聞くことができる貴重な機会となっています。

在学生が語る
群馬パース大学の魅力

※本学合格率は2021年3月の実績です。※作業療法学科と言語聴覚学科は2024年度に第1期卒業生を輩出します。

合同進路相談会就職活動本番に向けた

100%
看護師

100%
助産師

94.4%
保健師

91.0%
理学療法士

97.0%
臨床検査技師

78.6%
診療放射線技師

91.1%
臨床工学技士

看護学部

リハビリテーション学部

医療技術学部

看護学科

放射線学科 臨床工学科検査技術学科

作業療法学科 言語聴覚学科理学療法学科

学科の特徴
目指す資格、4年間の学び、
カリキュラム…etc.
気になる学科をチェックしてみよう！

学生が語る国家試験対策



3Dバーチャルで見る群馬パース
大学

PAZ Hall（大講義室） 図書館 3
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生理学実習室

メディカルサフラン
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4号館
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学生ホール レクリエーション室

3号館

体育棟アリーナ

8

5号館

9

基礎・臨床看護学実習室1

80人程度の学生が1度に演習できる数のベッドを
配置。療養生活を安全・安楽に過ごせるよう、日常
生活を援助する技術や、医師が行う診療を補助す
る技術を、臨床現場により近い形で学びます。

観察室Ⅰ4

各言語聴覚学科実習室の様子を大型モニター
2台で観察することができます。教員の実際の臨
床場面を間近で見学することができる他、臨床
実習への活用や、実技演習などに使用します。

臨床工学実習室7

人工心肺装置、血液透析装置、ECMO、人工
呼吸器などの医療機器を多数配置。学内実習
では人の生命維持に関わるさまざまな医療機
器を実際に使用して実習を行います。

運動療法実習室2

実技を通して学生同士が評価・治療方法を身
に付けるための実習ベッドを配置。実際の患者
さんを想定しながら、運動や体操を利用した運
動療法などについて学びます。

微生物学実習室5

微生物検査学実習や遺伝子検査学実習を主に
行います。細菌培養やさまざまな病原体に対す
る感染防御や染色体の解析などを学びます。新
型コロナウイルス検査で用いるリアルタイムPCR
検査の試薬調整もこの実習室で行います。

360°

学生専用マンション8

5号館3F～5Fは学生専用マンションとなってい
ます。大学まで徒歩2分。オートロック完備、バ
ス・トイレ別、インターネット無料など充実した
設備で一人暮らしをサポートします。

作業療法治療実習室3

実際に作業療法治療を体験学習する実習室で
す。感覚統合ルームになっており、子どもが「遊
び」を通じて楽しみながら行えるリハビリテー
ションを学びます。

放射線実習エリア6

MRI装置、X線TV装置、一般X線装置、超音波
診断装置、乳房用X線装置などの医療機器を
配置。装置に関する仕組みだけでなく、臨床現
場での活用法や危機管理なども含め総合的に
学ぶ環境が整っています。

各種センター9

5号館1Fには学生支援センター、健康管理センター、
国際交流センターなどのセンターを配置。奨学金、
サークル、学生保険などの窓口の他、就職支援や健
康・学生生活の相談など、幅広い支援を行います。

看護学科

言語聴覚学科

臨床工学科

理学療法学科

検査技術学科

作業療法学科

放射線学科

360° 360°

360° 360°360°

360°



奨学金についてもっと知りたい！
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群馬パース大学独自の奨学金制度

主な学外奨学金制度

●学内実験・実習費　●施設設備費授業料等に含まれるもの

●看護学科の保健師課程、助産師課程履修料［保健師課程50,000円、助産師課程200,000円（履修者のみ）］

●教科書、実習ユニフォーム、実習器具など授業に係る費用　●新入生研修費　●臨地・臨床実習に係る費用（抗体検査、予防接種、宿泊交通費など）
●諸費用（学生支援費、学友会費、学生保険料、保護者後援会費、同窓会費）授業料等に含まれないもの

入学金

授業料等

250,000円

1,500,000円

-

各1,600,000円
看護学部 6,550,000円

入学金

授業料等

250,000円

1,500,000円

-

各1,600,000円
医療技術学部 6,550,000円

入学金

授業料等

250,000円

1,500,000円

-

各1,500,000円
リハビリテーション学部 6,250,000円

初年次学部 種類 2～4年次 4年間の合計

種類

特待生奨学金

神戸奨学金
かんべ

兄弟姉妹奨学金

免除

特待生S 最大で4年間の授業料等全額免除

最大で4年間の授業料等後期分全額免除

入学年度の授業料等後期分全額免除

300,000円

特待生A

特待生B

免除

免除

給付金額 申請資格

一般選抜（前期）に出願し、特待生を希望する者。
ただし、総合型選抜Ⅰ・Ⅱ、学校推薦型選抜Ⅰ・Ⅱの入学手
続き者でも、別途一般選抜（前期）を受験することで、選
考の対象となります。（入学検定料無料）

本学に在籍する2～4年生において、それぞれ原則1名以内。
日本学生支援機構等から奨学金の貸与等を受けている
者。（特待生奨学金受給者を除く）

本学を卒業した者を含め、2人目以上の兄弟姉妹が学部
に在籍する者。または、同時に兄弟姉妹が本学の学部に
入学した者。（特待生奨学金受給者を除く）

後期授業料等納入時に減免

100,000円 後期授業料等納入時に減免

〈収入基準〉群馬パース大学独自の奨学金には、下記の表の通り収入基準があります。

主たる家計支持者1人の年間収入
給与所得者の場合 給与所得者以外の場合奨学金制度

特待生奨学金・神戸奨学金・兄弟姉妹奨学金 源泉徴収票の支払金額が841万円以下 確定申告書等の所得金額が355万円以下

●高等教育の修学支援新制度

〔支援1〕授業料・入学金の免除または減額 〔支援2〕日本学生支援機構※の給付奨学金（返還の必要がない奨学金）の拡充内容

住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯対象

※日本学生支援機構の奨学金：経済的理由により進学が困難な状況にある世帯の学生に対して、大学等への進学を後押しすることが目的とされている公的な制度
です。詳しくは日本学生支援機構のホームページで確認してください。

群馬パース大学は「高等教育の修学支援新制度」の対象機関として認定されています。

「高等教育の修学支援新制度」は、経済的な理由で進学を諦めることがないよう、2つの経済的な支援で意欲ある学生の学びを応援するものです。

都道府県・市区町村の奨学金

35件（2021年度実績）

その他各種医療機関等の奨学金

59件（2021年度実績）

●初年次後期授業料等（750,000円）は入学後、10月所定の期日までに納入をしていただきます。　●諸費用は予定であり、変更になることがあります。　●入学手続き時納入金は全学部共通です。

入学手続き時納入金
入学金 初年次前期授業料等 諸費用 合計

750,000円 97,370円250,000円 1,097,370円

奨学金

学費

募集人数（S・A・B合計） 入学定員〈380名〉の10%前後

2 0 2 3年4月入学者



直接話を聞きたい！そんな時はオープンキャンパスや進学ガイダンスに参加しよう！
情報は随時更新しますので、特設サイトをチェックしてみてください。

A

学業や学生生活の悩みを
相談できる窓口はあるの？

PAZのWEBサイトをCHECK！

TEL：027-365-3370（入試広報課）
E-mail：nyushi-koho@paz.ac.jp
www.paz.ac.jp

群馬パース大学
〒370-0006 群馬県高崎市問屋町1-7-1　　JR上越線・両毛線「高崎問屋町駅」徒歩10分

医療に特化した群馬パース大学
では9つの医療専門職を目指せま

す。「医療職を目指す皆さんへ」ページに
は各職種の仕事内容、活躍の場、1日の流
れ、適性などを詳しく説明しています。自
分の「なりたい」を見つけ
てみましょう！

A

群馬パース大学で目指せる
職種を知りたい！

専願制の総合型選抜Ⅰ、学校推薦
型選抜Ⅰ（指定校制）、学校推薦型

選抜Ⅱ（公募制）と併願制の総合型選抜
Ⅱ、一般選抜（前期・後期）、大学入学共
通テスト利用選抜（前期・後期）などの入
試があります。各入試区分
の詳細は「入試区分一覧」
ページからチェックしてみ
ましょう！

A

どのような入試があるの？

JR上越線・両毛線「高崎問屋町駅」
から徒歩4分（4号館）／徒歩10分

（1～3号館、5号館）！キャンパスは、群馬
県の文化・商業・交通の中心「高崎市」に
あり、上越新幹線・北陸新幹線が通って
いるため、東京・埼玉・新
潟・長野や北陸からのアク
セスも抜群です。

A

大学までのアクセスを知りたい！

大学まで徒歩2分に立地する5号
館の3～5Fには学生専用マンショ

ンを配置。オートロック完備、インター
ネット無料など、充実した設備で一人暮
らしをサポートします。受験生サイト「学
生専用マンション」ページ
には実際に入居する学生
を紹介しています！

A

学生専用マンションについて
知りたい！

群馬パース大学には県外出身者も
多数在籍しています。受験生サイト

「住んでスマイルMy Gunma Life」ページ
では、群馬県での一人暮らしやおすすめス
ポットなどを在学生の声で伝えています。

A

群馬県での大学生活を
知りたい！

体育会系、文化系合わせて全12
サークルと大学公認部活動の硬式

野球部が活動しています。受験生サイト「ク
ラブ・サークル」ページでは、サークル紹介
動画を視聴することができます。

A

どんなクラブ・サークルがあるの？

群馬パース大学には、全国各地の

多くの施設から求人が届いていま

す。「数字で見る群馬パース大学」ページに

は、各都道府県から届いた求人数や就職

率、国家試験合格率、入試結果などのデー

タを掲載していますので、

チェックしてみましょう！

A

県外からはどれくらい
求人が届いているか知りたい！

留学制度はありませんが、「国際交
流センター」では、海外研修プログ

ラムを企画、募集、実施しています。参加
にあたっては、プログラム費用を補助する
「海外研修助成制度」を設けています。
2020・2021年度は海外
の協定校とライブ配信で
オンライン研修を実施し
ました。

あります。群馬パース大学には、学

業や将来についての悩み、心配事、

不安など、どんなことでも自由に相談する

ことができる「学生相談室」があります。

専門カウンセラーが学生一人ひとりに心

豊かに、有意義な学生生

活を送れるようにサポート

しています。

A

留学制度はあるの？

オープン
キャンパス

進学
ガイダンス
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