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山形県最上総合支庁

最上地域から、医療職・介護職を
目指すみなさんを応援します！



はじめに
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医療や介護の体制が充実していることは、

地域住民の皆様が安心して暮らしていくため
にとても重要です。しかし、最上地域では医
師や看護師をはじめとした医療・介護従事者
が不足しているという深刻な状況にあります。
そのため、中学生・高校生の皆さんに医療

や介護に関する仕事を将来の選択肢とし、そ
れを目指していただきたいと思い、本誌を発
行いたしました。
本誌では医療・介護に関連した職業に就く

ための進学先やその際に利用できる修学資金、
最上地域の医療機関や介護施設ではどのよう
な職種の人が働いているのかなど、みなさん
が進路を選ぶにあたって役立つ具体的な情報
を紹介しています。さまざまな相談窓口も掲
載していますので、いつでもお問い合わせく
ださい。
この冊子が一人でも多くの皆さんに役立つ

ことを心から願っております。

令和４年７月
山形県最上総合支庁長 泉 洋之
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【必読！】この冊子について
●本冊子に記載の情報は令和４年７月時点での情報であり、変更になる場合
があります。詳細な情報や最新の情報については、各学校、施設、相談窓
口等のＨＰ、募集要項等をご覧いただくかお問い合わせください。

●【進学先情報】日程等は今後変更になる可能性があります。最新情報につ
いては各校のＨＰ等をご覧ください。

●【最上地域の主な医療・介護施設】採用予定は変更になることがあります。
最新の状況や募集条件等については各医療機関、施設等までお問い合わせ
ください。
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病気の診察・治療

医 師

出産の手伝い
妊婦・赤ちゃんの

保健指導

助 産 師
（看護職）

診察・治療の
手助け

療養上の世話

看 護 師
准看護師

診察・治療に必要な
検査

臨床検査技師

口の病気の
診察・治療

⻭科医師

調剤、服薬指導

薬 剤 師
保健指導

保 健 師
（看護職）

レントゲンやCTの
撮影

診療放射線
技師

口の病気の予防
治療の手助け

⻭科衛⽣⼠

運動などによる
リハビリ

理学療法⼠

手作業による
リハビリ

作業療法⼠

言語の
訓練・検査・指導

言語聴覚⼠

医療機器の操作
・管理

臨床工学技⼠

⼊れ⻭などの作成

⻭科技工⼠

目の矯正訓練
・検査

視能訓練⼠

あん摩マッサージ
指圧師

給食管理
・栄養指導

管理栄養⼠
栄 養 ⼠

診療記録・診療情報
の管理活用

診療情報
管理⼠

心理カウンセリング
など

公認心理師
臨床心理⼠

精神保健・福祉の
指導相談

精神保健
福祉⼠

社会福祉の
指導相談

社会福祉⼠

介護・福祉の
指導相談

介護福祉⼠
などなど・・・

このハンドブックで紹介している以外の職種も含めて、
一人の患者に複数の専門職が連携して、治療やケアにあたります。

※ハンドブック内で進路情報を紹介している職種に下線を引いています。
※各職種の仕事内容は代表的なものをご紹介しています。
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医師になるまでの道のり
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高等学校

医学系大学（６年）

医師国家試験

医師

臨床研修（２年以上）
※大学病院や国の指定を受けた病院で、
患者さんに接して診察治療について研修

【活躍の場】
○病院・診療所…患者さんの診察
○大学などの研究機関…病気の原因や治療法の研究など
○行政（保健所など）…地域に住む人の健康を守るための活動

（その① 医師）

年１回、２月中旬頃

各病院に「臨床研
修医」として採用
され、給与・賞与
（ボーナス）をも
らいながら研修を
行います。

最上地域の医師の先輩に聞く！
「仕事にやりがいを感じるのはどんなときですか？」

コミュニケーションの先に、患者さんの笑顔、患
者さんの安心感が分かったときです。また、通院し
ている患者さんの数値が良くなって、薬もだいぶ減
らすことができ、食事も改善し、運動もできるよう
になりました。この方はまだまだ生きられる、寿命
が延びたというのもうれしいです。あくまで私たち
は、治療させるぞという感じではなく、その方が望
んでいるものを最大限に活かしていきます。
（R1.7月発行 めざせ医療のしごと通信第7号（最上総合支
庁保健企画課発行）より）

小内医院
小内 裕 先⽣

https://youtu.be/-vIp2WSsv6k

医師の仕事について
動画でも紹介しています。最上保健所

鈴⽊恵美⼦所⻑
（小児科医）



【医師】を目指す進学先情報（東北地方）
※2023年度入試情報(未公表の場合2022年度入試実績)※山形県内の学校を赤字で表記しています。
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学校・学部 所在地 定員※１ 試験内容※2

【国】山形大学
医学部医学科

※2022年度⼊試実績

山形県
山形市

一般:前73後15
推薦:25

一般前：【共テ】国,数(Ⅰ・A、Ⅱ・Ｂ),理(2),社,英
【個別】国,数,理(2),外,面接

一般後：【共テ】国,数(2),理(2),社,英【個別】面接
推 薦：【共テ】国,数(2),理(2),社,英【個別】面接

【国】弘前大学
医学部医学科

⻘森県
弘前市

一般:前43
総合:⻘森県内27,
北海道・東北15

一般前：【共テ】国,数(2),理(2),社,英【個別】総合問題,面接
総 合：【共テ】国,数(2),理(2),社,英

【個別】面接,ケーススタディ自学自習

【私】岩手医科
大学医学部

※2022年度⼊試実績

岩手県
矢巾町

一般:78
（地域枠含む）
推薦:40
（地域枠含む）
総合:5以内

一般：【一次】英,数,理(2)【二次】面接
推薦：英,数（Ⅰ,Ⅱ,A）,理(2),面接
総合：英,数（Ⅰ,Ⅱ,A）,理(2),面接

【国】秋田大学
医学部医学科

※2022年度⼊試実績

秋田県
秋田市

一般:前55後24（地
域枠:秋田県4）
推薦:45（一般枠：
20、地域枠:秋田県
20,全国5）

一般前：【共テ】国,数(2),理(2),社,英【個別】数,英,面接
一般後：【共テ】国,数(2),理(2),社,英【個別】小論文,面接
推 薦：【共テ】国,数(2),理(2),社,英【個別】小論文,面接

【国】東北大学
医学部医学科

宮城県
仙台市

一般:前75
AO:Ⅱ期15,Ⅲ期12
特別3

一般前：【共テ】国,数(2),理(2),社,外国語【個別】数,理(2),外国
語,面接
AOⅡ期：出願書類,筆記試験,面接(面接実施前に小作文を課す)
AOⅢ期：出願書類,共テ,筆記試験,面接

【私】東北医科
薬科大学医学部

※2022年度⼊試実績

宮城県
仙台市

一般:修学資金
枠:A方式35,B方式
20,一般枠:40
共テ利用:一般枠5

一般：修学資金枠・一般枠共通
【一次】数,英,理(2)【二次】小論文、面接

共通テスト利用：一般枠のみ
【一次】共テの成績で選抜（国,数(2),理(2),英）
【二次】面接

【公】福島県立
医科大学医学部

※2022年度⼊試実績

福島県
福島市

一般:前75（地域枠
30程度）
推薦:50以内（県内
枠35程度）
総合:5以内
海外教育：若干名

一般前：【共テ】国,数(2),理(2),社,英
【個別】数,英,理(2),面接

推 薦：【共テ】国,数(2),理(2),社,英
【個別】総合問題,面接

総 合：【一次】総合問題、出願書類
【二次】面接

海外教育【個別】総合問題、面接

学校・学部 ⼊学金/授業料※３ 主な修学資金

【国】山形大学医学部 282,000円/535,800円 山形県医師修学資金（地域医療従事医師確保
修学資金）※詳細P33

【国】弘前大学医学部 282,000円/535,800円 弘前大学医師修学資金（主に⻘森県出⾝者が
対象）一般枠は⼊学金、授業料

【私】岩手医科大学医学部 2,000,000円/2,500,000円 岩手県医療局医師奨学資金 月額30万円
※2022年度の実績であり、変更になる場合があります。

【国】秋田大学医学部 282,000円/535,800円 秋田県医学⽣修学資金（地域枠⼊学者が対
象）月額15万円+⼊学料

【国】東北大学医学部 282,000円/535,800円

【私】東北医科薬科大学医学部 1,000,000円/3,000,000円 東北地域医療支援修学資金
6年間1,500万円〜3,000万円

【公】福島県立医科大学医学部 846,000円/535,800円 福島県緊急医師確保修学資金月額15万円+⼊学
料

※１ ⼊試区分につき、一般選抜→「一般」、総合型選抜→「総合」、学校推薦型選抜→「推薦」と表記。
※２ 共通テストの数学の科目はⅠ・Ａ、Ⅱ・Ｂ。個別試験の数学の範囲は、特に記載がない限りⅠ〜Ⅲ、
Ａ、Ｂ。理科については地学以外。 ※３ 授業料は年額。



【医師】を目指す進学先情報（東北地方）
※大学ホームページなどより
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学校名・学部名 学⽣寮など 教材購⼊費など

【国】山形大学医学部医
学科

学⽣寮あり（寄宿料：月額
4,300円〜18,000円、概算光熱
水費：約6,700円〜約7,500円）

初年度納付金 216,050円
（令和３年度）
教材費等別途

【国】弘前大学医学部
学⽣寮あり
※寄宿料、食費（朝・夕２食）
及び光熱水料等で月約34,000円
〜約42,000円

年間約50,000円〜200,000
円

【私】岩手医科大学医学
部

学⽣寮あり(初年度のみ全
寮制)
※年額83万6千円（光熱費・水
道料・食費を含む）

実験実習費500,000円
施設整備費1,000,000円
教育充実費3,000,000円

【国】秋田大学医学部

・学⽣寮あり（寄宿料月額
5,300円〜20,000円、光熱水料
月額約10,000円）
・アパート（月額30,000円〜
40,000円程度）
・下宿（月額45,000円〜
55,000円程度）

※ホームページに記載なし

【国】東北大学医学部

・学⽣寮あり（寄宿料：月額
4,300円、共益費：寮ごとに設
定（ホームページに記載なし）、
光熱水料
・ユニバーシティハウス
（寄宿料：月額21,600円〜
28,000円、共益費：月額1,000
円〜3,100円、光熱水料：実
費）

※ホームページに記載なし

【私】東北医科薬科大学
医学部

・学⽣寮なし（アパート、マ
ンションの紹介は「株式会社学
⽣情報センター」に委託）

施設設備費1,000,000円
教育充実費1,500,000円
教科書代（必修科目：約
32,000円、選択科目：約10,000
円）

【公】福島県立医科大学
医学部

・学⽣寮あり月額49,000円
（朝・夕の食事代、光熱水費、
インターネット使用料を含む）

※ホームページに記載なし

※ 東北大学の「ユニバーシティハウス」は、「国際感覚の研鑽」、「協調性・社
交性の涵養」、「安心・安全な⽣活環境」、「高品質の⽣活環境」をコンセプトと
し、８つの居室と オープンリビングからなる独立したユニット構成の中、日本人
学⽣と留学⽣が混住し、共同⽣活を送っている施設です（⼊居年限：２年以内）。
※学校ホームページから把握できた情報のみ掲載しております。⽣活費等別途必要。
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自治医科大学医学部のご紹介
○全都道府県ごとに選抜された学⽣さんがつどい、地域医療を担う総合臨床

医を養成する大学です。全寮制で、⼊学金や授業料等は必要ありません。
（自治医科大学ホームページより）

学校名・学部名 所在地 定員＊ 試験内容

【私】自治医科大学
医学部

栃⽊県
下野市 100名 【一次】数,理(物・化・⽣より2),英,面接

【二次】数,英,面接

【2023年度学生募集要項より】

※上記金額が修学資金として貸与され、都道府県の指定する公立病院等に医師とし
て勤務し、その勤務期間が貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間に達した場合
は返還 が免除されます。この条件を成就しなかった場合は、一括返還することに
なっています。

山形県枠２〜３名／年

その他、⽣活費として寮費、食
費、電気代などの光熱費等でおお
よそ5〜6万円かかります。これに
交通費、レジャー費などが個人に
よってかかります（大学ホーム
ページより）。

⽣活費の一部を貸与できる「奨
学資金貸与制度（5万円〜15万円/
月）」もあります。

＊2023年度の定員が123名となるよう、関係機関と調整中である。

【修学資金の内訳】
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（その他）学費納入に有利な制度のある大学
○将来、医師である幹部自衛官となる人を養成します。

学校・学部 所在地 定員 試験内容

【国】防衛医科
大学校 医学科

埼玉県
所沢市 約85名 【一次】国（古・漢除く）、数、英、理（2）、小論文

【二次】口述試験、⾝体検査

【2022年度学生募集要項より】

※⼊学金・授業料の納⼊はありません。「特別職国家公務員」という⾝分となり、毎月、学⽣手当
（117,000円、令和4年1月1日現在）と年２回（6月、12月）期末手当が支給されます。

※卒業後は幹部自衛官となり、総合臨床医として必要な知識及び技能を習得するため、初任実務研
修を行った後、部隊などで約２年間勤務することになります。その後、医学の専門分野に関する
知識及び技能を練磨し、２〜４年間の専門研修が行われます。卒業後、勤務年限が９年を満たな
いで離職する場合は、卒業までの経費を償還する必要があります。

①防衛医科大学校医学科

②産業医科大学医学部
○産業医学の振興と優れた産業医の養成を目的として設置された唯一の医学部です。

（産業医とは、事業所において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行
えるよう、専門的立場から指導・助言を行う医師です。）

※学⽣全員に貸与され、卒業後に、貸与を受けた期間の1.5倍の期間、産
業医等として従事すれば、全額返還免除となります。

【2023年度学生募集要項より】

（産業医科大学ホームページより）

このほか、県やお住まいの市町村の修学資金制度を活用できる場合があります。詳しく
は33ページをご覧いただくか、お住まいの市町村にお尋ねください。

学校・学部 所在地 定員 試験内容

【私】産業医科大学
医学部

福岡県
北九州市

一般約80名
推薦25名以内

一般：【共テ】国.数(2),理(1),社,(1)英
【個別】数,英,理(2),面接,小論文

推薦：出願書類,面接,小論文

（注）上記の金額は令和５年度⼊学⽣に対する予定額



⻭科医師になるまでの道のり

9

高等学校

大学の⻭学部（６年）

⻭科医師国家試験

臨床研修医（１年以上）

⻭科医師

【活躍の場】
○病院・診療所…一般診療、口腔外科治療など。
経験を多く積んだ⻭科医師は開業医となる人も多い。
○教育・研究機関、一般企業…大学での学⽣教育、⻭科治
療法、治療材料、病気解明の研究など。
○役所…保健医療行政に携わり、地域住⺠の口の健康の維
持と増進に取り組む。

（その② ⻭科医師）

年１回、２月上旬頃
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学校・学部 所在地 定員※１ 試験内容※2

【国】東北大学
⻭学部

宮城県
仙台市

一般:前37
AO:Ⅱ期6,Ⅲ期10
特別:若干人

一般前：【共テ】国,数(2),理(物・化・⽣から2),社,外国
語

【個別】数,理(物・化・⽣から2),英,面接
AOⅡ期：筆記,面接
AOⅢ期：出願書類,共テ,面接

【私】岩手医科
大学⻭学部
※2022年度⼊試実績

岩手県
矢巾町

一般:前25,後7
共テ:前7,後3
推薦:15

一般：数(Ⅰ・Ⅱ・A),英,理(1),面接
共テ：英(リーディング),(国・数)より１,理(1),面接
推薦：小論文,面接

【私】奥羽大学
⻭学部

福島県
郡山市

一般:
一期20,二期10,三期5
推薦:5
総合:5
同窓特別:
一期3,二期2
特待⽣:
一期20,二期5,三期5

一般：英,(数(Ⅰ・Ⅱ・A),物,化,⽣,から１,面接
推薦・総合・同窓：出願書類,面接,小論文
特待⽣：英,数（Ⅰ・Ⅱ・A）,（物,化,⽣）から１

学校・学部 ⼊学金/授業料※３ その他の経費※４

【国】東北大学⻭学部 282,000円/535,800円 ※ホームページに記載なし

【私】岩手医科大学
⻭学部 600,000円/2,500,000円

施設整備費 年額1,000,000円
教育充実費 2,000,000円
（次年度以降 800,000円）
諸会費 400,000円
（次年度以降 10,000円）

【私】奥羽大学⻭学部 500,000円/3,500,000円

教材費 71,704円
→学年により金額差あり

※６ヵ年分合計で1,999,895円
その他の費用 50,000円
（次年度以降 40,000円）

※３ 授業料は年額です。特待⽣制度等で減免・免除される場合があります。
※４ 学校ホームページから把握できた情報のみ掲載しております。⽣活費等別途必要。

※１ ⼊試区分につき、一般選抜→「一般」、総合型選抜→「総合」、学校推薦型選抜→「推薦」と表記しています。
※２ 科目は一般⼊試の代表例（前期、Ａ日程等）を記載しています。区分により科目が異なる場合もあります。

【⻭科医師】を目指す進学先情報（東北地方）
※2023年度入試情報(未公表の場合2022年度入試)



薬剤師になるまでの道のり
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高等学校

大学の薬学部、薬科大学の薬剤師養成課程

薬剤師国家試験

薬剤師

【活躍の場】
○病院や調剤薬局などの医療施設
○ドラッグストア
○製薬会社、化粧品会社…新薬の研究、開発。
○大学の研究機関
○公務員…国の研究機関、薬の認可を行う厚⽣労働省などで

の仕事もある。麻薬取締官も厚⽣労働省の所属。保健所で
食品衛⽣監視業務などに就くこともできる。

（その③ 薬剤師）

年１回、２月下旬頃

最上地域の薬剤師の先輩に聞く！
「仕事のやりがいはなんですか？」

ほし薬局 社⻑
星 利佳 さん

地域医療は多職種による連携が大切です。薬
剤師の仕事はまさに「アンサング」ですけど、
患者さんの希望を叶えたり、患者さんの笑顔
が生まれるお手伝いができる大切な仕事です。
服薬を支援することで体調が良くなったり、
体調変化に早期に気付いて対応できた時は嬉
しいですね。患者さんご本人や家族から「あ
りがとう」と言ってもらえるのが一番のご褒
美です。



【薬剤師】を目指す進学先情報（東北地方）
※2023年度入試情報(未公表の場合2022年度入試)

12

学校・学部 所在地 定員※1 試験内容※２

【国】東北大学
薬学部

宮城県
仙台市

一般:前56
AO:Ⅲ期24
特別:若干人

一般前：【共テ】国,数(2),理(2),社,外国語
【個別】数,理(2),英

AOⅢ期：出願書類,共テ,面接

【私】東北医科
薬科大学
薬学部薬学科

※2022年度⼊試実績

宮城県
仙台市

一般:前期120,
後期32
推薦:指定校50,
公募75
共テ:前15,中5,
後3

一般前・後：数（Ⅰ・Ⅱ・A・B）,英,理（化）
推薦公募：理（化）,英,面接
共テ：理（化（必須）, （物・⽣）より１の計２,数,
英）

【私】岩手医科
大学薬学部

※2022年度⼊試実績

岩手県
矢巾町

一般:前40,後10
共テ:前7,後3
推薦:20

一般：数、理(1)、面接
共テ：英（リーディング）,数,理(2)
推薦：理(化),面接

【私】奥羽大学
薬学部

福島県
郡山市

一般:
一期25,二期10,
三期3
推薦:25
総合:7
特待⽣:一期20,
二期10

一般：(英,数(Ⅰ・Ⅱ・A))から１,(物,化,⽣)から１,面接
推薦、総合：出願書類,面接
特待⽣：英,数(Ⅰ・Ⅱ・A),(物,化,⽣)から１

学校名・学部名 ⼊学金/授業料※３ その他の経費※４

【国】東北大学薬学部 282,000円/535,800円 ※ホームページに記載なし

【私】東北医科薬科大学
薬学部薬学科 400,000円/1,300,000円

施設設備費 年額525,000円
教科書代（⼊学時） 約40,000円
諸会費（委託徴収）※金額は学年による

【私】岩手医科大学
薬学部 350,000円/1,300,000円

実験実習費 125,000円
（次年度以降 195,000円）
施設整備費 年額400,000円
諸会費 150,000円
（次年次以降20,000円）

【私】奥羽大学 薬学部 200,000円/1,500,000円

教材費 90,410円
→学年により差額あり

※６ヵ年分合計で336,415円
その他諸費用 40,000円
（次年度以降 30,000円）

※１ 一般は前・後期、共通テスト利用など含めた人数です。推薦は指定校推薦も含めた人数です。
2021年度⼊試の⼊試区分につき、一般選抜→「一般」、総合型選抜→「総合」、学校推薦型選抜→
「推薦」と表記しています。
※２ 科目は一般⼊試の代表例（前期、Ａ日程等）を記載しています。⼊試区分により科目が異な
る場合もあります。
※３ 授業料は年額です。特待⽣制度等で減免・免除される場合があります。
※４ 学校ホームページから把握できた情報のみ掲載しております。⽣活費等別途必要。



看護師になるまでの道のり
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高等学校

大学
（看護学系学部）

３年制短大
（看護学科など）

看護師国家試験

【活躍の場】
○病院・診療所・訪問看護サービス 〇高齢者介護施設
○保健所・検診センター…病気の予防がメイン
○保育園・幼稚園…健康管理責任者として病気や怪我の応急処置

（その④ 看護師）

年１回、２月中旬頃

看護学校・養成所
(３年制,４年制)

看護師

高等学校
(看護科)

専攻科（２年制）

最上地域の看護師の先輩に聞く！
「仕事のやりがいを感じる瞬間を教えてください。」

新庄徳洲会病院 看護師
吉田 美咲 さん
（看護部⻑の安食さんと）

元気な方の場合は、歩けたり話せたりするようになって笑顔
で退院する姿を見たときです。終末期の患者さんの場合は、
できるだけ患者さんに苦痛を与えない「緩和ケア」を行いま
す。患者さんが最期を迎えるまでの間、最善のケアを行うこ
とで、ご家族の方に「親身に看護してくれてありがとう。本
人も幸せだったと思う。」と言っていただいたときは、最期
の時を涙しながら、家族の言葉に救われ、看護師になって良
かったと感じます。
（H28.7月発行 めざせ医療のしごと通信第1号（最上総合支庁保健企画課発
行）より。所属は発行当時。 ）

「中高生へのメッセージをお願いします。」
訪問看護は、利用者さんの求めていることはそれぞれ違
いますが、一人一人にしっかり寄り添うことができ、と
てもやりがいを感じます。そして、新庄最上地域は看護
師が少ないです。ぜひ医療職をめざして、新庄最上地域
で働いてほしいです。県外に出て学んでいろんな経験を
してきてからでもいいので、地元に戻って一緒に新庄最
上地域に貢献しましょう。
（R3.3月発行 めざせ医療のしごと通信第10号（最上総合支庁保
健企画課発行）より。所属は発行当時。 ） 訪問看護ステーション あたしんち

⻘柳 紀⼦さん
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学校・学部 所在
地 定員※１ 試験内容※２

【国】山形大学
医学部看護学科

※2022年度⼊試実績

山形
市

一般前35後5
推薦20

一般前:【共テ】国,数(2),理(1〜2),社,英【個別】外,面接
一般後:【共テ】国,数(2),理(1〜2),社,英【個別】面接
推 薦:【共テ】国,数(2),理(1〜2),社,英【個別】面接

【公】山形県立
保健医療大学
看護学科

山形
市

一般:前35
推薦:18
総合:(山形県
内定着枠)10

一般前:【共テ】国,数(1),理(1〜2),社,英【個別】総合問題,面接
推 薦:【共テ】国,数(1),理(1〜2),社,英【個別】小論文,面接
総 合:【共テ】国,数(1),理(1〜2),社,英

【個別】小論文,口頭試問

【看】山形病院
附属看護学校

※2022年度⼊試実績

山形
市

一般:約26
推薦:約10
社会人:約4

一般:英,国（現のみ）,数Ⅰ,面接
推薦、社会人:国,書類審査,面接

【看】山形市立
病院済⽣館高等
看護学院

山形
市 一般: 30 【一次】国（古典除く）,理(2),英,数（Ⅰ・A）

【二次】面接

【看】山形厚⽣
看護学校

山形
市

一般:約30
推薦:約45
社会人:約10

一般:国（古典除く）,数Ⅰ,英,小論文,面接
推薦:国（古典除く）,小論文,面接

【看】三友堂
看護専門学校

米沢
市

一般:
約16〜18

推薦:約20 
社会人:

約4〜6

一般:国（古・漢除く）,数Ⅰ・A,英,小論文,面接
推薦:小論文（国語一般常識）,面接

【看】酒田市立
酒田看護
専門学校

※2022年度⼊試実績

酒田
市

一般:約20
推薦:約10

※３

一般:【一次】国（古・漢除く）,数Ⅰ,英,小論文
【二次】面接

推薦:出願書類、小論文、面接

【看】鶴岡市立
荘内看護
専門学校

鶴岡
市

一般:約20
推薦:若干

一般【1日目】国（古典除く）、数Ⅰ、英ⅠⅡ、小論文
【2日目】面接

推薦:小論文,面接,書類選考

【高】山辺
高等学校看護科

※高校３年
→専攻科２年

山辺
町

40
（看護科） ５教科,調査書,（面接）

学校名・学部名 ⼊学金/授業料※３ その他の経費※４

【国】山形大学医学部
看護学科 282,000円/535,800円 初年度納付金 99,070円（令和２年度）

教材費等別途

※１ ⼊試区分につき、一般選抜→「一般」、総合型選抜→「総合」、学校推薦型選抜→「推薦」と表記してい
ます。
※２ 共通テスト理科は、基礎科目は2、基礎がつかない科目は1
※３ 酒田市立酒田看護専門学校の推薦は、酒田市、遊佐町、庄内町所在の高等学校卒業見込み者、または酒田
市、遊佐町、庄内町、三川町に住所を有する者で、鶴岡市にある高等学校卒業見込み者。

【看護師】を目指す進学先情報（山形県内）
※2023年度入試情報(未公表の場合2022年度入試) ※大学は４年制、看護学校・専門学校は３年制
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学校名・学部名 ⼊学金/授業料※３ その他の経費※４

【公】山形県立保健医療大学
看護学科

282,000円（県内者）
/535,800円

学⽣自治会費 12,000円（４年一括）
教育振興会費 年額20,000円
他教科書代、ユニフォーム代、実習に伴う諸経
費

【専】山形病院附属
看護学校 250,000円/500,000円

教材環境整備費 年額 40,000円
教科書、教材、ユニフォーム、実習に伴う経費
など１年間約160,000円

【専】山形市立病院
済⽣館高等看護学院 100,000円/240,000円 初年度経費 約340,000円

（実習費、教科書代、被服代等）

【専】山形厚⽣看護学校 100,000円/500,000円
施設運営管理費 ⼊学手続時470,000円
施設整備費 年額120,000円
実習費 年額 42,000円
学⽣経費積立金 年額108,000円

【専】三友堂看護専門学校 350,000円/720,000円

施設整備費 年額120,000円
実習費 年額 36,000円
教科書代（今年度実績）３年間で191,895円
ユニフォーム代（今年度実績）３年間で44,055
円

【専】酒田市立酒田看護
専門学校 100,000円/240,000円 教科書代、資料代等、各学年で必要となる経費

３年間で約400,000円

【専】鶴岡市立荘内看護
専門学校 50,000円/240,000円 教科書代、実習用被服費など

３年間で490,000円

【高】山辺高等学校
（看護科） 5,650円/118,800円

諸会費等 年額96,960円
学科別経費 年額39,617円
制服 スカートスタイル約77,000円、スラック
ススタイル約70,000円 ※⻑袖・半袖ワイシャ
ツまたはブラウス２枚として計算
体操着、シューズ等 約17,420円
教科書等 52,832円

※３ 授業料は年額です。特待⽣制度等で減免・免除される場合があります。また、設立⺟体による奨
学金等がある場合があります。詳細は各学校ＨＰ等をご覧ください。
※４ 学校ホームページから把握できた情報のみ掲載しております。⽣活費等別途必要。

どの課程も、卒業すると看護師国家試験受験資格が与えられます。
３年制の看護専門学校、高等学校看護科（専攻科含めて５年制）は、４年制大学よりも早く看護師としての

キャリアを始められます。看護師国家試験に合格し看護師免許を取得した後、更に１年間指定の養成学校に
通うことで、保健師または助産師の国家試験受験資格を得ることができます。

４年制大学では、「一般教養科目」が比較的多くあります。一般的な教養も高め、様々な角度から病院、患
者さん、薬等を見つめ直すことができる、探求心を持った人材を育てることを目標としています。看護師養
成課程と並行して、保健師・助産師の教育課程も受けられるコースを設けている学校もあります。このコー
スで一定の単位を修得すれば、看護師と同時に保健師または助産師の国家試験受験資格も得ることができま
す。



文部科学大臣指定の学校、厚⽣労働大臣指定の理学療法⼠養成施設（３年以上）
※卒業すると受験資格が与えられる

理学療法士になるまでの道のり
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高等学校

大学 短期大学

理学療法⼠国家試験

【活躍の場】
○医療施設 ○教育・研究施設 ○スポーツ分野
○福祉施設…介護老人保健施設、障がい者福祉サービス事業所、

⾝体障がい者福祉センター、児童福祉施設など。
○訪問リハビリテーション 〇訪問看護ステーション

（その⑤ リハビリ職・理学療法⼠）

年１回、２月下旬頃

専門学校など

理学療法⼠

最上地域の理学療法士の先輩に聞く！
「印象的だったことはありますか？」

山形県立新庄病院 理学療法⼠
井上 ひかり さん
※現在は別の病院で勤務

発症間もない患者さんは、体を動かせないストレスから、
「死んだ方がましだ」と言う方もいます。そういった方々
に対しては、「成功体験」という、少しでもその時にでき
ることをしてもらいます。できないことばっかりさせられ
るのもストレスがかかりますからね。こうしてリハビリを
続けて、「昨日できなかったけど、今日できた！」という
ことがあると、私も嬉しいです。（H29.6月発行 めざせ医療
のしごと通信第3号（最上総合支庁保健企画課発行）より。所属は発
行当時。 ）



文部科学大臣指定の学校、厚⽣労働大臣指定の作業療法⼠養成施設（３年以上）
※卒業すると受験資格が与えられる

作業療法士になるまでの道のり

17

高等学校

大学 短期大学

作業療法⼠国家試験

【活躍の場】
○医療施設 ○障がい者支援センター（⾝体障がい、精神障が

い、発達障がい） ○福祉施設 ○訪問リハビリテーション
〇訪問看護ステーション ○教育・行政機関

（その⑤ リハビリ職・作業療法⼠）

年１回、２月下旬頃

専門学校など

作業療法⼠

患者さんが、昨日できなかったことをできるようにな
ることです。具体的には、患者さん本人が「ここまで
できるようになった！」と感じとる姿や、リハビリに
消極的だった患者さんが楽しんでリハビリしている姿
を見ることです。日々変化する様子を見たり、退院し
た後も顔を見せに来てくれたりした時は、「自分がこ
の患者さんに関われて良かった」と思います。
（H28.12月発行 めざせ医療のしごと通信第2号（最上総合支
庁保健企画課発行）より。所属は発行当時。）

最上地域の作業療法士の先輩に聞く！
「仕事にやりがいを感じるのはどんなときですか？」

山形県立新庄病院 作業療法⼠
髙橋 由衣さん
※現在は別の病院で勤務



【理学療法士／作業療法士】を目指す進学先情報（東北地方）
※2023年度入試情報(未公表の場合2022年度入試)※山形県内の学校を赤字で表記しています。

学校名・学部名 所在地 定員※１ 試験内容

【公】山形県立
保健医療大学
理学療法学科/作業療法学科

山形県
山形市

各学科
一般前:12
推薦:8

一般前：【共テ】国,数(2),理(1〜2),社,英
【個別】総合問題,面接

推 薦：【共テ】国,数(2),理(1〜2),社,英
【個別】小論文,面接

【国】弘前大学
医学部保健学科

理学療法学専攻/作業療法学専攻
⻘森県
弘前市

各学科
一般前:12
総合:8

一般：【共テ】国,数(2),理(2),社,英
【個別】(数(Ⅰ・Ⅱ・A・B),英）から1,小論文

総合：【共テ】国,数(2),理(2),社,英
【個別】小論文,面接,出願書類

【公】⻘森県立保健大学
健康科学部理学療法学科

⻘森県
⻘森市

一般:前15,後3
推薦:
県内9,県外3
社会人・学⼠:1

一般前:【共テ】国,数(2),理(物,化,⽣より2),英
【個別】小論文,面接

一般後:【共テ】国,数(2),理(物,化,⽣より2),英
【個別】面接

推 薦：小論文、作文、面接、調査書等

【国】秋田大学
医学部保健学科

理学療法学専攻/作業療法学専攻
※2022年度⼊試実績

秋田県
秋田市

理学
一般前:８,一般後:２
総合:8
作業
一般前:６,一般後３
総合:9

一般前：【共テ】国,数(2),理(1〜3),社(1〜2),英
【個別】英,面接

一般後：【共テ】国,数(2),理(1〜3),社(1〜2),英
【個別】小論文,面接

総 合：【共テ】国,数(2),理(1〜3),社(1〜2),英
【個別】小論文,面接,出願書類

【公】福島県立医科大学
保健科学部
理学療法学科/作業療法学科
※2022年度⼊試実績

福島県
福島市

各学科
一般前：24
推薦：16

一般前(理学):【共テ】国,数(2),理(2),社,英
【個別】総合問題,面接

一般前(作業):【共テ】国,数(2),英及び(①理(2),社
②理,社③理,社(2)④理(2),社(2))※2

【個別】総合問題、面接
推薦：総合問題、面接

【私】東北福祉大学
健康科学部リハビリテーション学科
理学療法学専攻/作業療法学専攻
※受験区分及び試験方法の詳細に

ついては、HP等参照。

宮城県
仙台市

各専攻
一般:21(共テ利用5,スカラ
シップ2) 総合:5
推薦:12(高大連携6,同窓⽣
等2,公募制4）

一般(分割,スカラシップ)：国(古典除く),英,(数※,
化,⽣）より１※数学はⅠ必須,(Ⅱ,A,B）より2問
共テ(前期,後期)：国(近代以降),英,(社,数,理)より
1
総合：【一次】書類,英,⽣物基礎,面接

【二次】レポート,ディスカッション,面接
推薦：書類審査,小論文,面接

【私】東北文化学園大学
医療福祉学部リハビリテーション学科
理学療法学専攻/作業療法学専攻
※受験区分及び試験方法の詳細に

ついては、HP等参照。

宮城県
仙台市

理学
一般:25 総合:約13
共テ:約2 
推薦:一般約21,指定校17
社会人2
作業
一般:10 総合:約10
共テ:若干
推薦:一般約10,指定校10
社会人若干

一般前:国(古・漢除く),英,(数Ⅰ,⽣)より１
後:(国(古・漢除く),英,数Ⅰ)より２

総合(理学):(⼊門塾受講・筆記試験、書類)or
(講義受講・筆記試験、面接)

総合(作業):(⼊門塾受講・プレゼン・GD,書類)or
(レポート,プレゼン,面接,書類)

推薦：小論文、面接、書類
共テ前：国,英,（数・理）より理学1,作業2

後：国,英

【専】山形医療技術
専門学校

山形県
山形市

計40名
一般（Ⅰ〜Ⅲ期）
推薦（公募、自己）
社会人

一般（Ⅰ〜Ⅲ期）：国（古・漢を除く）,（数Ⅰ,
英）より１,面接,調査書等

推薦：面接,調査書等
社会人：書類選考,面接

【短】仙台⻘葉学院短期大
学
リハビリテーション学科
理学療法学専攻/作業療法学
専攻

宮城県
仙台市

理学
一般:Ⅰ期5,Ⅱ期2,Ⅲ期1
推薦:公募15,指定校15
(指定校のうち専門学科枠5)
総合:Ⅰ期25,Ⅱ期5
共テ:Ⅰ期5,Ⅱ期3,Ⅲ期2
作業
一般:Ⅰ期2,Ⅱ期1,Ⅲ期1
推薦:公募5,指定校5
総合:Ⅰ期8,Ⅱ期2
共テ:Ⅰ期2,Ⅱ期1,Ⅲ期1

一般（Ⅰ〜Ⅱ期）：（国（古・漢を除く）,英,
数Ⅰ）より１,面接,調査書

（Ⅲ期）：小論文,面接,調査書
推薦（公募）：小論文,個別面接,調査書
総合：個別面接・口頭試問,調査書
共テ：国（近代以降）,英,（数,社,理）よりいず

れか１※基礎科目は２科目で１科目扱い

18



【理学療法士／作業療法士】を目指す進学先情報（東北地方）
※2023年度入試情報(未公表の場合2022年度入試)※山形県内の学校を赤字で表記しています。
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学校名・学部名 ⼊学金/授業料※３ その他の経費※４

【公】山形県立
保健医療大学

理学療法学科/作業療法
学科

282,000円（県内者）
/535,800円

学⽣自治会費 12,000円（４年一括）
教育振興会費 年額20,000円
他教科書代、ユニフォーム代、実習に伴う諸経費

【国】弘前大学
医学部保健学科
理学療法学専攻/作
業療法学専攻

282,000円/535,800円 教科書代 15,000〜30,000円程度（目安）

【公】⻘森県立保健
大学
健康科学部理学療法
学科

338,400円/535,800円
学外実習負担金 32,000円 後援会費 50,000円(4年分)
同窓会費 10,000円(終⾝会費)
その他実習に伴う交通費、ユニフォーム代、宿泊費等

【国】秋田大学
医学部保健学科
理学療法学専攻/作
業療法学専攻

282,000円/535,800円 ※ホームページに記載なし。

【公】福島県立医科
大学
保健科学部
理学療法学科/作業
療法学科

564,000円/535,800円

後援会費150,000円（うち⼊会金50,000円、4年一括）
学⽣会費7,000円（うち⼊会金1,000円、4年一括）
保健科学部学⽣総合補償制度52,000円程度
（コース例、4年一括）
他テキスト・参考書代、実習経費等

【私】東北福祉大学
健康科学部リハビリ
テーション学科
理学療法学専攻/作
業療法学専攻

100,000円/1,000,000円
施設設備資金 300,000円(２年次以降 年額241,000円)
実験設備資金 250,000円(２年次以降 年額145,000円)
実習費 100,000円(２年次以降 年額300,000円)
教育環境設備費,厚⽣費,後援会費 年額 94,200円

【私】東北文化学園
大学
医療福祉学部リハビリ
テーション学科
理学療法学専攻/作

業療法学専攻

240,000円/1,000,000円
施設設備費 年額400,000円 学友会費 年額10,000円
実験実習費 年額210,000円(２年次以降 年額350,000円)
学⽣保険料 5,300円(4ヵ年分)
同窓会費15,000円（終⾝会費）

【専】山形医療技術
専門学校 300,000円/900,000円 施設費 年300,000円

実習費 年300,000円,他教科書代、教材費等。

【短】仙台⻘葉学院
短期大学リハビリ
テーション学科
理学療法学専攻/作
業療法学専攻

250,000円/1,640,000円

教科書代（2021年度実績）
３年間計 （理）約280,000円,（作）約223,000円

国家試験対策模擬テスト・予想問題集等 約30,000円
実習先への交通費 全実習計 約70,000円
実習用スクラブ（被服代） 約15,000円
予防接種費 約50,000円※抗体検査の結果による
総合補償制度 年4,500円 課外活動費 年30,000円

※１ ⼊試区分につき、一般選抜→「一般」、総合型選抜→「総合」、学校推薦型選抜→「推薦」と表記しています。
※２ 共通テスト理科は地学不可。弘前大学は基礎不可。福島県立医科大学は①〜④のうちどれかを選択。
※３ 授業料は年額です。特待⽣制度等で減免・免除される場合があります。
※４ 学校ホームページから把握できた情報のみ掲載しております。⽣活費等別途必要。



※指定科
目履修

文部科学大臣指定の学校
厚⽣労働大臣指定の言語聴覚⼠養成所

（３年以上）

※指定科目履修
（１、２年以上）

言語聴覚士になるまでの道のり
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高等学校

大学

【活躍の場】
○医療領域…病院、リハビリテーションセンター など
○高齢者福祉・保健領域…特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、

訪問リハビリテーション ほか
○こどもの福祉・療育領域…特別支援学校、小児療育センター、児童発達支

援センター、放課後等デイサービス、幼稚園、保育所 ほか

年１回、２月中旬頃

短期大学 専門学校など

文部科学大臣指定の学校、
厚⽣労働大臣指定の言語聴覚⼠養成所

言語聴覚⼠

大学 短期大学など

（その⑤ リハビリ職・言語聴覚⼠）

大学

さまざまな人との協力が、患者さんの治癒や患者さ
んが望むことにつながったときにやりがいを感じます。
患者さんの訓練には、多職種・他施設・患者さんのご
家族との協力が必要です。言語聴覚士は他の職種より
多くの分野の方々と関わり、それぞれをつなげる役割
がありますが、さまざまな人たちと相談し合って、患
者さんのリハビリがどうやって安全にできるか、退院
した後はどうすると良いかなどを考えています。
（H29.6月発行 めざせ医療のしごと通信第3号（最上総合支庁
保健企画課発行）より。所属は発行当時。 ）

最上地域の言語聴覚士の先輩に聞く！
「仕事のやりがいを教えてください。」

新庄徳洲会病院 言語聴覚⼠
沼澤 明日美 さん
※現在は別の病院で勤務

言語聴覚⼠の国家試験



【言語聴覚士】を目指す進学先情報（東北地方）
※2023年度入試情報(未公表の場合2022年度入試) ※大学は４年制,大学校は３年制。
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学校名・学部名 所在地 定員※１ 試験内容

【私】弘前医療福祉
大学保健学部

医療技術学科
言語聴覚学専攻

⻘森県
弘前市

一般前7、後2
推薦指定校6公募9
総合若干名
共テA日程2B日程2C
日程2

一般：面接,（国（近代以降）,英）より１,（数（Ⅰ・
A）,化基礎,⽣基礎）より１
推薦：小論文,面接,調査書
総合：小論文,面接,出願書類
共テ：英,数（Ⅰ,Ⅰ・A,Ⅱ,Ⅱ・B等より１）.（国,社,
理）より１

【私】東北文化学園
大学医療福祉学部
リハビリテーション学

科言語聴覚学専攻

宮城県
仙台市

一般前10、後若干
総合育成4、自己ア
ピール前4後若干
共テ前2後若干
推薦一般Ⅰ10、Ⅱ若
干
指定校10
社会人若干

一般前期：国（古・漢除く）,英,（数Ⅰ,⽣）より１
後期：（国（古・漢除く）,英,数Ⅰ）より２

総合育成：⼊門塾受講・プレゼン・面接、書類
自己アピール：プレゼン、面接、文書理解力試験
推薦：小論文,面接,書類
共テ前期：国、英、（数・理）より３
後期：国、英

【短】仙台⻘葉学院
短期大学言語聴覚学
科

宮城県
仙台市

推薦：公募8,指定
校5 総合：13
共テ：Ⅰ期2,Ⅱ期
2,Ⅲ期1
一般：Ⅰ期2,Ⅱ期
2,Ⅲ期1

推薦（公募）:小論文,面接,調査書
総合：面接,口頭試問,調査書
共テ：国（近代以降）,英,（数,社,理）より1,面接、調
査書
一般（Ⅰ〜Ⅱ期）：（国（古・漢除く）,英,数Ⅰ）よ
り1,面接,調査書

（Ⅲ期）：小論文,面接,調査書

【専】国際医療看護
福祉大学校

言語聴覚⼠科
福島県
郡山市

一般
推薦 40
総合

一般：書類審査,面接試験,筆記試験
推薦：書類審査,面接試験
総合：書類審査(AO面談あり)

学校名・学部名 ⼊学金/授業料※３ その他の経費※４

【私】弘前医療福祉大学
保健学部 250,000円/870,000円

教育充実費 年額300,000円
実験実習費 年額200,000円
厚⽣費 年額 20,000円
他教科書代、実習着、学外実習等交通費

【私】東北文化学園大学
医療福祉学部 240,000円/1,000,000円

施設設備費 年額400,000円
実験実習費 年額210,000円

(２年次以降 年額350,000円)
学友会費 年額 10,000円
学⽣保険料 5,300円（４ヵ年分）
同窓会費 15,000円（終⾝会費）

【短】仙台⻘葉学院
短期大学言語聴覚学科 250,000円/1,400,000円

教科書・テキスト代 約240,000円（3年計）
実習演習関連交通費,ユニフォーム,靴 約55,000円
総合保障制度,課外活動費 年額34,500円
その他物品等 約150,000円

【専】国際医療看護
福祉大学校

150,000円/1,120,000円
上記授業料より、山形県
から⼊学する一人暮らし
の者は初年度学費より60
万円(20万円×3年分)免除

設備費 年額180,000円
教材・実習費

１年次 323,000円 ２年次 361,000円
３年次 241,000円

※１ ⼊試区分につき、一般選抜→「一般」、総合型選抜→「総合」、学校推薦型選抜→「推薦」と表記しています。
※２ ⼊試区分により科目が異なる場合もあります。
※３ 授業料は年額です。特待⽣制度等で減免・免除される場合があります。
※４ 学校ホームページから把握できた情報のみ掲載しております。⽣活費等別途必要。



養成施設を卒業し都道府県知事に申請

厚⽣労働大臣指定の【栄養⼠】養成施設 文部科学大臣・厚⽣労働大臣
指定の【管理栄養⼠】養成施設

管理栄養士になるまでの道のり
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高等学校

大学
（４年）

管理栄養⼠国家試験

栄養⼠

【活躍の場】
○病院や社会福祉施設 ○学校、企業等の給食施設
○都道府県庁・市町村の保健所、保健センター（公務員）

→ 公務員試験の採用試験を受け採用される必要がある
○保育園・児童養護施設 ○研究機関
○スポーツ、美容施設 ○フリーランス、料理教室主宰

（その⑥ 管理栄養⼠）

年１回、３月上旬頃

短期大学
(３・２年)

専門学校など
(４・３・２年)

実務経験 ４年制卒の場合１年
３年制卒の場合２年 ２年制卒の場合３年 実務経験不要

管理栄養⼠

大学
（４年）

専門学校など
（４年）



【管理栄養士】を目指す進学先情報（東北地方）
※2023年度入試情報(未公表の場合2022年度入試)※山形県内の学校を赤字で表記しています。
※紙幅の都合により、管理栄養士課程の学校のみ掲載しています。
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学校・学部 所在地 定員※１ 試験内容

【公】山形県立
米沢栄養大学
健康栄養学部

山形県
米沢市

一般:前24,後4
推薦:14

一般前:【共テ】国,数,理（物,化,⽣,化・⽣基礎より２),英
【個別】小論文、面接

一般後:【共テ】国,数,理（化,⽣,化・⽣基礎より１),英
【個別】面接

推 薦：適性検査、面接、調査書等
【公】⻘森県立

保健大学
健康科学部栄養学科

⻘森県
⻘森市

一般:前19,後3
推薦:
県内6,県外2

一般前:【共テ】国,数(2),理(物,化,⽣より2),英【個別】小論文,
面接
一般後:【共テ】数(2),理（化,⽣より1),英 【個別】面接
推 薦：小論文、作文、面接、調査書等

【私】柴田学園大学
⽣活創⽣学部
健康栄養学科

⻘森県
弘前市

推薦:20
一般:前8,後2
共テ:前8,後2

推薦:集団面接,個別面接,推薦書・調査書
一般前･後:筆記テ（⽣基礎・化基礎）面接
共テ:①理(物基礎・化基礎・⽣基礎より2),化,⽣より2
②英か数（Ⅰ・A,Ⅱ,Ⅱ・Bのいずれか）より１,③面接

【私】盛岡大学
栄養科学部

岩手県
滝沢市

一般:前23,後2
推薦:40,総合:10
共テ:前3,後2

総合：【一次】書類【二次】プレゼン,面接
推薦：書類,小論文,面接
一般：（化基礎,⽣基礎）より１,英,書類
共テ：英,（国,数,（化基礎,⽣基礎,化,⽣）から1,書類

【私】仙台白百合女⼦
大学
人間学部
健康栄養学科
管理栄養専攻

宮城県
仙台市

一般:A16,B2,C2
推薦:40
共テ:A2,B2,C1
総合(Ⅰ･Ⅱ期･
姉妹校):15

一般A：国（古・漢除く）,英,化・⽣基礎（共テ化,⽣でも可）
B：国（古・漢除く）,英 C：書類,小論文,面接

推 薦：書類,小論文,面接 共 テ：国（近代以降）,英,理(1)
総合ⅠⅡのみ：書類,小論文,プレゼンテーション,面接

【私】東北⽣活文化
大学

家政学科
健康栄養学専攻

宮城県
仙台市

一般:A10,B・C2
推薦:15,総合:10
共テ:A2,B1

一般A:国,（数Ⅰ・A ,化・⽣基礎）より１,調査書
B:（国,数Ⅰ・A,,化・⽣基礎）より１,面接,調査書
C:小論文,面接,調査書

総合:課題作文,面接,調査書・志願理由書 推薦:小論文,面接,調
査書

【私】宮城学院女⼦
大学
⽣活科学部
食品栄養学科

宮城県
仙台市

一般:A30,B4
推薦:35総合:17
共テ:A10,B2,C2

総 合：書類,講義とそれに関する筆記試験,面接
推 薦：書類,小論文,面接
一般A：国（漢除く）,英,化・⽣基礎 B：化・⽣基礎,書類
共 テ：国（近代以降）,英,理（化・⽣基礎,化,⽣）から１

【私】尚絅学院大学
健康栄養学群 健康
栄養学類

宮城県
名取市

一般29,推薦36
総合8
共テ前5後2

一般：書類,英,理（化基礎,⽣基礎）より１,（国（漢除く）,
数Ⅰ・A、理（化基礎,⽣基礎）の選択しなかった１）
総合：書類,面接,授業体験型審査
推薦：書類,面接,基礎学力（英・国・数）
共テ：書類審査，大学共通テストの成績

【私】郡山女⼦大学
家政学部
食物栄養学科

福島県
郡山市

総合:8,推薦:48
一般・共テ:32
社会人・特別
選抜:若干名

総合：出願書類,面接,プレゼン,学力検査(理(化基礎・⽣基礎
より１),数（詳細はHP）)
推薦：出願書類,面接,基礎能力調査
一般：出願書類,国(古典除く),英,理(⽣基礎,化基礎より１)
共テ：調査書,英（リスニング除く）,国(古典除く),数（Ⅰ・
A）,理（基礎科目2科目,化,⽣から1）

※１ ⼊試区分につき、一般選抜→「一般」、総合型選抜→「総合」、学校推薦型選抜
→「推薦」と表記しています。
※２ 試験内容の詳細については各学校募集要項をご覧ください。

学校名 ⼊学金/授業料※３ その他の経費※４

【公】山形県立
米沢栄養大学
健康栄養学部

282,000円(県内者)
/535,800円 諸会費 167,220円（１年次）



【管理栄養士】を目指す進学先情報（東北地方）
※2023年度入試情報(未公表の場合2022年度入試)※山形県内の学校を赤字で表記しています。
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学校名 ⼊学金/授業料※３ その他の経費※４

【公】⻘森県立
保健大学

健康科学部
栄養学科

338,400円
/535,800円

学外実習負担金 6,000円 後援会費 50,000円(4年分)
同窓会費 10,000円(終⾝会費)
その他実習に伴う交通費、ユニフォーム代、宿泊費等

【私】柴田学園大
学
⽣活創⽣学部
健康栄養学科

200,000円
/700,000円

教育充実費：300,000円
管理栄養⼠実験実習費：100,000円
学友会⼊会金：400円
学友会費：3,600円

【私】盛岡大学
栄養科学部

260,000円
/700,000円

施設設備費年額250,000円 学友会費 10,000円
後援会費 12,000円
実験実習費年額 90,000円(2年次以降 年額130,000円)
学⽣教育研究災害傷害保険料 2,650円

【私】仙台白百合女
⼦大学
人間学部
健康栄養学科
管理栄養専攻

240,000円
/740,000円

施設費等 年額250,000円(2年次以降 年額390,000円)
実習費 75,000円(4年計)
諸費 36,800円(4年計)
他、模試受験料等学年により必要

【私】東北⽣活
文化大学家政学

科
健康栄養学専攻

250,000円
/(学納金)1,040,000円

諸会費 64,828円
他、実習等諸費

【私】宮城学院女
⼦大学⽣活科学部
食品栄養学科

240,000円
/(学納金)892,000円

管理栄養⼠臨地実習費 40,000〜50,000円
施設設備資金 206,000円 実習料 17,000円
学友会費 14,700円 その他の納付金（研修費、循環器等検
査料、学⽣災害掛金）9,720円 他、教科書代等

【私】尚絅学院大
学 健康栄養学群
健康栄養学類

240,000円
/760,000円

教育充実費 50,000円 施設設備費 270,000円
学⽣会費等 42,160円
他、その他の納付金（資格課程費、授業等必要経費）

【私】郡山女⼦大
学 家政学部
食物栄養学科

250,000 円
/712,000円

施設充実費 100,000円 教育充実費 200,000 円
家族会⼊会金 2,000 円（初年度） 家族会費 12,000円
学友会⼊会金 1,000 円（初年度） 学友会費 3,000 円
同窓会費 8,000円（3,4年）

※３ 授業料は年額です。特待⽣制度等で減免・免除される場合があります。
※４ 学校ホームページから把握できた情報のみ掲載しております。⽣活費等別途必要。

【栄養⼠】
個人または集団に対して、栄養バランスの取れた献立の作成や調理方法の助言などを行います。健康な食⽣
活を送られるように、栄養面からサポートする”アドバイザー”としての役割などがあります。
【管理栄養⼠】
特に病院で傷病者の療養のために必要な栄養指導、⾝体の状況、栄養状態などに応じた専門的知識や技術を
要する健康の保持増進のための栄養指導を行います。児童・社会・介護福祉施設等の施設における利用者の
⾝体の状況、栄養状態などに応じた、特別の配慮を必要とする給食管理やこれらの施設に対する栄養改善上
必要な指導を行う人です。

一般社団法人全国栄養⼠養成施設協会HPより引用 https://www.eiyo.or.jp/index.html



介護福祉士になるまでの道のり
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高等学校

大学、短期大学
専門学校など

介護福祉⼠国家試験

【活躍の場】
○特別養護老人ホーム○介護老人保健施設○介護付有料老人ホーム
○デイサービスセンター○グループホーム○障がい者支援施設
○訪問介護事業所

（その⑦ 介護福祉⼠）

※１養成施設を卒業していれば、卒業後５年間介護福祉⼠の資格が付与される。
2027年3月（令和8年度）卒業⽣まで対象。

３年以上の
実務経験＋
実務者研修

介護福祉⼠

福祉系
高等学校

〇学校によっては
９ヵ月以上の実務
経験が必要。（県
内高校は該当なし。）

介護福祉⼠養成施設

年１回、筆記試験１月末頃
実技試験３月上旬頃

※介護福祉⼠養成施設を卒業した場合は実技試験免除。

大学、短期大学
専門学校など

地元で学ぶ学生の声（新庄コアカレッジ 介護福祉科）※現在は卒業済

たくさんの専門知識や技術を学んでいます。安心できる支援につながるん
だなと思うと、毎日とてもやりがいを感じ充実しています。

利用者さんから「ありがとう」「今日も来てくれてよ
かった」などと言っていただいたり、ご家族の方からも
「安心して任せられる」などと言っていただいたりする
たびに、やりがいを感じ、また、その言葉すべてが心に
残り活力になります。（介護職就職応援ガイド（最上総合支庁
地域保健福祉課発行）より。所属は発行当時。）

最上地域の介護職員の先輩に聞く！
「実際に介護の仕事をしてみて、やりがいや心に残っていることは？」

特別養護老人ホーム「悠悠」
介護職員 加藤武瑠さん
※介護福祉⼠試験受験予定

福祉系大学、社会福祉⼠
養成施設、保育⼠養成施設など

介護福祉⼠養成施設
（２年以上）※１

※１年以上



学校名・学部名 ⼊学金/授業料※4 その他の経費※5

【私】新庄コアカレッジ
（専門学校） 150,000円/480,000円

施設設備費 120,000円 実習費 150,000円
2年次以降総合計 750,000円
他 教科書代、参考書代、実習着代別途

【私】東北文教大学
短期大学部 280,000円/620,000円

教育充実費 142,000円 施設拡充費 125,000円
実験実習費 110,000円
２年次以降総合計 年額997,000円
他 諸経費別途

【私】羽陽学園短期大学
（専攻科福祉専攻） 250,000円/588,000円 実験実習料 126,000円 維持費 126,000円

合計 1,090,000円 他諸経費別途

【私】大原簿記情報
ビジネス医療福祉
専門学校山形校

120,000円/660,000円
教材費 80,000円 維持費 120,000円
実習・演習費 60,000円
２年次以降総合計 年額920,000円
他 諸経費別途

【公】山辺高等学校
（福祉科） 5,650円/118,800円

諸会費等 年額96,960円
学科別経費 年額39,617円
制服 スカートスタイル約77,000円、スラックススタ
イル約70,000円 ※⻑袖・半袖ワイシャツまたはブラ
ウス２枚として計算
体操着、シューズ等 約17,420円
教科書等 52,832円

【公】鶴岡中央高等学校 5,650円/118,800円 系列別諸経費 年額5，000円 模擬試験代11,800円
他 教科書代等は別途

【介護福祉士】を目指す進学先情報（山形県内）
※2023年度入試情報(未公表の場合2022年度入試)
※大学は４年制、短期大学・短期大学部・専門学校は２年制、専攻科は１年です。
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学校名・学部名 所在地 定員※２ 試験内容※３

【専】新庄コアカレッジ 新庄市
推薦
特待⽣
一般
社会人

一般：書類審査,作文,面接
特待⽣：書類審査,作文,適性,面接
推薦：書類審査,面接
社会人:書類審査・作文・面接

【短】東北文教大学
短期大学部現代福祉学科 山形市

総合
推薦
一般
共テ

総合(A〜C)：面接(事前課題への口頭試問含む),志望理由書
推薦公募：調査書,作文,面接（口頭試問含む）

指定：調査書,面接（グループワーク含む）
一般前：国（古・漢除く）,英

後：国（古・漢除く）
共テ：国（近代以降の文章）,英

【短】羽陽学園短期大学
（専攻科福祉専攻）※１ 天童市 総合 25

一般 10
総合：志望理由書、口頭試問、面接
一般：志望理由書、自己紹介文、口頭試問、面接

【専】大原簿記情報ビジネス
医療福祉専門学校山形校 山形市 35 書類選考、面接

【高】山辺高等学校
（福祉科） 山辺町 40

（福祉科） 5教科、調査書

【高】鶴岡中央高等学校
（総合学科社会福祉系列） 鶴岡市 120

（学科全体）
一般：５教科、調査書
推薦：調査書、作文、面接

※１ 専攻科⼊学には、保育⼠資格が必要です。
※２ ⼊試区分につき、一般選抜→「一般」、総合型選抜→「総合」、学校推薦型選抜→「推薦」と表記し
ています。
※３ 科目は一般⼊試の代表例（前期、Ａ日程等）を記載しています。⼊試区分により科目が異なる場合も
あります。
※４ 授業料は年額です。特待⽣制度等で減免・免除される場合があります。
※５ 学校ホームページから把握できた情報のみ掲載しております。⽣活費等別途必要。
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