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国

立 信州大学 
問合せ先 医学科入試事務室 

〠390-8621 長野県松本市旭３-１-１ 

☎(0263)37-2580  http:// www.shinsyuu-u.ac.jp/faculty/medcine 

 

教育目標＆特色 

 地域医療と密接な連携を図りながら信州医療の中心的役割を担っている存在で、「豊かな人間性、広い学問的視野

と課題探求能力を身につけた臨床医、医学研究者を育成するとともに、高度で個性的な医科学研究を行う」「医科学

の教育・研究と医療活動を発展させることによって地域貢献を果たし、国際交流に寄与する」というのが基本理念

のもと、次の教育目標を掲げている。①医に携わる者としての基本的な知識・技能・態度を修得させる。②医学的問

題点の把握と自発的に解決する能力を養う。③豊かな人間性と医に携わる者としての倫理観を育てる。④幅広い教

養教育を通して、人間としての教養を高める。⑤国際交流ができる外国語能力を育成する。 

 

カリキュラムの特色 

 医学部では、世界水準の医学教育を目指してカリキュラムを改変。医療者となるのにふさわしい人格形成を可能

とする充実した教育カリキュラムを用意している。１年次では、老人研究施設や障害者施設に赴き高齢者や障害者

へのケアを体験する早期体験実習、医学科と保健学科の学生が合同でチーム医療の重要性を学ぶ新入生ゼミナール、

２年次では、附属病院への来院者に付き添い診療の流れを把握するとともに患者の気持ちを知る外来患者体験実習、

附属病院の病棟に配属され、日勤および夜勤の看護師の業務を観察する看護体験実習、３年次では、医療者の発言

が患者・家族にどのような影響を与えるかについて考える遺伝カウンセリングロールプレイ実習などがあり、知識

レベルだけではない全人的な医学教育を実践している。ほかにも生命誕生の喜び体験実習や子育て体験・乳児発達

観察実習など、多彩な体験学習コースが用意されている。 

 カリキュラムのおおまかな流れをみると、入学直後から少しずつ基礎医学の勉強を始め、３年次で修了できるよ

う綿密なカリキュラムが組まれている。基礎医学は臨床医学の基礎をなす分野で、解剖学、生理学、生化学、細菌・

ウイルス学、医動物学、免疫学、病理学、薬理学が含まれる。また、法律上問題となる医学的事項を取り扱う法医学

や、疾病の予防や社会的な健康と増進を図る遺伝医学・予防医学、衛生学公衆衛生学も基礎医学に含まれている。こ

の基礎医学ではヒトの体の正常な構造や機能を支える仕組み、それが破綻して病気が生じる仕組み、そして病気を

予防・治療する方法を学ぶ。臨床医学では、系統講義、ユニット講義(それぞれの領域の疾患について内科や外科と

いった講座枠を越えて統合的に集中講義を行う形式)、少人数での問題解決討論型実習、診療参加型臨床実習が行わ

れる。臨床医学の講義の最初の部分では、心臓や消化器などの臓器や免疫系などのシステムにどのような病気があ

るのか、それぞれの病気はどのような症状を作り出すのかを学び、病気の診断に必要な身体診察の方法や臨床検査

の知識、病気の治療方法(非薬物療法、薬物療法、手術、放射線療法など)も身につけ、患者とのコミュニケーション

の取り方の勉強も行う。臨床の知識の修得は、主としてユニット講義という形式の授業で行う。ユニット講義では、

ある領域について、内科、外科、 画像医学など、関連するすべての講座の教員が授業を担当し、全体を責任者がま

とめる。４年次後期からは臨床実習が始まる。各講座(臨床全科)に５～６人のグループで配属され、外来を受診した

患者や入院している患者を受け持って、診療チームの一員として診療に参加する。臨床実習の一部は大学病院以外

に地域の病院でも行われる。５年次後期からは、臨床実習の総まとめとして選択制の診療参加型臨床実習が行われ

る。ここでは、自分が希望する診療科に原則として４週間所属して、いわば医師の「みならい」として勉強を続ける。

その後、最後の集中講義、卒業試験、国家試験への準備があって、６年間の医学部での勉強が修了する。 

 

大学ＤＡＴＡ 

◆沿革 昭和 19年に松本医学専門学校として創設。昭和 23年に松本医科大学を設置し，昭和 26年に医学部を設置

した。 

◆学部所在地 ＊松本キャンパス＝問合せ先に同じ。ｱｸｾｽＪＲ松本駅前バスターミナル①番乗り場から信大横田循

環線または浅間線で約 15分、信州大学前下車。 

◆学部学科・定員 医学部＝医学科 120名 

◆大学院 医学系研究科＝医学系専攻 40名、疾患予防医科学系専攻８名 

◆おもな付属施設 附属病院、ヒト環境科学研究支援センター、バイオメディカル研究所など。 

◆学寮 こまくさ寮・定員 184 名(男子)・144 名(女子)、芙岳寮・定員 96 名(男子・女子)。こまくさ寮は１年次の

みで他学部と共用、芙岳寮は医学科２年次以上。 
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参考資料 

●医師国家試験合格率 

区分 
全 体 新 卒 既 卒 

志願者 受験者 合格者 合格率 志願者 受験者 合格者 合格率 志願者 受験者 合格者 合格率 

2017 110 109 99 90.8% 96 96 93 96.9% 14 13 6 46.2% 

2016 125 124 109 87.9% 116 115 106 92.2% 9 9 3 33.3% 

2015 114 114 105 92.1% 100 100 94 94.0% 14 14 11 78.6% 

 

●学校納付金(2018年度) 

区 分 入学手続時 初年度総額 ２年次以降 

入学金 282,000円 282,000円 ‐ 

授業料 267,900円 535,800円 535,800円 

合 計 549,900円 817,800円 535,800円 

６年間総計 3,496.800円 

＊ほかに諸会費が必要になる。 

 

●奨学金制度 

 日本学生支援機構奨学金のほかに、地方公共団体や民間奨学団体の奨学金制度がある。 
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          2018年度入試要項            
 

募集人員 

区分 一般前期 一般後期 推薦 ＡＯ 編入学 

医学科 100 ‐ 20 ‐ ‐ 

＊推薦入試の内訳は現役 15名、浪人５名。 

 

試験日程 

試験区分 出願期間 試験日 合格発表日 手続締切日 

一般  

入試 

前期日程 １月 22 日～１月 31 日 ２月 25 日・26 日 ３月６日 ３月 15 日 

後期日程 募集しない 

推薦入試 11 月 27 日～12 月１日 12 月８日 ２月２日  ２月 14 日 

 

一般入試 

試験区分 教科 科目(→は選択科目数) 配点 時間 

ｾﾝﾀｰ試験 

国 語 国。 100 80 

地歴・公民 世Ｂ、日Ｂ、地理Ｂ、現社、倫、政経、倫政経→１。 50 60 

数 学 数Ⅰ・数Ａと、数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報→１の計２。 100 各 60 

理 科 物、化、生、地→２。 100 各 60 

外国語 英(リスニングを含む)。 100 80 

個別試験 

数 学 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ(列ベ)。 150 120 

理 科 物基・物、化基・化、生基・生→２。 150 150 

外国語 コ英Ⅰ・コ英Ⅱ・コ英Ⅲ・英表Ⅰ・英表Ⅱ。 150 90 

面 接 グループ面接。 150 ‐ 

＊面接は数名を１グループとして実施し、場合によってさらに個別面接を行うことがある。 

 

推薦入試 

 ①推薦条件＝長野県内の高校で、将来は長野県の医療を支える医師となる強い意志を持ち、人物・学力とも優秀

な成績概評Ａ段階の現役・１浪。１高校から現役は原則として４名以内、１浪は原則として２名以内。いずれも前

年度入試で推薦枠全員が合格した場合は１名を追加できる。②選考方法＝書類審査・センター試験(５教科７科目)の

成績・面接によって選考する。ただし、センター試験の成績が 900点満点の 80％以上あった者から合格者を決定す

る。面接の評価が著しく低い場合は不合格とすることがある。<センター試験> ◇国語＝国。◇地歴・公民＝世Ｂ、

日Ｂ、地理Ｂ、現社、倫、政経、倫政経から１科目選択。◇数学＝数Ⅰ・数Ａ必須、ほかに数Ⅱ・数Ｂ、簿、情報か

ら１科目選択の計２科目。◇理科＝物、化、生、地から２科目選択。◇外国語＝英(リスニングを含む)。 

 

＊合否判定 一般入試はセンター試験・個別試験の総合点で判定する。勉学意欲と医学への動機づけがあり、医学

科が求めている人物である者を総合的に評価して選抜する。面接の評価が著しく低い場合は不合格とすることがあ

る。 

＊二段階選抜 一般入試は５倍で実施する。 

＊試験場 一般・推薦＝本学松本キャンパス(ＪＲ松本駅前バスターミナル①番乗り場から信大横田循環線または浅

間線で約 15分、信州大学前下車)。 

＊受験料 一般 17,000円、推薦 17,000円 

 

入試のポイント 

一般入試は前期のみ募集する。センター試験は５教科７科目。個別試験は数学・理科・外国語の３教科＋面接。

出題意図はホームページに掲載されているが、今春の数学はデータの分析に関連する基礎的な力をみる問題、確率

および二次関数に関する基礎的な力をみる問題、三角関数およびベクトルに関する基礎的な力をみる問題、平面図

形を扱う力をみる問題、微分、積分、極限に関する力をみる問題など７題。物理は力学の基本である運動量保存の
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法則、エネルギー保存の法則、単振動、慣性系と非慣性系における運動方程式について正しく理解しているかを調

べる問題、理想気体の状態方程式や状態変化に関する基礎的な理解を問う問題、電気回路においてジュールの法則

など基本事項を理解しているかを問う問題、原子核の崩壊と核融合を題材として、放射線、半減期、質量とエネル

ギーの等価性などに関する基礎的な理解を問う問題の４題。化学は物質の燃焼や状態変化における熱化学の理解度、

化学平衡に関する理解度を評価することを意図した問題、元素としての窒素や窒素分子についての知識、およびア

ンモニアの性質についての知識を問い、その知識をもとに適切な実験装置を組み立てる能力を評価することを意図

した問題、エステルを題材として、これらの化合物の物理的、化学的性質に関する基礎知識を問い、さらに元素分

析値から分子式を決定し、官能基の性質(エステルの加水分解、銀鏡反応、ヨードホルム反応)に基づいて化学構造

を推定する力を試す問題、セルロースとセロルース繊維を例にとり、高分子化合物についての基礎的な知識と化学

反応に関する計算力を問う問題の４題。生物は生体防御の基礎知識を求める問題、植物の光合成の反応過程につい

て正しく理解できているか、植物の光合成速度と光の強さの関係について正しく理解できているかなどを問う問題

など３題。英語は英文の精読力をみる総合問題、英文の読解力を多角的にみる総合問題、英文の内容について英語

の質問に英語で答える問題、英文を読み、コンテクストや文章の展開に沿った名詞や形容詞を入れる問題の４題だ

った。総合問題は語彙力や和訳、文意を大局的に把握する問題などが出題された。配点ウエートは個別試験にウエ

ートがある。 
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         2017年度入試ＤＡＴＡ            
 

●入学者選抜実施状況                     ＊２段階選抜は第１段階不合格者数を示す。 

区分 募集人員 志願者 ２段階選抜 受験者 当初合格 追加合格 合格者 競争率 入学辞退 入学者 

前期 100 555 55 439 100 2 102 4.3 3 99 

推薦 20 64 ‐ 64 21 0 21 3.0 0 21 

 

【合格者の成績】                       カッコ内は 2016年度。 

区分 配点 最高点 最低点 平均点 

前期 1050(1050)  955.5(950.9)  861.4(807.2)  886.3(839.3) 

 

＊入学者の現浪別内訳 現役 44人、１浪 38人、その他 28人。 

 

【志願者数の推移】 

 

 

●小論文の内容 

 一般入試・推薦入試とも課さない。 

 

●面接の内容 

 一般入試・推薦入試とも実施する。一般入試は数名を１グループとするグループ面接で、必要があれば、その後

個別面接を行う。推薦入試は個別面接を行う。面接の評価が著しく低い場合は不合格とすることがある。 
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