
一般入試［4名：社会人を含む］

　本学は、一般の入学試験とは別に、専修学校や短期大学を卒業した方（卒業見込み者含む）、または大学在学中（2年以上、62単位以
上修得）の方、さらに一度社会に出たけれども専門知識や能力をより高めたいと考えている方を対象に、2年次、3年次編入学試験を実施し
ています。一般選抜のほかに、社会人特別選抜も実施しています。また、編入学試験は毎年2回行われており、Ⅰ期で不合格であってもⅡ期で
再チャレンジすることができます。
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編入学
試験概要

2012年度

大学院入学
試 験 概 要

すべての学科で、編入学生を受け入れています。

各研究科とも、博士課程まで設置されています。

※薬学研究科修士課程は第1回、歯学研究科博士課程、看護福祉学研究科修士課程、心理科学研究科修士課程は第2回入試となります。

本学ホームページからも資料請求ができます。 http:/ /www.hoku-ir yo-u.ac.jp

　本学の大学院には、薬学・歯学・看護福祉学・心理科学の4研究科があり、すべての研究科において一般入試と社会人入試があ
ります。また、歯学研究科では「研究コース」に加え「認定医・専門医養成コース」もあり、研究者だけでなく、認定医・専門医育成の体
制も整っています。看護学専攻修士課程では、専門看護師（CNS）、ナースプラクティショナー（NP）の教育課程も設置しています。

■2012年度 北海道医療大学大学院入学試験概要
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歯学研究科

社会人入試［4名：一般を含む］
臨床心理学専攻：一般選抜［2名］

言語聴覚学専攻：一般選抜［2名：社会人選抜を含む］一般選抜［各専攻2名：社会人を含む］

一般選抜［若干名］
社会人特別選抜［若干名］

2012年1月6日（金）～1月19日（木）

2012年1月27日（金）

2012年1月24日（火）

本学看護福祉学部

2012年1月24日（火）～2月10日（金） 2012年1月23日（月）～2月9日（木）

2012年2月22日（水） 2012年2月17日（金）
2012年2月16日（木） 2012年2月13日（月）

本学看護福祉学部

臨床心理学専攻：一般選抜［3名：社会人特別選抜を含む］
言語聴覚学専攻：一般選抜［2名：社会人選抜を含む］

臨床心理学専攻：社会人特別選抜［3名：一般選抜を含む］
言語聴覚学専攻：社会人選抜［2名：一般選抜を含む］

2012年1月6日（金）～1月17日（火）

2012年1月25日（水）

2012年1月19日（木）

本学心理科学部

2012年1月30日（月）～2月10日（金）

2012年2月22日（水）
2012年2月15日（水）

本学心理科学部本学歯学部

看護福祉学研究科
●歯学専攻

［研究コース／認定医・専門医養成コース］
●看護学専攻　●臨床福祉学専攻

一般選抜［3名：社会人を含む］
社会人特別選抜［3名：一般を含む］

2011年11月1日（火）～11月14日（月）

2011年11月24日（木）

2011年11月16日（水）

本学薬学部

薬学研究科
●生命薬科学専攻　●薬学専攻

心理科学研究科
●臨床心理学専攻　●言語聴覚学専攻

募集定員

試 験 日

出願期間

合格発表日

試験会場

募集定員

試 験 日

出願期間

合格発表日

試験会場

追って公表します。
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■2012年度 北海道医療大学編入学試験概要　　※募集定員の変更を予定

Ⅰ　

期

Ⅱ　

期

募集定員

試 験 日

出願期間

合格発表日

試験会場

薬学部（3年次編入）

［募集定員 10名］

［7名］ ［7名］

2011年10月11日（火）～10月26日（水）郵送（速達簡易書留）、締切日消印有効

2011年11月18日（金）
2011年11月13日（日）

本学（当別キャンパス）・東京・大阪

［7名］

募集定員

試 験 日

出願期間

合格発表日

試験会場

［3名］ ［3名］

2012年1月6日（金）～1月13日（金）郵送（速達簡易書留）、締切日消印有効

2012年2月7日（火）
2012年1月30日（月）2012年1月31日（火）

【社会人特別選抜】
○小論文○面接
【一般選抜】
○専門科目○面接

【社会人特別選抜】
○小論文○面接
【一般選抜】
○小論文○面接

札幌・東京・大阪

［3名］

看護福祉学部（3年次編入）
●臨床福祉学科
［募集定員 10名］

●看護学科●薬学科
［募集定員 10名］

試験科目

出願資格

【社会人特別選抜】
下記のいずれかに該当する者で卒業後、社
会人として2年以上の職務経験がある者。 
（1）大学を卒業した者
（2）理系短期大学（生物系専攻、化学系専

攻、臨床検査、放射線技術などの2または
3年制課程）を卒業した者

（3）工業系高等専門学校を卒業した者
（4）医薬、環境、化学技術に関連する専修学

校（修業年限2年以上で課程の修了に必
要な総授業時間数1,700時間以上、か
つ高等学校を卒業したもの）を卒業（修
了）した者

（5）上記と同等以上の学力があると本学が認
めた者

注）ただし、（2）、（4）、（5）については出願時
に資格審査（履修科目審査）を行い受験
の可否を決定する。

【一般選抜】
下記のいずれかに該当する者。 
（1）大学を卒業もしくは2012年3月31日まで
に卒業見込みの者

（2）理系大学に2年以上在学し、62単位以
上を修得した者もしくは2012年3月31日
までにこれらの条件を満たす見込みの者

（3）理系短期大学（生物系専攻、化学系専
攻、臨床検査、放射線技術などの2または
3年制課程）を卒業もしくは2012年3月
31日までに卒業見込みの者

（4）工業系高等専門学校を卒業もしくは
2012年3月31日までに卒業見込みの者

（5）医薬、環境、化学技術に関連する専修学
校（修業年限2年以上で課程の修了に必
要な総授業時間数1,700時間以上、か
つ高等学校を卒業したもの）を卒業（修
了）もしくは2012年3月31日までに卒業
（修了）見込みの者

（6）上記と同等以上の学力があると本学が認
めた者

注）ただし、（3）、（5）、（6）については出願時に
資格審査（履修科目審査）を行い受験の
可否を決定する。

【社会人特別選抜】
下記のいずれかに該当する者で、通算して、概ね3年
の実務経験もしくは同等以上の経験がある者。
（1）大学を卒業した者
（2）大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者
（3）社会福祉系短期大学を卒業した者
（4）医療技術系短期大学を卒業した者
（5）保育・心理系短期大学を卒業した者
（6）学校教育法第56条に定める12年の課程を修了
し、かつ下記の専修学校の専門課程（修業年限2
年以上で、かつ課程の修了に必要な総授業時間
数1,700時間以上）を卒業（修了）した者

　  ①社会福祉系専修学校
　  ②医療技術系専修学校
　  ③保健・教育系専修学校
（7）上記と同等以上の学力があると本学が認めた者
注）（4）及び（6）・②の医療技術系……看護、臨床検
査、診療放射線、理学療法、作業療法、臨床工
学、言語聴覚、歯科衛生等の各分野

【一般選抜】
下記のいずれかに該当する者。 
（1）大学を卒業もしくは2012年3月31日までに卒業見

込みの者
（2）大学に2年以上在学し、62単位以上を修得した者
もしくは2012年3月31日までにこれらの条件を満
たす見込みの者

（3）社会福祉系短期大学を卒業もしくは2012年3月
31日までに卒業見込みの者

（4）医療技術系短期大学を卒業もしくは2012年3月
31日までに卒業見込みの者

（5）保育・心理系短期大学を卒業もしくは2012年3月
31日までに卒業見込みの者

（6）学校教育法第56条に定める12年の課程を修了
し、かつ下記の専修学校の専門課程（修業年限2
年以上で、かつ課程の修了に必要な総授業時間
数1,700時間以上）を卒業（修了）もしくは2012年
3月31日までに卒業（修了）見込みの者 

　  ①社会福祉系専修学校
　  ②医療技術系専修学校
　  ③保健・教育系専修学校
（7）上記と同等以上の学力があると本学が認めた者
注）（4）及び（6）・②の医療技術系……看護、臨床検
査、診療放射線、理学療法、作業療法、臨床工
学、言語聴覚、歯科衛生等の各分野

他に指定校特別選抜を行ないます。詳細については
指定校の進路指導室へ募集要項・出願書類を送付
していますので、そちらでご確認ください。

［5名］ ［6名］

［若干名］

【社会人特別選抜】
○英語○面接
【一般選抜】
○英語○基礎科目○面接

※基礎科目：法学・社会学・心理学から
　2科目を選択

【社会人特別選抜】
○英語○面接
【一般選抜】
○英語○小論文○面接

［3名］

心理科学部（3年次編入）
●言語聴覚療法学科
［募集定員 9名］

●臨床心理学科
［募集定員 5名］

【社会人特別選抜】
下記のいずれかに該当する者で、卒業
等の後、概ね3年の社会人経験もしくは
同等以上の経験がある者。 
（1）大学、短期大学、高等専門学校ま
たは専修学校（修業年限2年以上
の専門課程、修了必要総授業時間
数1,700時間以上かつ高等学校を
卒業した者）を卒業（修了）した者

（2）大学に2年以上在学し、62単位以
上を修得した者

【一般選抜】
下記のいずれかに該当する者。 
（1）大学、短期大学、高等専門学校ま
たは専修学校（修業年限2年以上
の専門課程、修了必要総授業時間
数1,700時間以上かつ高等学校を
卒業した者）を卒業（修了）もしくは
2012年3月31日までに卒業（修了）
見込みの者

（2）大学に2年以上在学し、62単位以
上を修得した者もしくは2012年3月
31日までにこれらの条件を満たす見
込みの者

【社会人特別選抜】
下記のいずれかに該当する者で、卒業
等の後、概ね３年以上の社会人経験も
しくは同等以上の経験がある者。 
（1）大学を卒業した者
（2）大学に2年以上在学し、62単位以

上を修得した者
（3）医療技術系短期大学を卒業した

者
（4）学校教育法第56条に定める12年
の課程を修了し、かつ医療技術系
専修学校（修業年限2年以上の専
門課程、修了必要総授業時間数
1,700時間以上）を卒業（修了）し
た者

注）（3）及び（4）の医療技術系…… 看
護、臨床検査、診療放射線、理学
療法、作業療法、臨床工学、言語
聴覚、歯科衛生等の各分野

【一般選抜】
下記のいずれかに該当する者。 
（1）大学を卒業もしくは2012年3月31
日までに卒業見込みの者

（2）大学に2年以上在学し、62単位以
上を修得した者もしくは2012年3月
31日までにこれらの条件を満たす
見込みの者

（3）医療技術系短期大学を卒業もしく
は2012年3月31日までに卒業見
込みの者

（4）学校教育法第56条に定める12年
の課程を修了し、かつ医療技術系
専修学校（修業年限2年以上の専
門課程、修了必要総授業時間数
1,700時間以上）を卒業（修了）も
しくは2012年3月31日までに卒業
（修了）見込みの者
注）（3）及び（4）の医療技術系……看
護、臨床検査、診療放射線、理学
療法、作業療法、臨床工学、言語
聴覚、歯科衛生等の各分野

【社会人特別選抜】
下記に該当する者で卒業後、保
健・医療・福祉領域において通算
して３年以上の実務経験がある
者。

看護系短期大学または看護系専
修学校の専門課程（修業年限2
年以上で、かつ課程の修了に必
要な総授業時間数1,700時間以
上）を卒業（修了）し、看護師免許
を有する者。
注）ただし、看護系専修学校修了
の場合は、高等学校以上を卒
業した者。

【一般選抜】
下記に該当する者。 
看護系短期大学または看護系専
修学校の専門課程（修業年限2
年以上で、かつ課程の修了に必
要な総授業時間数1,700時間以
上）を卒業（修了）もしくは2012年
3月31日までに卒業（修了）見込み
の者で、看護師免許を有する者ま
たは取得見込みの者。
注）ただし、看護系専修学校卒業
（修了）もしくは卒業（修了）見
込みの場合は、高等学校以上
を卒業した者。

【社会人特別選抜】
○小論文
○化学・生物○面接
【一般選抜】
○英語○化学・生物○面接
※化学・生物の出題範囲については本
学ホームページをご覧ください。

歯学部（2年次編入）

［募集定員 若干名］

［若干名］

［若干名］

●歯学科

下記のいずれかに該当する者。 
（1）大学を卒業もしくは2012年3
月31日までに卒業見込みの者

（2）大学に2年以上在学し、62単
位以上を修得した者もしくは
2012年3月31日までにこれら
の条件を満たす見込みの者

（3）理系短期大学（生物系専攻、
化学系専攻、臨床検査、放射
線技術などの2または3年課
程）を卒業もしくは2012年3月
31日までに卒業見込みの者

（4）工業系高等専門学校を卒業
もしくは2012年3月31日までに
卒業見込みの者

（5）医薬、環境、化学技術に関連
する専修学校（修業年限2年
以上で課程の修了に必要な総
授業時間数1,700時間以上、
かつ高等学校を卒業した者）を
卒業 （修了）もしくは2012年3
月31日までに卒業（修了）見込
みの者

（6）上記と同等以上の学力がある
と本学が認めた者

○小論文
○面接


