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建学の精神

『医療人育成機関の使命は、教育と研究であり、またこれらは医療の実践に活かすことで達成される』
大阪医科大学の前身となる大阪高等医学専門学校は、旧財団法人大阪高等医学専門学校を設立した吉津度（よし
づわたる）の唱える「医育機関の使命は医学教育と医学研究であり、またその研究は実地の医療に活かすことで完
成する。」との理念の下、卒業生が医人として「救世仁術」の域に達することを念じて、昭和２年に開設され、昭
和27年には大阪医科大学となり、現在に至っています。大阪医科大学では、吉津度の唱えた『医育機関の使命は
医学教育と医学研究であり、またその研究は実地の医療に活かすことで完成する。』を建学の精神としています。
大阪薬科大学の前身となる大阪道修薬学校は、薬業界の創始期にあった明治37年に、薬種商、売薬業者、製薬
業者の社員に広く薬学学修の機会を与えるという使命を担って建学されました。その後我が国最初の女子薬専とな
る帝国女子薬学専門学校へと引き継がれ、昭和25年には男女共学の大阪薬科大学となり現在に至っています。こ
うした歴史と伝統を受け継ぎ大阪薬科大学は、『自助自立した精神を涵養し、深く薬学の知識を授けることにより、
豊かな人間性を備えた薬剤師・薬学人を養成し、もって人類の福祉と文化の向上に寄与する』ことを建学の精神と
しています。
大阪医科薬科大学の設立に当たっては、この双方の建学の精神を受け継ぎながら、『医療人育成機関の使命は、
教育と研究であり、またこれらは医療の実践に活かすことで達成される』を建学の精神と定め、医薬看を持つ医療
系総合大学として、広く医療人の育成を使命とすることとし、教育と研究双方の実践、臨床現場における実務教育
の充実、多職種連携教育の強化を目指すこととしています。

入学定員

学　部 学　科 入学定員

薬学部 薬学科 294名

募集人員

学校推薦型選抜 公募制推薦入学試験 90名

一般選抜

一般入学試験Ａ 100名

一般入学試験Ｂ 50名

大学入学共通テスト利用入学試験（前期） 10名

大学入学共通テスト利用入学試験（後期） 4名

その他 帰国生徒特別選抜入学試験 若干名
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薬学部　薬学科入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）

薬学部薬学科では、医療人としての自覚と高い倫理観をもち、薬学の基礎的、応用的、実践的知識や技能を修得
することに加え、人に対する思いやりと豊かな人間性を備え社会に貢献できる質の高い薬剤師を養成するため、次
のような学生を求めています。

●求める学生像
１．薬の専門家として社会に貢献する意思をもち、そのための努力を継続できる人
２．薬学を学ぶために必要な基礎学力と語学力に加え、論理的思考力と応用力をもつ人
３．将来の医療人としての自覚をもち、人に対する思いやりの心と協調性・倫理性をもつ人
４．薬剤師として必要な知識・技能・態度を修得し、高いコミュニケーション能力を身に付けることができる人
５．豊かな人間性を自らに育む意思をもち、患者・生活者の立場に立って医療に取り組むことができる人
６．薬学・医療の進歩と改善に関心をもち、課題を見出して解決する能力を涵養できる人

●大学入学までに身につけておくべき教科・科目等
薬学は化学、生物、物理などに基礎をおく総合科学であると同時に、医療、衛生、環境問題を通して人間の生命
や社会と深く関わるため、人文社会科学的側面も強く合わせもつ領域です。大学入学までに確実に修得しておくこ
とが不可欠な教科・科目は入試科目として評価します。
　理　科：化学、生物、物理について、科学的知識とそれに基づいた思考力・応用力
　数　学：数学的・論理的に思考し表現する能力
　外国語：英語についての読解力・表現力と、英語による基礎的なコミュニケーション能力
また、入試科目に含まれない国語、社会、数学Ⅲについても、高等学校卒業相当の基礎的な学力を保持している
ことが望まれます。

●入学者選抜の基本方針
１．学校推薦型選抜
（1）�指定校制推薦入学試験� �

薬学を学ぼうとする意欲、コミュニケーション能力および基礎学力について、調査書や志望理由書等の提
出書類を参考に、面接試験と学力確認試験（化学）により評価・判定を行い、入学者を選抜します。

（2）�公募制推薦入学試験（併願可）� �
活動実績報告書等の提出書類を参考に、調査書（全体の学習成績の状況）と理科（化学または生物）、数学
（数学Ⅲを除く）、英語の学力試験により基礎学力の評価・判定を行い、入学者を選抜します。

２．一般選抜
（1）�一般入学試験Ａ� �

理科（化学または生物）、数学（数学Ⅲを除く）、英語の学力試験により基礎学力の評価・判定を行い、入
学者を選抜します。一般入試Ａでは、理科に秀でた学生を選抜するために、その配点を高くしています。

（2）�一般入学試験Ｂ� �
理科（化学）、英語に加え、数学（数学Ⅲを除く）または理科（生物）の学力試験により基礎学力の評価・
判定を行い、入学者を選抜します。

（3）�大学入学共通テスト利用入学試験� �
大学入学共通テストにより、理科（化学）、数学（数学Ⅰ・数学Ａ、数学Ⅱ・数学Ｂ）、英語の基礎学力の
評価・判定を行い、入学者を選抜します。

３．その他
（1）�帰国生徒特別選抜入学試験� �

志望理由書等の提出書類を参考に、面接と理科（化学または生物）、数学（数学Ⅲを除く）、英語の学力試
験により基礎学力の評価・判定を行い、入学者を選抜します。
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令和５（2023）年度　入学試験一覧

公募制推薦入学試験

出願期間 2022年11月１日（火）～11月11日（金）

試験日 2022年11月20日（日）

合格発表日 2022年12月１日（木）

入学手続締切日
１次（入学金）� 2022年12月12日（月）
２次（前期分学費等・書類）� 2022年12月23日（金）

一般入学試験Ａ

出願期間 2023年１月６日（金）～１月24日（火）

試験日 2023年２月１日（水）

合格発表日 2023年２月7日（火）

入学手続締切日
１次（入学金）� 2023年２月15日（水）
２次（前期分学費等・書類）� 2023年３月15日（水）

一般入学試験Ｂ

出願期間 2023年１月６日（金）～２月３日（金）

試験日 2023年２月9日（木）

合格発表日 2023年２月16日（木）

入学手続締切日
１次（入学金）� 2023年２月24日（金）
２次（前期分学費等・書類）� 2023年３月15日（水）

大学入学共通テスト利用�
入学試験（前期）

出願期間 2023年１月６日（金）～１月17日（火）

試験日 2023年１月14日（土）・１月15日（日）

合格発表日 2023年２月16日（木）

入学手続締切日
１次（入学金）� 2023年２月24日（金）
２次（前期分学費等・書類）� 2023年３月15日（水）

大学入学共通テスト利用�
入学試験（後期）

出願期間 2023年２月20日（月）～３月１日（水）

試験日 2023年１月14日（土）・１月15日（日）

合格発表日 2023年３月9日（木）

入学手続締切日 2023年３月15日（水）（入学金・前期分学費等・書類）

帰国生徒特別選抜入学試験

出願期間 2022年11月１日（火）～11月11日（金）

試験日 2022年11月20日（日）

合格発表日 2022年12月１日（木）

入学手続締切日 2022年12月23日（金）（入学金・前期分学費等・書類）



― 4 ―

Web出願による出願手続きについて

Web 出願手続きは、締切までにWeb 出願での出願登録、入学検定料等支払い、必要書類の郵送を行うことによ
り完了します。
Web 出願システムにおける出願手順は以下のとおりです。不備があった場合は出願を受理できませんので、十
分に注意してください。

１．出願手順について

（１）事前準備
　①インターネットに接続されたパソコン等の準備
　　学校や図書館など、自宅以外のパソコンからでも出願は可能です。
　②プリンターの準備
　　Web 出願登録後、出願確認票や宛名ラベル等の印刷に必要です。
　　学校のプリンターやコンビニエンスストアのプリントサービス等を利用しても構いません。
　　（使用方法は機器設置場所にて管理者にご確認ください）
　③必要書類の準備
　　推薦書や調査書等、発行に時間を要するものがありますので、早めにご準備ください。
　　�入試種別によって必要な書類は異なる場合がありますので、各入試種別のページをご確認ください。出願写
真は、スマートフォンやデジタルカメラ等で事前に撮影し、準備してください。なお、出願写真は入学後の
学生証写真としても卒業時まで使用します（高等学校の学生服で撮影されたものは使用できません）。登録
後の写真変更はできません。

　④角形２号（角２）封筒の準備（寸法：240mm×332mm）
　　出願に必要な書類を郵送するために使用します。市販の角２封筒をご準備ください。

（２）Web 出願のサイトにアクセス
大阪医科薬科大学の受験生サイト（https://www.ompu.ac.jp/admission/undergraduate/pharm.html）
にアクセスし、「Web 出願」バナーをクリックするとサイトが開きます。

（３）出願登録
画面の案内に従って、出願する学部学科、試験場等の情報と、志願者個人情報を入力し、出願写真をアップロー
ドしてください。
登録内容については確認画面がありますので、必ずご確認ください。内容に誤りがあれば、戻るボタンを押し
て修正してください。

（４）アンケートの入力（任意）
簡単なアンケートにご協力（任意）をお願いします。
入力しない場合はそのまま次へボタンを押して、出願登録を進めることができます。

（５）入学検定料等の支払い方法を選択
画面の案内に従って、入学検定料等の支払い方法を選択してください。
支払い方法は以下の方法が選択できます。
　・クレジットカードでの支払い
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　・コンビニエンスストア、金融機関 ATM　【Pay-easy（ペイジー）】、ネットバンキングでの支払い
なお、必要な金額は以下のとおりです。
　①入学検定料� 35,000円�（大学入学共通テスト利用入試は20,000円）
　②受験票等送付料� 323円�（速達郵便、入試種別毎に必要となります）
　③払込手数料� 1,330円�（１回の出願登録につき必要となります）
　　※�出願手続が完了した（受験票が発行された）後は、理由の如何を問わず、納入済の入学検定料等は返還

しませんのでご注意ください。

（６）宛名ラベル、出願確認票を印刷
　宛名ラベル、出願確認票を、出願登録完了画面からダウンロードし、印刷します。

（7）必要書類の郵送
　用意した角形２号封筒に宛名ラベルをしっかりと貼り付けてください。
　封筒には、出願確認票や調査書等の必要書類を漏れなく封入してください。
　必ず、書留速達郵便で郵送してください。

２．入学検定料等の支払い方法について
（１）クレジットカードでの支払い
　下記のクレジットカードよりお支払いが可能です。

　　

　�クレジットカードに記載のある情報を入力する必要がありますので、お手元に予め使用するクレジットカード
をご準備ください。
　支払い方法は「一括払い」のみとなります。カードの名義人は、志願者本人でなくても構いません。

（２）コンビニエンスストアでの支払い
　下記のコンビニエンスストアよりお支払いが可能です。
　※現金のみの取扱いとなります。支払金額の上限は30万円です。

　　

（３）金融機関 ATM　【Pay-easy（ペイジー）】
　下記の他に Pay-easy 対応の金融機関をご利用いただけます。
　　※現金での支払金額の上限は10万円です。10万円を超える支払いはキャッシュカードが必要です。

　　

（４）ネットバンキング
　主要メガバンクをはじめ、全国1,000行以上のネットバンキングをご利用いただけます。
　�ネットバンキングによるお支払いは、登録完了時に表示されるボタン（検定料のお支払いサイト）経由からの
み行うことができ、その他サービスからはご利用いただけません。
　　※ご利用には、ネットバンキングの利用契約が必要です。

　 

※クレジットカード以外の検定料の支払い方法は、
　（https://www.paygent.co.jp/payment_service/way_to_pay/）よりご確認ください。 
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共通注意事項

 出願上の注意
（１）出願はすべてWeb 出願となります。
（２）公募制推薦入学試験は、併願可能です。
（３）�一般入学試験 A及び一般入学試験 Bに出願した場合、必ず受験票に記載の試験場を確認のうえ、受験し

てください。
（４）�「一般入学試験 A」、「一般入学試験 B」「大学入学共通テスト利用入学試験（前期）」のうち、複数受験す

る際はまとめて同時に出願することができます。同時に出願登録をし、整理番号が1つの場合、調査書
の提出は1通で構いません。ただし、出願書類の提出は最も締切日の早い入学試験の締め切りとなりま
すのでご注意ください。

（５）�調査書の記載に際し、高等学校を2023年３月卒業見込みの場合、備考欄に２学期制・３学期制の区別並
びに評定時期を記入するように高等学校に依頼してください。［推薦入試のみ］

（６）�出身高等学校等への入学試験の結果通知は、受験者本人が出身高等学校等への通知を同意した場合のみ、
高等学校の求めに応じ、進路指導の目的に限定して通知します。なお、通知することに同意しない場合は、
Web 出願個人情報入力画面の「高等学校等への結果通知」欄の「同意しない」にチェックしてください。

　　 �なお、公募制推薦入学試験は学校長の推薦による入学試験のため、出身高等学校等への入学試験の結果
を通知しますので、「同意する」にチェックしてください。

（7）�受験生本人に対する成績開示は、公募制推薦入試、一般入試 A、一般入試 Bの不合格者に限り、本人の
請求にもとづき開示します。

　　 受付期間　2023年５月８日（月）～５月31日（水）消印有効
　　 請求の際は受験票が必要です。
　　 請求方法は2023年４月下旬に本学のホームページをご覧ください。
（８）�出願時の住所が変更となった場合は、郵便はがきに受験番号、氏名（フリガナ）、郵便番号、住所、電話

番号、変更日を明記して必ず入試・広報課へ連絡してください。
　　 なお、寮・下宿等の住所から保護者の住所へ変更した場合も同様の手続きをしてください。

 受験上の注意
■　試験当日の入構時間
（１）大阪医科薬科大学　阿武山キャンパス試験場の開門時刻は8:00です。
（２）学外試験場の開門時刻は9:30です。
（３）受験票を忘れた方は、本学係員に申し出てください。

■　試験室
試験室は試験当日、各試験場において掲示等によりお知らせします。

■　試験室における注意
（１）受験票は、試験時間中必ず机上に置いてください。
（２）第１時間目の試験開始20分前までに入室し、定められた席についてください。
（３）各科目とも試験開始後30分を経過すれば、原則として試験室へ入室できません。
（４）各科目とも試験時間終了までは、退室できません。
（５）解答用紙への記入は、全て鉛筆（シャープペンシル可）書きとします。
（６）�試験中、机上に置いて良いものは、受験票のほか、鉛筆（シャープペンシル）、プラスチック製消しゴ�

ム、鉛筆削り（電動式・ナイフ類を除く）、時計、眼鏡です。
（7）�時計は計時機能だけのものとし、電卓機能等付加機能付きの時計及びキッチンタイマー、大型のものは

認められません。
　　 また「時計のアラーム」を使用してはいけません。
（８）�スマートフォン、スマートウォッチ、携帯電話等の通信機器類（判別しづらいものを含む）は、試験室

に入る前に電源を切ってカバン等に入れておいてください。
（9）その他、試験中は監督の指示に従ってください。
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［受験生へのお願い］

■新型コロナウイルス感染症等への対応について

（1）当日は受験者が必ず検温をし、発熱（37.5度以上）がないことを確認のうえ、試験会場に来場してく
ださい。
� 発熱・咳等の症状がある受験者は予め医療機関での受診を行ってください。
（2）新型コロナウイルスに罹患し、試験日までに治癒したと診断されていない受験者や試験日直前に濃厚
接触者に該当するとされた受験者、発熱・咳等の症状があり試験当日の検温で37.5度以上の熱がある受
験者は受験することができませんので予めご了承ください。

（3）マスクを必ず持参し、試験場内では昼食時、監督者からの指示があった場合を除き、試験場では常に
着用してください。

（4）�試験室には手指消毒用アルコール等を設置していますので入退室の際等には手指消毒をしてください。
（5）試験室は換気のため窓の開放等を行いますので、上着など暖かい服装を持参してください。
（6）昼食は予め持参し、自席で食事をとってください。
（7）試験会場によって、入退出等の指示をする場合があります。必ず監督者等の指示に従ってください。
（8）保護者等付き添いの方の控室は設けていません。予めご了承ください。
（9）その他、今後変更の際は、本学ホームページにてお知らせいたします。

試験日当日の緊急連絡先
　　大阪医科薬科大学　入試・広報課　　（072)690-1019（直通）

■学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症に関する注意事項

試験当日、学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症にり患し治癒していないものは、他の受
験者や監督者等への感染の恐れがありますので、原則として受験をご遠慮願います。ただし、病状により学
校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません。

 不正行為について
以下の不正行為を行った場合は、その場で受験の中止と退出を指示します。また、受験した全ての成績が無効
となります。不正行為の悪質性によっては、警察に被害届を提出することがあります。
（１）カンニングをすること。また、他の受験者のカンニングを手助けすること。
（２）試験開始の合図の前に、問題冊子を開くこと。
（３）試験終了の合図の後に、解答を続けること。
（４）�試験時間中および面接待機中に、携帯電話、スマートフォン、携帯音楽プレイヤー、腕時計型端末等の

電子機器類を身につけていること。
（５）試験時間中に使用が認められているもの以外を机の上に置いたり、身につけたりしていること。
（６）試験会場において、故意に他の受験者の迷惑となる行為をすること。
（7）�その他不正が疑われる行為を行い、監督者や面接委員から注意を受けたにも関わらず、同様の行為を続

けること。

 合格者発表
（１）合格者の受験番号を本学掲示場に発表します。
（２）�掲示場に合格者を発表後、受験者全員に合否を文書で通知します（発表日時に文書が届くということで

はありません）。ただし、１教科・科目でも受験しなかった場合は欠席扱いとなり、合否を通知しませ
ん。

（３）電話等による合否の問い合わせには、一切応じません。
（４）�受験者への便宜をはかり、掲示場に合格者を発表後、本学ホームページに「合格者受験番号一覧」を掲

載します。「合格者受験番号一覧」は PDF 形式のファイルで掲載する予定です。
・ホームページに掲載する「合格者受験番号一覧」は、情報提供サービスの一環として行うものです。
・「合格者受験番号一覧」掲載直後は、回線が大変混み合い、接続に時間がかかることがありますので、
予めご了承ください。
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・ホームページの保守・点検については、細心の注意を払っています。しかし、悪意のある侵入者によ
る書き換えといった被害を完全に防ぐことはできません。万が一、ここに掲載する合格者受験番号と
受験者への通知した内容が異なる場合は、通知による内容を正しいものとします。
・合格発表時刻前にホームページにアクセスし、発表時刻になっても、画面に出てこないとの問い合わ
せが多くあります。ご覧になっているパソコンの画面の更新を行わないと、自動的に合格発表画面が
出ることはありませんので、お持ちのパソコンの使い方に注意してください。パソコンの使い方は本
学ではご案内できません。
・予期しない事態が発生した場合は、やむを得ず、ホームページへの掲載を中断することがあります。

合格者発表は、本学掲示場と文書による通知、本学ホームページ上での「合格者受験番号一覧」掲示以
外は行っておりません。
試験場周辺で合否連絡等を口実に、個人情報を記入させたり、その場で連絡料等と称して金銭を支払わ
せたりするような事例や、大学の名前をかたり入学金や授業料等を振り込ませる「振り込め詐欺」等には
十分ご注意ください。
また、入学金や授業料等の振込みには、合格通知書に同封する専用の振込用紙が必要です。したがって、
本学から電話やメールで現金の振込みをお願いすることは一切ありませんので、ご注意ください。

 入学手続
合格者には、合格通知と入学手続関係書類を送付します。入学手続期限までに、所定の手続き（納付金の納入
及び合格通知書に同封されている書類の提出）を完了してください。
入学手続きを完了された方には、入学手続期間終了後、一括して入学許可書を送付します。

（１）納付金の納入期限

入試方式
納付金の納入期限

入学金　400,000円 前期分学費等　932,500円

公募制推薦入学試験 2022年12月12日（月） 2022年12月23日（金）

帰国生徒特別選抜入学試験 2022年12月23日（金）

一般入学試験 A 2023年２月15日（水） 2023年３月15日（水）

一般入学試験 B 2023年２月24日（金） 2023年３月15日（水）

大学入学共通テスト利用入学試験（前期） 2023年２月24日（金） 2023年３月15日（水）

大学入学共通テスト利用入学試験（後期） 2023年３月15日（水）

（２）入学手続書類の提出期限

入試方式 提出期限　締切日消印有効

公募制推薦入学試験
2022年12月23日（金）

帰国生徒特別選抜入学試験

一般入学試験 A

2023年３月15日（水）
一般入学試験 B

大学入学共通テスト利用入学試験（前期）

大学入学共通テスト利用入学試験（後期）

（３）入学手続上の注意
　　 納入期限を過ぎても納付金を納入しない方の入学は許可されません。
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学　納　金

薬学部薬学科（6年制）学納金

区分
初年度 ２年次以降

前期 後期 年額計 前期 後期 年額計

入学金 400,000円 　　　 400,000円 　　　 　　　 　　　

学費
授業料 600,000円 600,000円 1,200,000円 600,000円 600,000円 1,200,000円

施設・設備費 300,000円 300,000円 600,000円 300,000円 300,000円 600,000円

計 1,300,000円 900,000円 2,200,000円 900,000円 900,000円 1,800,000円

※病院・薬局実務実習の費用は大学が負担します。
※上記の他に、次の諸会費（代理徴収）が必要です。
　薬学部学友会（学生自治会）入会金1,000円（初年度）・薬学部学友会費5,000円（年額）、薬学部 PA会費（父母会）18,000円（年額）
　薬学部同窓会入会金20,000円（初年度）・薬学部同窓会費（10年分）20,000円（６年次後期）

■　高等教育の修学支援新制度について
本学は高等教育の修学支援新制度の対象校です。本制度の利用者は、合格発表後速やかにお電話にてご一報く
ださい。所定の手続きにより授業料など（授業料以外の納入金を含む）の納入期限を入学後まで猶予すること
があります。
なお、入学金については所定の入学手続締切日までに納入いただく必要がありますのでご留意ください。

■　入学辞退
前記の入学手続を完了した方（全ての入学手続時納入金を納めた方）が本学への入学を辞退する場合は、予め
入試・広報課に入学辞退の旨を電話により申し出後、「入学辞退届」（本学指定用紙）を入手し、必要事項を記
入のうえ、次の入学辞退届出期限までに郵送してください。入学辞退届出期限までに入学辞退の届出を完了し
た場合に限り、入学金を除いた前期分学費等を返還します。
詳細については、合格通知書送付の際に同封する「入学手続について」にてお知らせします。
なお、帰国生徒特別選抜入学試験は、専願制です。原則として入学を辞退することはできません。

【入学辞退届出期限】2023年3月31日（金）17:00必着

〈お願い〉
入学辞退手続きに関する期日等につきましては、事務上の都合により、できる限り、2023年３月22日（水）
までに入試・広報課（072）690-1019へお電話にてご連絡いただきますようお願いいたします。

 試験場案内
試験場は、受験番号により分けられています。受験に際し、受験番号を確認のうえ、試験場の間違いがないよ
う注意してください。
（１）�学外試験場での受験は受付完了順です。受付完了順とは、出願手続き（出願の登録、検定料の振込み、

出願書類）が全て完了したことを意味し、出願の入力順ではありません。収容人員を超えた場合は、「大
阪医科薬科大学　阿武山キャンパス」試験場を割り当てます（公募制推薦入試、一般入学試験 A及び B）。

（２）�試験前日の試験室の下見は禁止します。学外試験場は、試験当日まで試験場（館内）に立ち入ることは
できません。

（３）�学外試験場で受験する場合でも入学試験に関する事項については、入試・広報課（072）690-1019に問
い合わせてください。

（４）�試験当日、「大阪医科薬科大学　阿武山キャンパス」試験場へは JR 摂津富田駅から臨時バスを運行する
予定です。臨時バスの時刻表は、概ね試験の１週間前にホームページに掲載します。

　　 交通渋滞等もありますので時間に余裕を持って利用してください。
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試験場案内図

「大阪医科薬科大学　阿武山キャンパス」試験場

　　公募制推薦入学試験　【受験番号　91001～92000】
　　帰国生徒特別選抜入学試験　【受験番号　92001～92010】
　　一 般 入 学 試 験 Ａ　【受験番号　10001～20000】
　　一 般 入 学 試 験 Ｂ　【受験番号　30001～40000】

　　　大阪府高槻市奈佐原４-20-１　阿武山キャンパス

　　　JR 京都線「摂津富田」駅
　　　阪急京都線「富田」駅
　　　　　　　↓
　　　高槻市営バス「JR 富田駅」４番乗場から
　　　「大阪医科薬科大学（薬学部）」行き
　　　「公団阿武山」行き
　　　　　　　↓
　　　「大阪医科薬科大学（薬学部）」バス停下車すぐ
　　　（所要時間約20分）

なお、試験当日は臨時バスを運行します。
詳細は、ホームページに掲載しますのでご確認ください。

大阪医科薬科大学
阿武山キャンパス ● 平安女学院大

● 阿武野中学校

阿武山中学校 ●

さかい珈琲 ●

高槻赤十字病院 ●

藍野病院
●

● 今城塚古墳

川西小学校
●

阿武山団地

● 市立第２中学校

耳原交番前

西河原

大畑町

岡本町名神下

府
道
46

府
道

115

府
道

6

国道 171

JR東海道本線
阪急京都線

摂津富田

富　田
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大

　阪

　市

　内

学外試験場

「あべのハルカス25F」試験場
一般入学試験 A

【受験番号　20001～20150】

一般入学試験 B
【受験番号　40001～40150】

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43
あべのハルカス25F
・JR「天王寺」駅　中央改札口
・地下鉄御堂筋線「天王寺」駅　西改札口
・地下鉄谷町線「天王寺」駅　南西改札口、南東改札口
・近鉄南大阪線「大阪阿部野橋」駅　西改札口

●ハルカス貸会議室までの行き方 あべのハルカス貸会議室へは、地下1階からのシャトルエレベーターが便利です。

名

　
　古

　
　屋

「栄ガスホール」試験場
一般入学試験 B

【受験番号　41001～41066】

名古屋市中区栄3-15-33
・地下鉄各線「栄」駅より徒歩５分
・地下鉄名城線「矢場」駅より徒歩２分

岡

　
　山

「NPD岡山貸会議室 岡山駅前」試験場
公募制推薦入学試験

【受験番号　93001～93021】

岡山県岡山市北区下石井1-1-3
・JR 岡山駅より徒歩３分

B1F オフィスエントランス
近鉄百貨店タワー館地下北口となりの【地下1階】
シャトルエレベーターに乗って17階へ。

1 17F オフィスロビー
17階で一度降りて、エレベーターを乗り換えます。オフィス
フロア用の【低階（17-25F）用】エレベーターに乗って25階へ。

2 25F あべのハルカス
貸会議室

25階で降りれば、受付です。

3

大阪市立美術館
天王寺動物園

天王寺公園

地下鉄御堂筋線

MIO

JR
天王寺駅 JR環状線ほか

近鉄南大阪線

Hoop
and

あべの
キューズタウン

あ
べ
の
ル
シ
ア
ス

地
下
鉄
谷
町
線

阪
堺
電
車
上
町
線

天
王
寺
駅
前
駅

ア
ポ
ロ
ビ
ル

あ
べ
の
ｎ
ｉ
ｎ
ｉ

近鉄大阪阿部野橋駅

あべの
ハルカス

天王寺都ホテル

N

地下鉄
天王寺駅

あべのハルカス貸会議室
あべのハルカス25F

オフィス
ロビー

N

地下街（B1F）

N

シャトル
エレベーター

JR天王寺駅から

近鉄大阪阿部野橋駅から

近鉄百貨店タワー館 地下北口

地下鉄
天王寺駅
改札

地下鉄東山線
地下鉄栄駅

丸栄 スカイル 三越

LACHIC

ロフト

松坂屋
北館

エ
ン
ゼ
ル

広
場

地
下
鉄

矢
場
町
駅

地
下
鉄
名
城
線

グッチ
ドトール

松坂屋本館

PARCO

栄バス
ターミナル

栄ガスビル

岡山駅前

ドン・キホーテ

後楽ホテル

セブンイレブン ホテル
リブマックス岡山

三井ガーデン
ホテル岡山

岡山シティ
ミュージアム

岡山駅前
郵便局

桃太郎像

市
役
所
筋岡山駅

山
陽

本
線

山
陽

新
幹

線

イコットニコット

西川緑道公園

NPD岡山貸会議室 岡山駅前

ファミリーマート
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広

　
　島

「広島県 JA ビル」試験場
一般入学試験 A

【受験番号　21001～21030】

広島市中区大手町４丁目７番３号
・広電（電車）「市役所前」下車、徒歩２分

広

　
　島

「広島国際会議場」試験場
一般入学試験 B

【受験番号　42001～42048】

広島市中区中島1-5（平和記念公園内）
・広電（電車）「原爆ドーム前」下車、徒歩10分
・広電（電車）「袋町」下車、徒歩10分

高

　
　松

「KANEMITSU CAPITAL HOTEL」試験場
一般入学試験 A

【受験番号　22001～22060】

一般入学試験 B
【受験番号　44001～44060】

高松市中野町23-1
・JR「栗林公園北口」駅より徒歩1分

福

　
　岡

「博多バスターミナル」試験場
一般入学試験 A

【受験番号　23001～23036】

一般入学試験 B
【受験番号　43001～43036】

福岡市博多区博多駅中央街2-1
・JR「博多」駅博多口より徒歩１分

福岡朝日ビル

JR博多
シティ

阪急

KITTE博多

鹿
児
島
本
線

山
陽
新
幹
線

UR都市機構住宅

合同庁舎

地下鉄空港線

福岡県福岡
東総合庁舎

アスティア
博多ビル

ヨドバシ
カメラ

博多駅

博多バスターミナル

市
役
所
前

千
田
通
り

新広島バイパス

広島県JAビル

国泰寺公園

広島県理容
美容専門学校

広島市役所

広島市
中区役所 一ノ瀬病院

NTTドコモ広島
大手町ビル

JA広島信連
本所ビル

広島県農業
共済会館

広島銀行

セブンイレブン

広島城 家庭裁判所前
ホテル
グランヴィア
広島

広島駅

猿猴橋町

的場町
稲荷町

銀山町

三越

八丁堀
立町

広島トラン
ヴェールビル

広島
県庁

紙屋町西広島バス
センター

原爆
ドーム前

本通

袋町

平和記念
公園 元

安
川

本
川

本
川

縮景園前

女学院前

城南通り

二
葉

通り

広島駅

広島国際会議場

JR栗林公園北口駅

栗林公園

KANEMITSU
CAPITAL HOTEL

中野
稲荷神社

香川接骨師
会館

中ノ村城跡

旅館  静高松市戦災
犠牲者慰霊堂

（六角堂）

四国財務局

中野保育所

ファミリーマート
栗林公園前店

四国新聞社
本社

松田内科医院

立正庵

高徳線

中野町
公園

き
た
も
ん
通
り

中
央
通
り
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公募制推薦入学試験（併願制）
�

 募集人員　薬学部　薬学科　90名

 出願資格
全体の学習成績の状況が3.2以上の者で、次の各号の一つに該当し、薬学を意欲的に勉学する意思を有し、出
身学校長が推薦する者。ただし2023年３月卒業見込みの者は高等学校３年１学期（２期制の場合前期）まで
の全体の学習成績の状況とする。
（１）高等学校又は中等教育学校を2022年３月に卒業した者又は、2023年３月卒業見込みの者
（２）�文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を

2022年３月に修了した者、又は2023年３月31日までに修了見込みの者
（３）前号と同等の資格があると本学が認めた者

 出願期間及び方法
受付期間：2022年11月１日（火）9:00～2022年11月11日（金）18:00まで
出願書類は締切日消印有効

（１）出願はWeb 出願に限ります。ただし、必要書類は郵送してください。直接持参しても受け付けません。
（２）�市販の角形２号封筒を用いて、「書留・速達」で郵送してください。郵送中の事故を防ぐため、「書留郵

便物等受領書」を必ず保管してください。
（３）消印有効期間後に発送された出願書類は受け付けません。
（４）志願者数（速報値）は、出願期間終了後、本学ホームページを通じて提供します。

 入学検定料　35,000円
取扱期間：2022年11月１日（火）9:00～2022年11月11日（金）23:59（期間後は取り扱いません）

（１）�入学検定料は、クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関 ATM（Pay-easy）、ネットバンキ
ングのいずれかで納入してください。一度納入された入学検定料は、返還しません。

（２）手数料は、志願者が負担してください。
（３）納入方法はWeb 出願の画面で確認してください。

 出願に要する書類等
市販されている角型２号封筒（寸法：240mm×332mm）の表面に、Web 出願の登録完了画面から印刷した
宛名ラベルを貼り付け、（2）～（5）の書類を封入の上、書留速達で本学宛に郵送してください。
なお、出願書類の本学担当窓口への持参による提出は一切受け付けません。

（1）出願写真

スマートフォンやデジタルカメラ等で事前に撮影してください。Web 出願の画面か
ら出願写真データをアップロードしてください。
なお、出願写真は入学後の学生証写真としても卒業時まで使用します（高等学校の
学生服で撮影されたものは使用できません）。

（2）出願確認票 入学検定料支払後、Web 出願の登録完了画面から印刷してください。提出用と本人
控えが印刷されますので、提出用を郵送してください。

（3）調査書

文部科学省指定の様式により、出身学校長が作成したもので、厳封されたものを１
通郵送してください。ただし、2022年9月１日以降に発行されたものに限ります。
①�記載内容は、高等学校３年１学期（２期制の高等学校にあっては前期）までの学
習内容を記載したものとします。
②�高等学校で調査書の記載に際し、2023年３月卒業見込みの場合、備考欄に２学期�
制・３学期制の区別ならびに評定時期を記入してください。
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（4）推薦書

大阪医科薬科大学ホームページより本学所定の様式をダウンロードし、A４サイズで
印刷してください。出身高等学校長が作成したもので、厳封されたものを提出して
ください。ただし、2022年9月１日以降に発行されたものに限ります。
記入にあたっては、ワープロソフトを使用してもかまいません。

（5）活動実績報告書
大阪医科薬科大学ホームページより本学所定の様式をダウンロードし、A4サイズで
印刷してください。記入にあたっては受験生本人が黒のボールペンを用いて必ず自
筆で記入して作成し、郵送してください。

【注意事項】
１．提出された出願書類および既納の入学検定料は、理由の如何を問わず、一切返却いたしません。
２．「調査書」、「推薦書」は個別封入・一括いずれかを問いません。
３．�身体に障がい等があり、受験上又は修学上特別な配慮を必要とする方は31ページに記載の方法により、
出願前に予め本学に事前相談を行ってください。

 受験票
（１）受験票は、出願受付完了後に発送します。
（２）�2022年11月16日（水）を過ぎても受験票が到着しない場合、志願者本人から入試・広報課に電話で問

い合わせてください。この日以前のお問い合わせは極力ご遠慮ください。
（３）受験票を紛失した場合、志願者本人が入試・広報課に電話連絡をしてください。

 試験日および試験内容
月　日　（曜） 時間 教科 科目（出題範囲） 配点

2022年11月20日（日）

10:25 集合

10:45～12:00
（75分） 理科

化学（化学基礎、化学）、
生物（生物基礎、生物）
から１科目を選択する。

100点

13:10～14:10
（60分） 外国語

コミュニケーション英語Ⅰ、
コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、
英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

75点

14:45～15:45
（60分） 数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、

数学 A、数学 B（数列、ベクトル） 75点

調査書 25点
配　点　合　計 275点

・調査書は全体の学習成績の状況を25点満点に換算する。
・�理科は、試験時に化学、生物それぞれの問題冊子を配付しますので、いずれか１科目を選択し、解答してく
ださい。
・理科の選択科目間における得点調整は原則として行いません。
・本学で必要と認めた場合には、試験終了後面接を行うことがあります。

◎�理科、外国語、数学はアドミッション・ポリシーの入学までに身に付けておくべき教科と「知識」だけでな
く「思考力・判断力・表現力」を評価するため記述問題を従前から出題しています。（ホームページの問題
及び解答例を参照ください。）

■　選考方法
　　�調査書、学力試験（「理科」、「外国語」、「数学」）の成績、提出書類をもとに、志願者の能力、適性等を総
合して合格者を決定します。なお、合格者の決定に当たっては総合点を判定基準とします。また、入学許
可後であっても提出書類の記載内容が事実と相違した場合は、入学許可を取り消すことがあります。



― 15 ―

 試験場
「大阪医科薬科大学　阿武山キャンパス」試験場 　��【受験番号　91001～92000】

（１）詳細案内図は、10ページの「試験場案内図」を参照してください。

学外試験場

■　岡山
　「NPD岡山貸会議室��岡山駅前」試験場　【受験番号　93001～93021】

　 （１）�学外試験場での受験は受付完了順です。受付完了とは、出願手続き（出願の登録、検定料の振込み、
出願書類）が全て完了したことを意味し、出願の入力順ではありません。収容人員を超えた場合は、�
「大阪医科薬科大学　阿武山キャンパス」試験場を割り当てます。試験場は受験票により、確認して
ください。

　 （２）学外試験場は、試験当日まで試験場（館内）に立ち入ることはできません。
　 （３）学外試験場で受験する場合、ゴミは必ず各自で持ち帰ってください。
　 （４）�学外試験場で受験する場合でも入学試験に関する事項については、入試・広報課（072）690-1019

に問い合わせてください。
　 （５）試験場の詳細案内図は、11ページの「試験場案内図」を参照してください。

 合格発表
日時：2022年12月１日（木）10:00（予定）

（１）合格者は本学阿武山キャンパス掲示場に発表します。
（２）�掲示場に合格者を発表後、受験者全員に合否を文書で通知します（発表日時に文書が届くということで

はありません）。
（３）電話等による合否の問い合わせには、一切応じません。
（４）�合格者発表から３～４日を経過しても文書が到着しない場合、受験者本人が入試・広報課まで問い合わ

せてください。
（５）�受験者への便宜をはかり、掲示場に合格者を発表後、本学ホームページに「合格者受験番号一覧」を掲

載します（12:00以降の予定）。「合格者受験番号一覧」は PDF 形式のファイルで掲載する予定です。
（６）�試験当日、下車駅及び会場周辺で合否連絡の受付等を行う者が見受けられますが、これらは本学とは全

く関係のないものであり、これにより発生した事故については、本学は一切責任を負いません。

 その他
共通事項６～12ページを必ず確認してください。
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一般入学試験 A

 募集人員　薬学部　薬学科　100名

 出願資格
次の各号の一つに該当する者
（１）高等学校又は中等教育学校を卒業した者又は2023年３月卒業見込みの者
（２）通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は2023年３月修了見込みの者
（３）�学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる

者及び2023年３月31日までにこれに該当する見込みの者

 出願期間及び方法
受付期間：2023年１月6日（金）9:00～2023年１月24日（火）18:00まで
出願書類は締切日消印有効

（１）出願はWeb 出願に限ります。ただし、必要書類は郵送してください。直接持参しても受け付けません。
（２）�市販の角形２号封筒を用いて、「書留・速達」で郵送してください。郵送中の事故を防ぐため、「書留郵

便物等受領書」を必ず保管してください。
（３）消印有効期間後に発送された出願書類は受け付けません。
（４）志願者数（速報値）は、出願期間終了後、本学ホームページを通じて提供します。

 入学検定料　35,000円
取扱期間：2023年１月6日（金）9:00～2023年１月24日（火）23:59（期間後は取り扱いません）

（１）�入学検定料は、クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関 ATM（Pay-easy）、ネットバンキ
ングのいずれかで納入してください。一度納入された入学検定料は、返還しません。

（２）手数料は、志願者が負担してください。
（３）納入方法はWeb 出願の画面で確認してください。

 出願に要する書類等
市販されている角型２号封筒（寸法：240mm×332mm）の表面に、Web 出願の登録完了画面から印刷した
宛名ラベルを貼り付け、（2）～（3）の書類を封入の上、書留速達で本学宛に郵送してください。
なお、出願書類の本学担当窓口への持参による提出は一切受け付けません。

（1）出願写真

スマートフォンやデジタルカメラ等で事前に撮影してください。Web 出願の画面か
ら出願写真データをアップロードしてください。
なお、出願写真は入学後の学生証写真としても卒業時まで使用します（高等学校の
学生服で撮影されたものは使用できません）。

（2）出願確認票 入学検定料支払後、Web 出願の登録完了画面から印刷してください。提出用と本人
控えが印刷されますので、提出用を郵送してください。

（3）調査書

①�文部科学省指定の様式により、出身学校長が作成したもので、厳封されたものを�
１通郵送してください。ただし、2022年11月１日以降に発行されたものに限ります。
②�複数の入試の出願登録を同時に行う場合は１通で構いません。

【調査書が発行できない場合の取り扱い】
③�高等学校卒業程度認定試験合格者または従前の大学入学資格検定試験合格者は、
「合格証明書」を提出してください。なお、2023年３月までに合格見込みの者は合
格見込み証明書を提出してください。
④�大学入学者選抜実施要項に基づき、高校卒業後５年以上を経過していて、調査書
が提出できない場合は「卒業証明書」と「調査書および成績証明書が発行できな
い旨の記載がある証明書」（卒業した高校にて発行）を提出してください。
⑤上記に該当しない者は事前に入試・広報課まで問い合わせてください。
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【注意事項】
１．提出された出願書類および既納の入学検定料は、理由の如何を問わず、一切返却いたしません。
２．�学外試験場での受験は受付完了順です。 受付完了順とは出願手続き（出願の登録、検定料の振込み、出
願書類処理）が全て完了したことを意味し、出願の入力順ではありません。収容人員を超えた場合は、
「大阪医科薬科大学　阿武山キャンパス」試験場を割り当てます。試験場は必ず受験票により、確認して
ください。

３．�外国人留学生に関しては、出願資格や出願書類が異なりますので、事前に入試・広報課へ書面で問い合わ
せてください。

４．�身体に障がい等があり、受験上又は修学上特別な配慮を必要とする方は31ページに記載の方法により、
出願前に予め本学に事前相談を行ってください。

 受験票
（１）受験票は、出願受付完了後に発送します。
（２）�2023年１月25日（水）を過ぎても受験票が到着しない場合、志願者本人から入試・広報課に電話で問

い合わせてください。この日以前のお問い合わせは極力ご遠慮ください。
（３）受験票を紛失した場合、志願者本人が入試・広報課に電話連絡をしてください。

 試験日および試験内容
月　日　（曜） 時間 教科 科目（出題範囲） 配点

2023年２月１日（水）

10:10 集合

10:30～12:00
（90分） 理科

化学（化学基礎、化学）、
生物（生物基礎、生物）
から１科目を選択する。

150点

13:10～14:25
（75分） 外国語

コミュニケーション英語Ⅰ、
コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、
英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

100点

15:00～16:15
（75分） 数学 数学Ⅰ、数学Ⅱ、

数学 A、数学 B（数列、ベクトル） 100点

配　点　合　計 350点

・�理科は、試験時に化学、生物それぞれの問題冊子を配付しますので、いずれか１科目を選択し、解答してく
ださい。
・理科の選択科目間における得点調整は原則として行いません。
・本学で必要と認めた場合には、試験終了後面接を行うことがあります。

◎�理科、外国語、数学はアドミッション・ポリシーの入学までに身に付けておくべき教科と「知識」だけでな
く「思考力・判断力・表現力」を評価するため記述問題を従前から出題しています。（ホームページの問題
及び解答例を参照ください。）

■　選考方法
　　�学力試験（「理科」、「外国語」、「数学」）の成績、調査書等の提出書類を総合して合格者を決定します。な
お、合格者の決定に当たっては総合点を判定基準とします。また、入学許可後であっても提出書類の記載
内容が事実と相違した場合は、入学許可を取り消すことがあります。
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 試験場
「大阪医科薬科大学　阿武山キャンパス」試験場 　��【受験番号　10001～20000】

（１）詳細案内図は、10ページの「試験場案内図」を参照してください。

学外試験場

■　大阪
　「あべのハルカス25F」試験場� 【受験番号　20001～20150】

■　広島
　「広島県 JAビル」試験場� 【受験番号　21001～21030】

■　高松
　「KANEMITSU�CAPITAL�HOTEL」試験場� 【受験番号　22001～22060】

■　福岡
　「博多バスターミナル」試験場� 【受験番号　23001～23036】

　 （１）�学外試験場での受験は受付完了順です。受付完了とは、出願手続き（出願の登録、検定料の振込み、
出願書類）が全て完了したことを意味し、出願の入力順ではありません。収容人員を超えた場合は、�
「大阪医科薬科大学　阿武山キャンパス」試験場を割り当てます。試験場は必ず受験票により、確認
してください。

　 （２）学外試験場は、試験当日まで試験場（館内）に立ち入ることはできません。
　 （３）学外試験場で受験する場合、ゴミは必ず各自で持ち帰ってください。
　 （４）�学外試験場で受験する場合でも入学試験に関する事項については、入試・広報課（072）690-1019

に問い合わせてください。
　 （５）各試験場の詳細案内図は、11～12ページの「試験場案内図」を参照してください。

 合格発表
日時：2023年2月7日（火）10:00（予定）

（１）合格者は本学阿武山キャンパス掲示場に発表します。
（２）�掲示場に合格者を発表後、受験者全員に合否を文書で通知します（発表日時に文書が届くということで

はありません）。
（３）電話等による合否の問い合わせには、一切応じません。
（４）�合格者発表から３～４日を経過しても文書が到着しない場合、受験者本人が入試・広報課まで問い合わ

せてください。
（５）�受験者への便宜をはかり、掲示場に合格者を発表後、本学ホームページに「合格者受験番号一覧」を掲

載します（12:00以降の予定）。「合格者受験番号一覧」は PDF 形式のファイルで掲載する予定です。
（６）�試験当日、下車駅及び試験場周辺で合否連絡の受付等を行う者が見受けられますが、これらは本学とは

全く関係のないものであり、これにより発生した事故については、本学は一切責任を負いません。
（7）�入学手続き状況により、補欠者から繰上合格者発表を行うことがあります。これに関する案内は、「補欠

通知書」により通知します。繰上合格に関する問い合わせには、一切応じません。

 その他
共通事項６～12ページを必ず確認してください。
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一般入学試験 B

 募集人員　薬学部　薬学科　50名

 出願資格
次の各号の一つに該当する者
（１）高等学校又は中等教育学校を卒業した者又は2023年３月卒業見込みの者
（２）通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は2023年３月修了見込みの者
（３）�学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる

者及び2023年３月31日までにこれに該当する見込みの者

 出願期間及び方法
受付期間：2023年１月6日（金）9:00～2023年2月3日（金）18:00まで
出願書類は締切日消印有効

（１）出願はWeb 出願に限ります。ただし、必要書類は郵送してください。直接持参しても受け付けません。
（２）�市販の角形２号封筒を用いて、「書留・速達」で郵送してください。郵送中の事故を防ぐため、「書留郵

便物等受領書」を必ず保管してください。
（３）消印有効期間後に発送された出願書類は受け付けません。
（４）志願者数（速報値）は、出願期間終了後、本学ホームページを通じて提供します。

 入学検定料　35,000円
取扱期間：2023年１月6日（金）9:00～2023年2月3日（金）23:59（期間後は取り扱いません）

（１）�入学検定料は、クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関 ATM（Pay-easy）、ネットバンキ
ングのいずれかで納入してください。一度納入された入学検定料は、返還しません。

（２）手数料は、志願者が負担してください。
（３）納入方法はWeb 出願の画面で確認してください。

 出願に要する書類等
市販されている角型２号封筒（寸法：240mm×332mm）の表面に、Web 出願の登録完了画面から印刷した
宛名ラベルを貼り付け、（2）～（3）の書類を封入の上、書留速達で本学宛に郵送してください。
なお、出願書類の本学担当窓口への持参による提出は一切受け付けません。

（1）出願写真

スマートフォンやデジタルカメラ等で事前に撮影してください。Web 出願の画面か
ら出願写真データをアップロードしてください。
なお、出願写真は入学後の学生証写真としても卒業時まで使用します（高等学校の
学生服で撮影されたものは使用できません）。

（2）出願確認票 入学検定料支払後、Web 出願の登録完了画面から印刷してください。提出用と本人
控えが印刷されますので、提出用を郵送してください。

（3）調査書

①�文部科学省指定の様式により、出身学校長が作成したもので、厳封されたものを�
１通郵送してください。ただし、2022年11月１日以降に発行されたものに限ります。
②�複数の入試の出願登録を同時に行う場合は１通で構いません。

【調査書が発行できない場合の取り扱い】
③�高等学校卒業程度認定試験合格者または従前の大学入学資格検定試験合格者は、
「合格証明書」を提出してください。なお、2023年３月までに合格見込みの者は合
格見込み証明書を提出してください。
④�大学入学者選抜実施要項に基づき、高校卒業後５年以上を経過していて、調査書
が提出できない場合は「卒業証明書」と「調査書および成績証明書が発行できな
い旨の記載がある証明書」（卒業した高校にて発行）を提出してください。
⑤上記に該当しない者は事前に入試・広報課まで問い合わせてください。
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【注意事項】
１．提出された出願書類および既納の入学検定料は、理由の如何を問わず、一切返却いたしません。
２．�学外試験場での受験は受付完了順です。 受付完了順とは出願手続き（出願の登録、検定料の振込み、出
願書類処理）が全て完了したことを意味し、出願の入力順ではありません。収容人員を超えた場合は、�
「大阪医科薬科大学　阿武山キャンパス」試験場を割り当てます。試験場は必ず受験票により、確認して
ください。

３．�外国人留学生に関しては、出願資格や出願書類が異なりますので、事前に入試・広報課へ書面で問い合わ
せてください。

４．�身体に障がい等があり、受験上又は修学上特別な配慮を必要とする方は31ページに記載の方法により、
出願前に予め本学に事前相談を行ってください。

 受験票
（１）受験票は、出願受付完了後に発送します。
（２）�2023年２月６日（月）を過ぎても受験票が到着しない場合、志願者本人から入試・広報課に電話で問い

合わせてください。この日以前のお問い合わせは極力ご遠慮ください。
（３）受験票を紛失した場合、志願者本人が入試・広報課に電話連絡をしてください。

 試験日および試験内容
月　日　（曜） 時間 教科 科目（出題範囲） 配点

2023年２月9日（木）

10:10 集合
10:30～11:45
（75分）

理科 化学（化学基礎、化学） 100点

13:10～14:25
（75分）

外国語

コミュニケーション英語Ⅰ、
コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、
英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

100点

15:00～16:15
（75分）

数学
理科

数学（数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学 A、
数学 B（数列、ベクトル））、
生物（生物基礎、生物）
から１科目を選択する。

100点

配　点　合　計 300点

・試験時に数学、生物それぞれの問題冊子を配付しますので、いずれか１科目を選択し、解答してください。
・数学、生物の選択科目間における得点調整は原則として行いません。
・本学で必要と認めた場合には、試験終了後面接を行うことがあります。

◎�理科、外国語、数学はアドミッション・ポリシーの入学までに身に付けておくべき教科と「知識」だけでな
く「思考力・判断力・表現力」を評価するため記述問題を従前から出題しています。（ホームページの問題
及び解答例を参照ください。）

■　選考方法
　　�学力試験（「理科（化学）」、「外国語」、「数学」または「理科（生物）」）の成績、調査書等の提出書類を総
合して合格者を決定します。なお、合格者の決定に当たっては総合点を判定基準とします。また、入学許
可後であっても提出書類の記載内容が事実と相違した場合は、入学許可を取り消すことがあります。
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 試験場
「大阪医科薬科大学　阿武山キャンパス」試験場 　��【受験番号　30001～40000】

（１）詳細案内図は、10ページの「試験場案内図」を参照してください。

学外試験場

■　大阪
　「あべのハルカス25F」試験場� 【受験番号　40001～40150】

■　名古屋
　「栄ガスホール」試験場� 【受験番号　41001～41066】

■　広島
　「広島国際会議場」試験場� 【受験番号　42001～42048】

■　福岡
　「博多バスターミナル」試験場� 【受験番号　43001～43036】

■　高松
　「KANEMITSU�CAPITAL�HOTEL」試験場� 【受験番号　44001～44060】

　 （１）�学外試験場での受験は受付完了順です。受付完了とは、出願手続き（出願の登録、検定料の振込み、
出願書類）が全て完了したことを意味し、出願の入力順ではありません。収容人員を超えた場合は、�
「大阪医科薬科大学　阿武山キャンパス」試験場を割り当てます。試験場は必ず受験票により、確認
してください。

　 （２）学外試験場は、試験当日まで試験場（館内）に立ち入ることはできません。
　 （３）学外試験場で受験する場合、ゴミは必ず各自で持ち帰ってください。
　 （４）�学外試験場で受験する場合でも入学試験に関する事項については、入試・広報課（072）690-1019

に問い合わせてください。
　 （５）各試験場の詳細案内図は、11～12ページの「試験場案内図」を参照してください。

 合格発表
日時：2023年2月16日（木）10:00（予定）

（１）合格者は本学阿武山キャンパス掲示場に発表します。
（２）�掲示場に合格者を発表後、受験者全員に合否を文書で通知します（発表日時に文書が届くということで

はありません）。
（３）電話等による合否の問い合わせには、一切応じません。
（４）�合格者発表から３～４日を経過しても文書が到着しない場合、受験者本人が入試・広報課まで問い合わ

せてください。
（５）�受験者への便宜をはかり、掲示場に合格者を発表後、本学ホームページに「合格者受験番号一覧」を掲

載します（12:00以降の予定）。「合格者受験番号一覧」は PDF 形式のファイルで掲載する予定です。
（６）�試験当日、下車駅及び試験場周辺で合否連絡の受付等を行う者が見受けられますが、これらは本学とは

全く関係のないものであり、これにより発生した事故については、本学は一切責任を負いません。
（7）�入学手続き状況により、補欠者から繰上合格者発表を行うことがあります。これに関する案内は、「補欠

通知書」により通知します。繰上合格に関する問い合わせには、一切応じません。

 その他
共通事項６～12ページを必ず確認してください。
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大学入学共通テスト利用入学試験（前期）

 募集人員　薬学部　薬学科　10名

 出願資格
次の各号の一つに該当する者であって、令和５年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テストにおいて本学が
指定する教科・科目を受験する者
（１）高等学校又は中等教育学校を卒業した者又は2023年３月卒業見込みの者
（２）通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は2023年３月修了見込みの者
（３）�学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる

者及び2023年３月31日までにこれに該当する見込みの者

 出願期間及び方法
受付期間：2023年１月6日（金）9:00～2023年１月17日（火）18:00まで
出願書類は締切日消印有効

（１）出願はWeb 出願に限ります。ただし、必要書類は郵送してください。直接持参しても受け付けません。
（２）�市販の角形２号封筒を用いて、「書留・速達」で郵送してください。郵送中の事故を防ぐため、「書留郵

便物等受領書」を必ず保管してください。
（３）消印有効期間後に発送された出願書類は受け付けません。
（４）志願者数（速報値）は、出願期間終了後、本学ホームページを通じて提供します。

 入学検定料　20,000円
取扱期間：2023年１月6日（金）9:00～2023年１月17日（火）23:59（期間後は取り扱いません）

（１）�入学検定料は・クレジットカード・コンビニエンスストア、金融機関 ATM（Pay-easy）、ネットバンキ
ングのいずれかで納入してください。一度納入された入学検定料は、返還しません。

（２）手数料は、志願者が負担してください。
（３）納入方法はWeb 出願の画面で確認してください。
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 出願に要する書類等
市販されている角型２号封筒（寸法：240mm×332mm）の表面に、Web 出願の登録完了画面から印刷した
宛名ラベルを貼り付け、（2）～（4）の書類を封入の上、書留速達で本学宛に郵送してください。
なお、出願書類の本学担当窓口への持参による提出は一切受け付けません。

（1）出願写真

スマートフォンやデジタルカメラ等で事前に撮影してください。Web 出願の画面か
ら出願写真データをアップロードしてください。
なお、出願写真は入学後の学生証写真としても卒業時まで使用します（高等学校の
学生服で撮影されたものは使用できません）。

（2）出願確認票 入学検定料支払後、Web 出願の登録完了画面から印刷してください。提出用と本人
控えが印刷されますので、提出用を郵送してください。

（3）大学入学共通
　テスト成績請求票

令和５大学入学共通テスト成績請求票（私立大学・公私立短期大学用）を同封して
ください。
募集要項最終ページにある「令和５大学入学共通テスト成績請求票はさみ込み用紙」
を印刷のうえ、同用紙を使用してください。印刷できない場合はそのまま同封して
ください。クリップ止めやビニール袋等には入れないでください。

私・短
令和５大学入学共通テスト成績請求票

私立大学・公私立短期大学用

薬大　太郎
（ヤクタ゛イ　タロウ）

202300  －  1001R －  1大学入学共通テスト
成績請求票番号

（4）調査書

①�文部科学省指定の様式により、出身学校長が作成したもので、厳封されたものを
１通郵送してください。ただし、2022年11月１日以降に発行されたものに限りま
す。
②複数の入試の出願登録を同時に行う場合は１通で構いません。

【調査書が発行できない場合の取り扱い】
③�高等学校卒業程度認定試験合格者または従前の大学入学資格検定試験合格者は、
「合格証明書」を提出してください。なお、2023年３月までに合格見込みの者は合
格見込み証明書を提出してください。
④�大学入学者選抜実施要項に基づき、高校卒業後５年以上を経過していて、調査書
が提出できない場合は「卒業証明書」と「調査書および成績証明書が発行できな
い旨の記載がある証明書」（卒業した高校にて発行）を提出してください。
⑤上記に該当しない者は事前に入試・広報課まで問い合わせてください。

【注意事項】
１．提出された出願書類および既納の入学検定料は、理由の如何を問わず、一切返却いたしません。
２．�外国人留学生に関しては、出願資格や出願書類が異なりますので、事前に入試・広報課へ書面で問い合わ
せてください。

３．�身体に障がい等があり、受験上又は修学上特別な配慮を必要とする方は31ページに記載の方法により、
出願前に予め本学に事前相談を行ってください。

 受験票
（１）受験票は、出願受付完了後に発送します。
（２）�2023年２月9日（木）を過ぎても受験票が到着しない場合、志願者本人から入試・広報課に電話で問い

合わせてください。この日以前のお問い合わせは極力ご遠慮ください。
（３）受験票を紛失した場合、志願者本人が入試・広報課に電話連絡をしてください。
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 試験日および試験内容
月　日　（曜） 教科 科目（出題範囲） 配点

　　　　　　2023年１月14日（土）・15日（日）
追試験　　　2023年１月28日（土）・29日（日）

理科 化学 200点
外国語 英語 200点
数学 数学Ⅰ・数学 A、数学Ⅱ・数学 B 200点

配　点　合　計 600点

・本学の個別学力検査はありません。
・化学（100点満点）を200点満点に換算します。
・�英語はリーディング（100点満点）とリスニング（100点満点）の合計。

■　選考方法
　　�令和５年度大学入学共通テスト（「理科」、「外国語」、「数学」）の成績、調査書等の提出書類を総合して合
格者を決定します。なお、合格者の決定に当たっては総合点を判定基準とします。また、入学許可後で
あっても提出書類の記載内容が事実と相違した場合は、入学許可を取り消すことがあります。

 合格発表
日時：2023年2月16日（木）10:00（予定）

（１）合格者は本学阿武山キャンパス掲示場に発表します。
（２）�掲示場に合格者を発表後、受験者全員に合否を文書で通知します（発表日時に文書が届くということで

はありません）。
（３）電話等による合否の問い合わせには、一切応じません。
（４）�合格者発表から３～４日を経過しても文書が到着しない場合、受験者本人が入試・広報課まで問い合わ

せてください。
（５）�受験者への便宜をはかり、掲示場に合格者を発表後、本学ホームページに「合格者受験番号一覧」を掲

載します（12:00以降の予定）。「合格者受験番号一覧」は PDF 形式のファイルで掲載する予定です。
（６）�合否電報・電話等については、本学では取り扱っていないので、これにより発生した事故については、

本学は一切責任を負いません。

 その他
共通事項６～12ページを必ず確認してください。
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大学入学共通テスト利用入学試験（後期）

 募集人員　薬学部　薬学科　4名

 出願資格
次の各号の一つに該当する者であって、令和５年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テストにおいて本学が
指定する教科・科目を受験する者
（１）高等学校又は中等教育学校を卒業した者又は2023年３月卒業見込みの者
（２）通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は2023年３月修了見込みの者
（３）�学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる

者及び2023年３月31日までにこれに該当する見込みの者

 出願期間及び方法
受付期間：2023年2月20日（月）9:00～2023年3月１日（水）18:00まで
出願書類は締切日消印有効

（１）出願はWeb 出願に限ります。ただし、必要書類は郵送してください。直接持参しても受け付けません。
（２）�市販の角形２号封筒を用いて、「書留・速達」で郵送してください。郵送中の事故を防ぐため、「書留郵

便物等受領書」を必ず保管してください。
（３）消印有効期間後に発送された出願書類は受け付けません。
（４）志願者数（速報値）は、出願期間終了後、本学ホームページを通じて提供します。

 入学検定料　20,000円
取扱期間：2023年2月20日（月）9:00～2023年3月１日（水）23:59（期間後は取り扱いません）

（１）�入学検定料は・クレジットカード・コンビニエンスストア、金融機関 ATM（Pay-easy）、ネットバンキ
ングのいずれかで納入してください。一度納入された入学検定料は、返還しません。

（２）手数料は、志願者が負担してください。
（３）納入方法はWeb 出願の画面で確認してください。
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 出願に要する書類等
市販されている角型２号封筒（寸法：240mm×332mm）の表面に、Web 出願の登録完了画面から印刷した
宛名ラベルを貼り付け、（2）～（4）の書類を封入の上、書留速達で本学宛に郵送してください。
なお、出願書類の本学担当窓口への持参による提出は一切受け付けません。

（1）出願写真

スマートフォンやデジタルカメラ等で事前に撮影してください。Web 出願の画面か
ら出願写真データをアップロードしてください。
なお、出願写真は入学後の学生証写真としても卒業時まで使用します（高等学校の
学生服で撮影されたものは使用できません）。

（2）出願確認票 入学検定料支払後、Web 出願の登録完了画面から印刷してください。提出用と本人
控えが印刷されますので、提出用を郵送してください。

（3）大学入学共通
　テスト成績請求票

令和５大学入学共通テスト成績請求票（私立大学・公私立短期大学用）を同封して
ください。
募集要項最終ページにある「令和５大学入学共通テスト成績請求票はさみ込み用紙」
を印刷のうえ、同用紙を使用してください。印刷できない場合はそのまま同封して
ください。クリップ止めやビニール袋等には入れないでください。

私・短
令和５大学入学共通テスト成績請求票

私立大学・公私立短期大学用

薬大　太郎
（ヤクタ゛イ　タロウ）

202300  －  1001R －  1大学入学共通テスト
成績請求票番号

（4）調査書

①�文部科学省指定の様式により、出身学校長が作成したもので、厳封されたものを
１通郵送してください。ただし、2022年11月１日以降に発行されたものに限りま
す。
②複数の入試の出願登録を同時に行う場合は１通で構いません。

【調査書が発行できない場合の取り扱い】
③�高等学校卒業程度認定試験合格者または従前の大学入学資格検定試験合格者は、
「合格証明書」を提出してください。なお、2023年３月までに合格見込みの者は合
格見込み証明書を提出してください。
④�大学入学者選抜実施要項に基づき、高校卒業後５年以上を経過していて、調査書
が提出できない場合は「卒業証明書」と「調査書および成績証明書が発行できな
い旨の記載がある証明書」（卒業した高校にて発行）を提出してください。
⑤上記に該当しない者は事前に入試・広報課まで問い合わせてください。

【注意事項】
１．提出された出願書類および既納の入学検定料は、理由の如何を問わず、一切返却いたしません。
２．�外国人留学生に関しては、出願資格や出願書類が異なりますので、事前に入試・広報課へ書面で問い合わ
せてください。

３．�身体に障がい等があり、受験上又は修学上特別な配慮を必要とする方は31ページに記載の方法により、
出願前に予め本学に事前相談を行ってください。

 受験票
（１）受験票は、出願受付完了後に発送します。
（２）�2023年３月６日（月）を過ぎても受験票が到着しない場合、志願者本人から入試・広報課に電話で問い

合わせてください。この日以前のお問い合わせは極力ご遠慮ください。
（３）受験票を紛失した場合、志願者本人が入試・広報課に電話連絡をしてください。
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 試験日および試験内容
月　日　（曜） 教科 科目（出題範囲） 配点

　　　　　　2023年１月14日（土）・15日（日）
追試験　　　2023年１月28日（土）・29日（日）

理科 化学 200点
外国語 英語 200点
数学 数学Ⅰ・数学 A、数学Ⅱ・数学 B 200点

配　点　合　計 600点

・本学の個別学力検査はありません。
・化学（100点満点）を200点満点に換算します。
・�英語はリーディング（100点満点）とリスニング（100点満点）の合計。

■　選考方法
　　�令和５年度大学入学共通テスト（「理科」、「外国語」、「数学」）の成績、調査書等の提出書類を総合して合
格者を決定します。なお、合格者の決定に当たっては総合点を判定基準とします。また、入学許可後で
あっても提出書類の記載内容が事実と相違した場合は、入学許可を取り消すことがあります。

 合格発表
日時：2023年3月９日（木）10:00（予定）

（１）合格者は本学阿武山キャンパス掲示場に発表します。
（２）�掲示場に合格者を発表後、受験者全員に合否を文書で通知します（発表日時に文書が届くということで

はありません）。
（３）電話等による合否の問い合わせには、一切応じません。
（４）�合格者発表から３～４日を経過しても文書が到着しない場合、受験者本人が入試・広報課まで問い合わ

せてください。
（５）�受験者への便宜をはかり、掲示場に合格者を発表後、本学ホームページに「合格者受験番号一覧」を掲

載します（12:00以降の予定）。「合格者受験番号一覧」は PDF 形式のファイルで掲載する予定です。
（６）�合否電報・電話等については、本学では取り扱っていないので、これにより発生した事故については、

本学は一切責任を負いません。

 その他
共通事項６～12ページを必ず確認してください。
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帰国生徒特別選抜入学試験（専願制）

 募集人員　薬学部　薬学科　若干名

 出願資格
薬学を意欲的に勉学する意思を有し、本学への入学を強く希望する者で、次のいずれかに該当する者
（１）�学校教育における12年の課程のうち、外国における教育課程に基づく高等学校（在外教育施設はこれに

該当しない）に最終学年を含め２年以上在籍し、令和４（2022）年度中に卒業見込みの者あるいは令和
３（2021）年度中に卒業した者

（２）�外国において国際バカロレア資格又はフランス共和国のバカロレア資格若しくはドイツ連邦共和国のア
ビトゥア資格・英国の GCEA 資格を2021年又は2022年に取得した者

 出願期間及び方法
受付期間：2022年11月１日（火）9:00～2022年11月11日（金）18:00まで
出願書類は締切日消印有効

（１）出願はWeb 出願に限ります。ただし、必要書類は郵送してください。直接持参しても受け付けません。
（２）�市販の角形２号封筒を用いて、「書留・速達」で郵送してください。郵送中の事故を防ぐため、「書留郵

便物等受領書」を必ず保管してください。
（３）消印有効期間後に発送された出願書類は受け付けません。
（４）出願時に海外に在住している場合は、必ず日本国内に連絡先を定め、手続きをしてください。

 入学検定料　35,000円
取扱期間：2022年11月１日（火）9:00～2022年11月11日（金）23:59（期間後は取り扱いません）

（１）�入学検定料は、クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関 ATM（Pay-easy）、ネットバンキ
ングのいずれかで納入してください。一度納入された入学検定料は、返還しません。

（２）手数料は、志願者が負担してください。
（３）納入方法はWeb 出願の画面で確認してください。

 出願に要する書類等
市販されている角型２号封筒（寸法：240mm×332mm）の表面に、Web 出願の登録完了画面から印刷した
宛名ラベルを貼り付け、（2）～（5）の書類を封入の上、書留速達で本学宛に郵送してください。
なお、出願書類の本学担当窓口への持参による提出は一切受け付けません。

（1）出願写真

スマートフォンやデジタルカメラ等で事前に撮影してください。Web 出願の画面か
ら出願写真データをアップロードしてください。
なお、出願写真は入学後の学生証写真としても卒業時まで使用します（高等学校の
学生服で撮影されたものは使用できません）。

（2）出願確認票 入学検定料支払後、Web 出願の登録完了画面から印刷してください。提出用と本人
控えが印刷されますので、提出用を郵送してください。

（3）成績証明書
英文で記載された成績証明書。また、離日前に在籍していた高等学校があればその
調査書を提出してください。なお、国際バカロレア資格等を有する志願者はその証
明書を提出してください。

（4）推薦書 英文で記載された最終学校長の推薦書（様式は問いません）。なお、国際バカロレア
資格等で出願する志願者については自薦書とします。

（5）志望理由書 大阪医科薬科大学ホームページより本学所定の様式をダウンロードし、A４サイズで
印刷してください。本学を志望した動機、理由等を自筆で記入してください。

【注意事項】
１．提出された出願書類および既納の入学検定料は、理由の如何を問わず、一切返却いたしません。
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２．�身体に障がい等があり、受験上又は修学上特別な配慮を必要とする方は31ページに記載の方法により、
出願前に予め本学に事前相談を行ってください。

 受験票
（１）受験票は、出願受付完了後に発送します。
（２）�2022年11月16日（水）を過ぎても受験票が到着しない場合、志願者本人から入試・広報課に電話で問

い合わせてください。この日以前のお問い合わせは極力ご遠慮ください。
（３）受験票を紛失した場合、志願者本人が入試・広報課に電話連絡をしてください。

 試験日および試験内容
月　日　（曜） 時間 教科 科目（出題範囲） 配点

2022年11月20日（日）

10:25 集合

10:45～12:00
（75分）

理科
化学（化学基礎、化学）、
生物（生物基礎、生物）
から１科目を選択する。

100点

13:10～14:10
（60分）

外国語

コミュニケーション英語Ⅰ、
コミュニケーション英語Ⅱ、
コミュニケーション英語Ⅲ、
英語表現Ⅰ、英語表現Ⅱ

75点

14:45～15:45
（60分）

数学
数学Ⅰ、数学Ⅱ、

数学 A、数学 B（数列、ベクトル）
75点

16:00～ 面接
学習意欲及び日本語能力を確認する。

薬学を修めるうえで必要な分野を試問する。
配　点　合　計 250点

・�理科は、試験時に化学、生物それぞれの問題冊子を配付しますので、いずれか１科目を選択し、解答してく
ださい。
・理科の選択科目間における得点調整は原則として行いません。
・試験終了後に実施する面接時刻は、別途本人に通知します。

◎�理科、外国語、数学はアドミッション・ポリシーの入学までに身に付けておくべき教科と「知識」だけでな
く「思考力・判断力・表現力」を評価するため記述問題を従前から出題しています。（ホームページの問題
及び解答例を参照ください。）

■　選考方法
　　�学力試験（「理科」、「外国語」、「数学」）の成績、面接結果及び提出書類をもとに、志願者の能力、適性等
を総合して合格者を決定します。なお、合格者の決定に当たっては総合点を判定基準とします。また、入
学許可後であっても提出書類の記載内容が事実と相違した場合は、入学許可を取り消すことがあります。
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 会場
「大阪医科薬科大学　阿武山キャンパス」試験場 　��【受験番号　92001～92010】

（１）詳細案内図は、10ページの「試験場案内図」を参照してください。

 合格発表
日時：2022年12月１日（木）10:00（予定）

（１）合格者は本学阿武山キャンパス掲示場に発表します。
（２）�掲示場に合格者を発表後、受験者全員に合否を文書で通知します（発表日時に文書が届くということで

はありません）。
（３）電話等による合否の問い合わせには、一切応じません。
（４）�合格者発表から３～４日を経過しても文書が到着しない場合、受験者本人が入試・広報課まで問い合わ

せてください。
（５）�試験当日、下車駅及び試験場周辺で合否連絡の受付等を行う者が見受けられますが、これらは本学とは

全く関係のないものであり、これにより発生した事故については、本学は一切責任を負いません。

 その他
共通事項６～12ページを必ず確認してください。
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障がい等により受験上・修学上の配慮を
必要とする場合の事前相談について

本学の入学試験において、障がい等により受験・修学に際して特別な配慮を希望する方は、出願前に予め本学に
事前相談をする必要があります。
特別な配慮を希望する方は、以下の手順により必ず提出期限までに申請をしてください。本学では提出された申
請書類に基づき検討した上で措置を決定し、その結果を通知します。
ただし、必ずしも希望する内容に対応できるとは限りませんので予めご了承ください。

なお、この事前相談は、障がいの種類・程度によって受験上及び修学上の困難や危険が伴うこともあるというこ
とを事前に確認した上で出願していただくのが主な目的であり、障がいのある志願者の受験及び修学を制限するこ
とが目的ではありません。

１．申請書類
①受験上・修学上の配慮申請書（所定用紙）
　所定用紙は本学ホームページからダウンロードしてください。
　所定用紙に記入しきれない場合は別紙（様式自由）に記入したものを添付してください。

②医師の診断書　又は　身体障害者手帳の写し
　医師の診断書は、本申請に必要な内容が記載されていれば写しでも構いません。

③�大学入学共通テストから通知される「受験上の配慮事項審査結果通知書」又は「受験上の配慮事項決定通知
書」の写し　※該当者のみ
　大学入学共通テストに受験上の配慮を申請された方は必ず添付してください。
　事前相談申請時点で大学入学共通テストから通知が届いていない場合は、届き次第お送りください。

２．申請方法
①～③の申請書類一式を、４．に記載の送付先に郵送してください。
なお、封筒の表面に必ず「入学試験　受験上の配慮申請書　在中」と記載してください。

３．申請書の提出期限
2022年10月25日（火）必着【公募制推薦入試、帰国生徒特別選抜入試】
2022年12月23日（金）必着【一般入試 A、一般入試 B、大学入学共通テスト利用入試（前期・後期）】

４．申請書送付先、お問い合わせ先
〒569-1094　大阪府高槻市奈佐原4-20-1　�阿武山キャンパス
　大阪医科薬科大学　入試・広報課
　TEL：（072)690-1019（直通）



推 薦 書

ふ り が な 男

･

女
生年月日 年　　　月　　　日生

氏 名

学力の3要素について、志願者の能力の該当するところを〇で囲ってください

知識・技能 優れている ･ 良　い ･ 普　通 ･ やや劣っている ･ 劣っている

思考力・判断力・表現力 優れている ･ 良　い ･ 普　通 ･ やや劣っている ･ 劣っている

主体性をもって多様な人々と
協働して学ぶ態度

優れている ･ 良　い ･ 普　通 ･ やや劣っている ･ 劣っている

その他　指導において配慮を要すること

総　合　所　見

志願者

番 号

2022年　　　 月　　　 日

※大学記入欄

大阪医科薬科大学長　殿

下記の者を貴大学薬学部「公募制推薦入学試験」の適格者として推薦いたします。

㊞

㊞

住 所

記 載 責 任 者

校 長 名

高 等 学 校 名



推 薦 書

ふ り が な 男

･

女
生年月日 年　　　月　　　日生

氏 名

学力の3要素について、志願者の能力の該当するところを〇で囲ってください

知識・技能 優れている ･ 良　い ･ 普　通 ･ やや劣っている ･ 劣っている

思考力・判断力・表現力 優れている ･ 良　い ･ 普　通 ･ やや劣っている ･ 劣っている

主体性をもって多様な人々と
協働して学ぶ態度

優れている ･ 良　い ･ 普　通 ･ やや劣っている ･ 劣っている

その他　指導において配慮を要すること

総　合　所　見

志願者

番 号

2022年　　　 月　　　 日

※大学記入欄

大阪医科薬科大学長　殿

下記の者を貴大学薬学部「公募制推薦入学試験」の適格者として推薦いたします。

㊞

㊞

住 所

記 載 責 任 者

校 長 名

高 等 学 校 名



高 等
学校名

氏 名

活動実績報告書 

　　　　　2022 年  月  日 

　高等学校在籍期間中に主体性をもって取り組んだ活動内容（部活動、生徒会活動など）お
よび活動期間、役割、役職などについて記入してください。 
　既卒生は高等学校卒業後の活動実績を記入しても構いません。 

本学を志望する理由または入学後の抱負等を記入してください。 

（注）活動実績報告書は、黒のボールペンを用いて、必ず自筆で記入してください。 
活動実績報告書の提出は出願条件とし、入学後の指導に用いる場合があります。 
※印欄は記入しないでください。

志願者
番 号

※



高 等
学校名

氏 名

活動実績報告書 

　　　　　2022 年  月  日 

　高等学校在籍期間中に主体性をもって取り組んだ活動内容（部活動、生徒会活動など）お
よび活動期間、役割、役職などについて記入してください。 
　既卒生は高等学校卒業後の活動実績を記入しても構いません。 

本学を志望する理由または入学後の抱負等を記入してください。 

（注）活動実績報告書は、黒のボールペンを用いて、必ず自筆で記入してください。 
活動実績報告書の提出は出願条件とし、入学後の指導に用いる場合があります。 
※印欄は記入しないでください。

志願者
番 号

※



（注）本学薬学部を志望した動機、理由等を黒のボールペンを用いて、必ず自筆で記入してください。
　　 受験番号欄および志願者番号欄を除き、記入漏れのないように注意してください。

帰国生徒特別選抜入学試験 志望理由書
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名

受
験
番
号

志
願
者
番
号

大阪医科薬科大学 薬学部 薬学科
No. 1/2



（注）本学薬学部を志望した動機、理由等を黒のボールペンを用いて、必ず自筆で記入してください。
　　 受験番号欄および志願者番号欄を除き、記入漏れのないように注意してください。

帰国生徒特別選抜入学試験 志望理由書
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号

大阪医科薬科大学 薬学部 薬学科
No. 1/2



大阪医科薬科大学 薬学部 薬学科
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No. 2/2



き　り　と　り

きりとり
令和５大学入学共通テスト成績請求票
・点線部分を切り取り、大学入学共通テスト成績請求票を
はさんでください。
・クリップ止めやビニール袋等に入れないでください。

令和５大学入学共通テスト成績請求票　はさみ込み用紙
（大学入学共通テスト利用入試）



Web出願の操作方法・支払方法に関する問合わせ先

入学試験要項や入試制度等に関する問合わせ先（薬学部）

インターネット出願サポートセンター
電話  0120-752-257
受付期間  2022年10月1日（土）～2023年3月31日（金）
受付時間  9：00～20：00

大阪医科薬科大学 入試・広報課
〒569-1094 大阪府高槻市奈佐原4丁目20番1号 阿武山キャンパス
電話  072-690-1019
https://www.ompu.ac.jp/admissions.html
p-e-exam@ompu.ac.jp


