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札幌駅からJRで乗り換えなし。
さらに、キャンパスはJR駅直結です。

当別キャンパスへのアクセスは、JR札幌駅から学
園都市線で一本。所要時間は約40分で、バスな
どその他交通機関に乗り換える必要がありませ
ん。さらに、キャンパスは大学名がそのまま駅名に
なった北海道医療大学駅とスカイウェイで直結。
雨や雪の日の通学も安心です。

JR北海道医療大学駅は2020年5月7日から学園都市線の最終駅に。電車・バス
乗換ターミナルの整備に加え、電車の大幅増便（1日66便へ）も予定されています。

JRが大幅に増便。通学がさらに便利に。

本学独自の奨学金制度が、さらに充実しました。
日本学生支援機構奨学金などの各種奨学金制度に加えて、経済的支援を行う本学独自の制度があります。

とくに、2020年度からは「薬学部特待奨学生」がさらに充実。一人ひとりの学ぶ意欲に応えます。

札幌からJRで

約40分

一般前期入試
2020年 1/6（月）～1/23（木）
2020年 1/30（木）・31（金）

出 願 期 間

試 験 日

AO方式入試
2019年 9/2（月）～9/19（木）
2019年 10/6（日）

出 願 期 間

試験日（2次）

2019年 11/1（金）～11/12（火）
2019年 11/17（日）

出 願 期 間

試 験 日

AO方式、推薦、一般、センター利用と、入試は合計
7回実施。9月2日からは、AO方式入試の出願受
付を開始します。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。また、一
般前期入試の試験会場は北海道内だけではなく、
全国12会場から自由に選択することができます。

AO方式入試から出願スタート! 一般前期入試は全国12会場で実施します。

2020年 1/6（月）～1/17（金）
本学による個別試験などは課しません。

本学による個別試験などは課しません。

本学による個別試験などは課しません。

出願期間

試 験 日

2020年 1/20（月）～1/30（木）
2020年 1/31（金） 正午まで

出願期間

ネット出願

試 験 日

センター
前期A入試

推薦入試
［一般・指定校特別］

センター
前期B入試

2020年 2/10（月）～2/25（火）
2020年 2/26（水） 正午まで

出願期間

ネット出願

試 験 日

センター
後期入試

2020年 2/10（月）～2/25（火）
2020年 2/26（水） 正午まで
2020年 3/4（水）

出 願 期 間

ネット出願試

験 日

一般後期入試

詳しくは学生募集要項をご確認ください。

【北海道外】●青森 ●秋田 ●仙台 ●東京 
●名古屋 ●大阪 ●福岡

【 北海道 】●札幌 ●旭川 ●帯広 ●北見 ●函館

一般前期入試会場

入学金全額と初年度の授業料半額を免除します。次年度以
降は、学業成績が上位1/3以内で、家計の経済的困難が継
続すると見込まれる方に対して、授業料半額の免除を継続し
て支援します。なお、2019年度入試では計35名が支援対象
者となりました。

夢つなぎ入試
 【一般後期・センター後期入試
　において実施】

初年度授業料が

80万円に。
※上記のほかにも各種制度がありますので、詳しくは本学ホームページなどをご覧ください。

薬学部特待奨学生 【一般前期・センター前期A入試において募集】

初年度授業料が

本学と国立大学との差額相当分を減免し、
6年間の学費が約350万円に。（6年間総額で約790万円減免）

入学金全額も免除。

51.78万円に。S特待 A特待

初年度授業料が

授業料の半額を減免し、6年間の学費が
約590万円に。（6年間総額で550万円減免）

80万円に。
将来活躍が期待される人間性豊かな薬剤師をめざす学生を支援
する本学独自の奨学金制度です。2020年度入学生からは、S特待・
A特待の２区分で募集、さらに充実した支援を受けることができます。
給付期間は最短修業年限の6年間とします。2年次以降は、前年の
学業成績が上位1/3以内の場合、継続して奨学金を給付します。

30万円
51.78万円
53.58万円

349.68万円

S特待奨学生

初年度
納入金

入学金

授業料

授業料

授業料

2年次以降

6年間合計

A特待奨学生 一般入学生

30万円
80万円
95万円

585万円

30万円

160万円

190万円

1,140万円

※左記の表は減免額を
差し引いた実際の納
入額です。

※この他に委託徴収金
（後援会等）として、初
年度は年額4.5万円、
2年次以降は年額5万
円が必要です。

アクセス

試験日
自由
選択制

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

薬学部の学費が
国立大学と同水準となる
薬学部特待生を募集します。

薬学部特待奨学生

（国立大学と同水準）
349.68万円S特待

（授業料半額）
585万円A特待

6年間の学費

詳しくは

裏面を
ご覧ください。

授業料が半額となるＡ特待を追加。制度がさらに充実しました。

※入学金は別途かかります。

※ただし、特待奨学生1次選抜合格者は
　別途、適性検査、面接を実施します。

※ただし、特待奨学生1次選抜合格者は
　別途、適性検査、面接を実施します。



保険（調剤）薬局で働くイメージが強い薬剤師ですが、その職域はとても幅広く、

病院、製薬会社、行政機関（公務員）、大学・研究機関をはじめ、多彩な分野で活躍しています。

災害時や救命救急などの特殊な状況下でも、薬剤師の専門性が必要不可欠。

近年はとくに、地域医療や福祉の現場でのニーズが高まっています。

この流れは、超高齢化や医療の高度化によって加速し、チーム医療、多職種連携がさらに重要になります。

北海道医療大学は、時代の変化に即応し、チーム医療、多職種連携から、

在宅医療、災害時医療支援までを多面的に学ぶ、医療系総合大学ならではのカリキュラムを展開。

めざすのは、幅広い視野と高度な専門性を持つ、新しい時代の薬剤師です。

薬剤師の主な活躍の場
●保険（調剤）薬局
●病院・診療所
●製薬企業

●医薬品卸会社
●食品メーカー
●在宅医療

●保健所（地方公務員）
●ドラッグストア
●研究機関

●大学（教員）
●麻薬取締官（公務員）
●刑務所（公務員）

●スポーツチーム
●学校
●化粧品メーカー

●自衛隊（公務員）

など

6学部9学科の医療系総合大学で
チーム医療を学び、多彩な分野で活躍できる薬剤師へ。

言語聴覚士

理学療法士

作業療法士
  音楽療法士※

  公認心理師※

認定心理士

言語聴覚
療法学科
[4年制]

理学療法学科
[4年制]

歯学科
[6年制]

歯学部附属
歯科衛生士専門学校

[3年制]

薬学科
[6年制]

作業療法学科
[4年制]
※選択制

臨床心理学科
[4年制]

※要大学院進学等

医 師

薬剤師

歯科医師

歯科衛生士

社会福祉士
  精神保健福祉士※
  介護福祉士※

臨床福祉学科
[4年制]

看護学科
[4年制]
※選択制

※選択制

看護師
  保健師※

臨床検査技師臨床検査学科
[4年制]

患者さん
チーム医療とは、ひとりの患者さん
のために、医療と福祉のさまざまな
専門職が連携し、あらゆる視点か
ら患者さんのケアにあたることです。

本学は、保健・医療・福祉に携わるさまざまな専門職を養成する、6学部9学科
の医療系総合大学です。そのため、単科の薬科系大学とは違い、学部学科を
越えてチーム医療、多職種連携を学ぶことができます。さらに、在宅医療、災害
医療など、薬剤師の専門性が求められている幅広い分野をカバーする独自カリ
キュラムを展開。さまざまな現場で活躍できる薬剤師をめざします。

チーム医療、多職種連携から、
在宅医療、災害時医療支援まで。
幅広い専門性を身につけます。

医科10科、歯科4科などを設置した北海道医療大学病院と、訪問看護ステーショ
ン、居宅介護支援事業所、在宅歯科診療所などを備えた地域包括ケアセンターを
実習教育に活用。附属医療・福祉施設を持つ、全国でも数少ない薬学部として、
チーム医療、多職種連携を実践的に学ぶ環境を整えています。

地域包括ケアセンター（札幌あいの里キャンパス）北海道医療大学病院（札幌あいの里キャンパス）

2～4年次には「薬学基礎研究」を開講。希望する
教員の研究に参加し、関連するテーマの調査から
発表まで、研究活動の一連の流れを体験します。
研究者としての将来も視野に入れ、本格的な指導
を受けられる本学独自科目。課題を見つける視点や
論理的思考などを学び、研究活動の喜びや新しい
発見の感動も味わうことができます。

教員の研究活動に参加できる独自科目。
研究者をめざす意欲に応えます。

大学病院と在宅医療の拠点を持つ、充実の実習環境。

2019年の国家試験では、道内の私立大学で第1位
の新卒合格率を達成しました（新卒者138名、合格
者125名）。なお、全卒業生の免許取得率は97.0%
（卒業生総数5,907名、免許取得者5,727名）。
高校での未履修科目や苦手科目をフォローする
補正授業や個別指導などのきめ細かい支援も、
高い合格率の基盤となっています。

90.6%
97.0%
［全国平均85.5％］

合格率
（2019年新卒）

取得率

［1978～2019年］

道内私大で第1位の国家試験合格率（新卒）。
手厚い教育体制で学びを支援。

薬剤師

4,447
MR・研究・開発職

人 282人

卒業生の主な就職先（2017～2019年） ［  ］内は人数

北海道内／北海道大学病院［１１］、札幌医科大学附
属病院［４］、市立札幌病院［４］、手稲渓仁会病院［５］、
北海道がんセンター［２］、北海道医療センター［２］、ＪＣ
ＨＯ北海道病院［４］、ＪＣＨＯ札幌北辰病院［３］、北海
道厚生農業協同組合連合会（札幌／旭川／帯広厚
生病院ほか）［１０］、札幌東徳洲会病院［８］、札幌徳洲
会病院［３］、札幌禎心会病院［７］、旭川医科大学病院
［３］、函館中央病院［４］、帯広協会病院［２］、釧路労災
病院［１］、小樽市立病院［２］、北見赤十字病院［３］、苫
小牧市立病院［２］、アインホールディングス［３０］、ツル
ハホールディングス［３０］、日本調剤［２２］、北海道医療
大学大学院（進学）［５］ ほか

北海道外／スギ薬局［２］、ユース［２］、アステラス製薬
［１］、エーザイ［１］、塩野義製薬［１］、中外製薬［１］、ア
ストラゼネカ［１］、日本イーライリリー［１］ ほか

2019年3月卒業生に対して、全国から4,000
人を超える求人が寄せられました。卒業生は、
保険（調剤）薬局や病院をはじめ、製薬企業、
行政（公務員）など多彩な分野へ就職していま
す。また、他学部も含め2万人を超える卒業生
のネットワークは、全国各地に広がっています。
北海道各地の出身者はもちろん、道外出身者
のUターン就職も安心です。

求人数（2019年）

4,000人を超える求人。
卒業生は多彩な分野で活躍中。

多職種連携入門

職種によって異なる視
点やアプローチを理解
すると同時に、一人ひと
りの患者さんに合わせ
て適切な支援方法を考
える力も身につけます。

訪問看護師に同行し、在宅看護の現場
を体験します。

コミュニケーションに必要な手話を学びます。

他学部と合同のグループワークを通して、
チーム医療、多職種連携への理解を深めます。

1年次

医療福祉活動演習
福祉施設や病棟での実習に加えて、訪問看護などの在宅ケアにも同行。救命法や手話も学びます。

2～6年次 看護実践学6年次

フィジカルアセスメント6年次

地域医療学

東日本大震災の際に災
害時医療支援薬剤師とし
て重要な役割を果たした
本学教員から、実体験に
基づいた具体的な支援
法を学ぶことができます。

地域医療や災害医療をはじめ、
多職種連携の現場で求められる薬剤師の役割を学びます。

4年次

災害時の医療現場で必要となる救命法
を身につけます。

具体的な看護実践法を学び、
看護師との連携の重要性に
ついて理解を深めます。

医師や看護師などが行う視
診、触診、聴診などの基本技
術を学びます。


