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臨床福祉学科
北海道医療大学 看護福祉学部

●薬学部 薬学科　●歯学部 歯学科　●看護福祉学部 看護学科／臨床福祉学科　●心理科学部 臨床心理学科

●リハビリテーション科学部 理学療法学科／作業療法学科／言語聴覚療法学科　●医療技術学部 臨床検査学科

AO方式入試
出願受付中!

を支える
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を支える
生活
希望通りの

を支える
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暮らしやすい

を支える
未来
子どもたちの

を支える
社会
より良い

AO方式入試〔Ⅱ期〕、出願受付中！
AO、推薦、一般、センター試験利用と、入試は合計7回実施。
3月22日までAO方式入試の出願を受付中です。AO方式入試
では学科試験ではなく書類、面接、課題レポートで合否を判定
します。

● 一般前期入試は2日間実施する試験日自由選択制。
● 一般前期入試は、全国12会場にて実施。
● 一般入試・センター試験利用入試は、
　複数の学部学科で併願可能。
   しかも検定料は何学科受験しても同じです。

一般後期
入試

2019年 2/6（水） ～ 2/20（水）

看護福祉学部・心理科学部
リハビリテーション科学部

医療技術学部
薬学部・歯学部

センター
前期A入試

2019年 1/7（月） ～ 1/18（金）
本学による個別試験等は課しません。

センター
前期B入試

2019年 1/21（月） ～ 1/31（木）

本学による個別試験等は課しません。

センター
後期入試

2019年 2/6（水） ～ 2/20（水）

本学による個別試験等は課しません。
2019年  2/21（木）正午

2019年  2/1（金）正午

2019年  2/21（木）正午

出 願 期 間

試 験 日

出 願 期 間
試 験 日

ネット出願締切日

出 願 期 間

試 験 日
ネット出願締切日

出 願 期 間

試 験 日
ネット出願締切日

2019年 2/27（水）
2019年 2/28（木）

（Ⅱ期）
2018年 10/1（月）～12/21（金）
別途通知

出願 期 間
試 験 日

AO方式入試

（Ⅲ期）
2019年 1/7（月）～3/22（金）
別途通知

出願 期 間
試 験 日

AO方式入試

※両日受験も可能です。

一般前期
入試

2019年 1/7（月） ～ 1/24（木）
2019年 1/30（水）
 1/31（木）

出願 期 間
試 験 日

試験日自由選択制

www.hoku-iryo-u.ac.jp北海道石狩郡当別町金沢1757

資料請求・お問い合わせ先 

0120-068-222 （入試広報課）

人材不足が社会問題となっている福祉・介護専門職の人材育
成を図るため、臨床福祉学科を志望する人物・学業成績とも
優れている者を支援します。

医療と福祉の分野において、将来活躍が期待される人間力豊かで
有為な若人たちの進学への希望を経済的側面から支援します。条
件により、授業料の半額免除を継続します。

本学独自の奨学金制度 ※下記のほかにも、本学独自の各種奨学金制度が充実しています。

福祉・介護人材育成奨学生

学納金を390万円減免し、
4年間で総額90万円とします。 

【一般前期・センター前期Ａ・センター前期Ｂ入試において実施】

入学金の全額と、授業料の半額を免除します。
【一般後期・センター後期入試において実施】

（次年度以降は、学業成績が上位1/3以上で、家計の経済的困難が継続すると見込まれる方に対して）

夢つなぎ入試制度

●次年度以降も授業料の半額免除を継続して支援します。

北海道医療大学駅

JR「北海道医療大学」駅直結
当別キャンパスへのアクセスは、札幌駅からJR学園都市線で
一本。所要時間は約40分です。
また、大学名がそのまま駅名になったJR「北海道医療大学」
駅とキャンパスはスカイウェイで直結。雨や雪の日の通学も
安心です。

スカイウェイ

札幌駅からJRで 40約 分
当別キャンパスまで



※髙橋さん、那須さん、吉田さんの取材は2018年、大原さん、川股さんの取材は2016年に行ったものです。

どんな分野でも人を支えられる、ヒューマンケアを学びます。
福祉の専門職は、施設や病院にいるイメージがありますが、本学の卒業生は、一般企業を含む幅広い分野で活躍しています。それは、本学の考える福祉とは、職場や仕事内容を問わず、人を支えるヒューマンケアだからです。

そして、学生のうちから多彩な分野を体験できる学習環境があり、その道へ進むためのサポート体制も整っています。そんな本学の学び方やバラエティ豊かな卒業生を、分野ごとに紹介します。

臨床福祉学科の特色

国家資格に対応した3コース制と、
活躍の場を広げる2つの養成課程。

福祉の枠に
とらわれない学習環境。

2018年3月卒業生は、53.7%が病院や施設の福祉専

門職として就職。公務員、教員、一般企業を進路として選

んだ学生も、約半数いました。また、専門職として2,000人

以上、一般事務系から4,000人以上もの求人が寄せ

られました。

全コースで、社会福祉士の国家試験受験資格を取得可

能。精神保健福祉士、介護福祉士にも対応したコースも

設置しています。また、特別支援学校教諭一種免許など

を取得できる教職課程と、スクールソーシャルワーカー教

育課程も開設しています。

社会福祉士

保健福祉臨床コース

社会福祉士、精神保健福祉士

精神保健福祉コース

社会福祉士、介護福祉士

介護福祉コース

高等学校教諭一種免許状
（公民/福祉）

特別支援学校教諭
一種免許状

教職課程※1

スクールソーシャルワーカー

スクールソーシャルワーカー教育課程※2

公務員、教員、一般企業も約半数。
卒業生はさまざまな分野で活躍。

2,299人
4,411人

111人

公務員・社協

教員

一般企業

病院・診療所

施設相談員等
35.2%

22.2%

13.0%

11.1%

18.5%

■職種等別進路先（2018年3月卒業生） ■求人数（2017年）

医療機関・
相談員

福祉施設相談員・
介護職員等

一般事務・
その他

専門科目全学教育科目 課外活動 本学科卒業生からのメッセージ

自ら将来を切り開くための力を育成す

る特別講座を定期的に実施。医療

ソーシャルワーカーを希望する学生の

ための具体的な指導も行っています。

病院への就職に役立つ独自のサポート。

特別キャリアデザイン講座

医療保険制度や診療報酬制度の知識、

医療専門職と医療ソーシャルワーカーが果

たす役割などを学び、多職種連携に対する

理解も深めます。

本学独自の「全学教育科目」は、各学科の

専門分野以外にも、社会人生活のあらゆ

る場面で役立つ知識や、幅広い視点を身

につけるための科目群です。福祉の枠にと

らわれない学びは、卒業後もつながる一生

の財産になります。

医療ソーシャルワーカーとは。

医療福祉論（3年次）

看護学科、リハビリテーション科学部の学

生との合同科目です。グループワークやディ

スカッションなどを通して、チーム医療、多職

種連携を学びます。

学部学科を越えた合同科目。

多職種連携論（3年次）

地域ボランティア論（1年次）

生命倫理学入門、国際文化比較論、
医療経済学、文化人類学、心理学 など

北海道のボランティア活動の歴史や福祉

政策などを学びます。また、教育委員会など

と連携して、地域社会のさまざまな活動に

参加しています。

教育委員会と連携し現場体験。

その他の科目

当院内の入退院支援センターに所属し、退院される患者さんの生活に必要な

医療・福祉サービスをコーディネートしています。専門職としての基礎ができた

のは、多彩な実習先で多くの方 と々接することができたからだと思っています。

大切なのは、人とのコミュニケーションです。

札幌東徳洲会病院 入退院支援センター 退院支援部
髙橋 愛美さん医療ソーシャルワーカー （2018年卒業）

を支える
医療
安心できる

医
療
分
野

病院、社会福祉施設、行政機関などで

行われる180時間の実習です。病院で

は、医療ソーシャルワーカーの一連の

業務を見学・体験することができます。

患者面接から医師などとの連携も。

ソーシャルワーク応用実習（4年次）

グループワークやロールプレイなどの体験

的プログラムを通して、面接相談から電話

対応まで、さまざまな場面を想定したスキル

を学びます。

対人関係を円滑にするスキル。

コミュニケーション論（2年次）

一般企業を含む各団体の担当者が本

学を訪問し、就職に関する説明・相談

を行っています。また、求人情報などは

就職相談室で気軽に閲覧できます。

全国約390団体の人事担当者が来学。

学内就職相談会

地域の幅広い方 と々接したいという思いから、ドラッグストアの販売担当として

勤務しています。ニーズを把握し、希望に合った商品をご提案することは、福祉

のノウハウそのもの。実習やボランティアでの経験が生かせる職場です。

福祉を学べば、職場を問わず活躍できます。

（株）ツルハ
吉田 美貴さん総合職 （2017年卒業）

を支える
社会
より良い

一
般
企
業

多彩な実習先でヒューマンケアの精

神を磨き、その成果を学内でプレゼン

テーションします。社会人としてのマ

ナーやスキルも身につく実習です。

実習成果を後輩や教員にプレゼン。

ソーシャルワーク実習（3年次）

教職課程では、特別支援学校教諭一種免

許状等が取得可能です。また、問題を抱える

児童・生徒を支援するスクールソーシャル

ワーカーも養成しています。

教育関連の養成課程が充実。

教職課程、スクールソーシャルワーカー教育課程

芸術、音楽、スポーツなど、障がいのあ

る方々が楽しく学んでもらえるような授

業を開講するイベントです。学生が主

体的に企画・運営しています。

知的障がいのある方々を大学に招待。

オープンカレッジ

保護処分を受けた少女たちが自ら課題を解決できるように、更生に向けた教育

を行っています。教職課程を履修していた私に、法務教官という職業を教えてくれ

たのは医療大の先生でした。福祉と教職、両分野の専門性が役立っています。

先生に相談すれば、進む道が明確になります。

紫明女子学院
川股 彩香さん法務教官 （2016年卒業）

を支える
未来
子どもたちの

教
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野

スクールソーシャルワーカーの指導の

もと、実際の現場を見学。子どもや保

護者、教員とのコミュニケーションの

大切さを実感できる貴重な機会です。

学校を訪問し実際の支援場面を体験。

スクール（学校）ソーシャルワーク実習（4年次）

社会福祉に関する、国や地方公共団体、

民間団体の役割を学びます。また、社会福

祉計画の意義や目的、方法も詳しく知るこ

とができます。

行政機関の社会福祉を学ぶ。

福祉行財政・福祉計画論（2年次）

公務員志望の学生が主体となり、勉

強会を開催しています。少人数制のた

め自分のペースで勉強することがで

き、教員もしっかりサポートします。

合格実績もあるプログラム。

公務員試験対策勉強会

町が運営する地域包括支援センターで、その方に必要な保健・医療・福祉の

各種サービスをご提案しています。多職種が連携する現場では、薬や看護に関

する知識も必要ですが、そんなときは他学部の友人にも聞けるので心強いです。

他学部の友人は、卒業後も心強い存在です。

むかわ町役場 地域振興課 健康グループ
那須 智孝さん社会福祉士 （2016年卒業）

を支える
地域
暮らしやすい

公
務
員

福祉施設や病院で行われる実習で

す。福祉サービスを必要とする人の

ニーズの把握を通して、専門職の業務

に対する理解も深めることができます。

地域住民と触れ合いニーズを把握。

ソーシャルワーク基礎実習（2年次）

大原さんが理事長を務める社会福祉

法人ゆうゆうの各施設でも、ボランティ

アを受け入れています。学部学科を問

わず、多くの学生が参加しています。

学生ボランティアが活発に活動中。

社会福祉法人ゆうゆう

福祉の各分野の特性や現状を学び、実際

の現場もいち早く体験。福祉専門職の仕

事内容や自分の将来のことを具体的にイ

メージすることができます。

福祉の現場で将来をイメージ。

ソーシャルワーク入門（1年次）

大学院在籍時にNPO法人を設立。現在は当別町と江別市で16施設を運営

しています。学生時代に障がいのある子どもと触れ合う喜びを知れたから、今

の自分があります。キャンパスの外での経験は、将来必ず生きてくるはずです。

実習やボランティアの経験が、今も生きています。

社会福祉法人 ゆうゆう
大原 裕介さん理事長 （2003年卒業、本学大学院修士課程 2005年修了）

を支える
生活
希望通りの

福
祉
分
野

社会福祉法人ゆうゆうの大原理事長

が授業を担当。地域へ足を運び、高齢

者や障がい者のニーズを調査。その上

で事業を構想する演習を実施します。

ニーズの把握から事業構想まで。

地域共生社会演習Ⅰ・Ⅱ（3・4年次）

社会福祉士 精神保健福祉士 介護福祉士

■国家資格データ

※1 再課程認定申請中。
　　文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の開設時期が変更となる可能性があります。
※2 保健福祉臨床コースのみ履修可能。

52.7%
［全国平均54.6％］

合格率
（2018年新卒）

51.0%
［1997～2018年］

取得率

72.7%
［全国平均76.9％］

100%
［養成施設全国平均88.0％］

73.6%
［2001～2018年］
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