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国

立 九州大学 
問合せ先 学務課医学学生係 

〠812-8582 福岡市東区馬出３-１-１ 

☎(092)642-6020 http://www.med.kyushu-u.ac.jp/ 

 

教育目標＆特色 

 一世紀を超える伝統に培われた医学部には、世界の医学界に誇る数多くの研究業績がある。病院地区キャンパス

には医学部、歯学部、薬学部、九大病院、生体防御医学研究所を擁し、21世紀の医療を支える研究・教育が共同し

て行われている。九大病院は、全国の大学病院の中で最大級の規模を誇り、多くの高度先進医療技術の開発に携わ

っている。教育面では医療系統合教育センターと連携して、常にカリキュラムの問題点を見直しながら、時代に即

した医学教育を提供している。生体防御医学研究所は生体の恒常性を維持するために重要な生体防御を研究テーマ

に据え、生命現象の本質に迫る基礎研究を展開するとともに、生体防御機構の破綻による疾患の発生機序の解明と

診断、治療法の確立を目指した研究を展開している。 

 

カリキュラムの特色 

 医学科に入学すると、最初の１年間は伊都キャンパスで学び、２年次からは病院キャンパスに移って本格的な医

学の勉強を開始する。１年次で学ぶ基幹教育は、基本的知識の習得をベースにするものの、それらを活かし、自ら

問いを立て新たな知を創造・発見・解決していくための学び方・考え方を身に付ける。２年次から始まる専攻教育

は、将来の我が国の医学研究・教育と先端医療を支える人材の育成を目指している。 医学研究者には旺盛な探究心

と独創性に富んだ発想が重要であり、臨床医には診療の実力と病気とともに闘う患者に寄り添う良き援助者である

ことが重要であり、両者には生涯に渡る能動的な学習の継続が必要である。医学科のカリキュラムは、医学の知識、

倫理観を基盤とし、そうした能力を身に付けることを目標としている。１年次の医学入門では、医学生としての自

覚を芽生えさせるために大学病院等における臨床医学の見学、医療・介護施設の体験実習を実施している。その後、

医学の基礎となる生物学や人体の構造の概略を学ぶ。２年次では解剖学、生理学、生化学など生命の恒常性を保つ

仕組みを勉強する。さらに種々の病気を理解するための基礎となる疾病基礎医学が始まり、３年次まで続く。３年

次後期から４年次前期にかけて臨床医学の講義が行われ、病気の原因、診断、治療法などを勉強する。４年次後期

からは臨床医学基本実習が始まり、患者とのコミュニケーションの取り方、病歴の聴取、基本的診断法などを学ぶ。

同時に社会医学Ⅰも始まる。４年次の後半から５年次では臨床医学実習が始まる。これは各臨床診療科に１週間か

ら２週間配置され、指導教員の指導のもとで実際に患者を診察し、病気を学んでいくもので、各診療科にまたがる

幅広い横断的な知識を学ぶための臨床総括講義はこの時期に開講される。６年次では、医師としての仕上げを行う

総合医科学が始まる。５週間の基礎・臨床研究室配属では、それぞれ与えられた研究テーマに沿って基礎あるいは

臨床の場で進められている研究の実際を勉強する。その後の臨床医学選択コース(クリニカル・クラークシップ)で

は、選択した４つの臨床診療科を４週間ずつ回り、臨床医学実習の時よりさらに実践的な臨床医学を学ぶ。このコ

ースでは九大病院でなく、学外や外国の病院を選択することも可能である。その後、社会医学Ⅱを勉強し、総合試

験、卒業試験に合格すると医学部卒業の要件を満たし、医師国家試験を受験する。 

 

大学ＤＡＴＡ 

◆沿革 明治 36 年代に京都帝国大学福岡医科大学として創設。九州帝国大学医科大学を経て、昭和 24 年に医学部

を設置した。 

◆学部所在地 ＊病院キャンパス(専門教育)＝問合せ先に同じ。ｱｸｾｽ地下鉄箱崎線で馬出九大病院前下車、徒歩５

分。ＪＲ鹿児島本線吉塚駅下車、徒歩 10分。 

＊伊都キャンパス(全学教育)＝〠819-0395 福岡市西区元岡 744 ｱｸｾｽＪＲ九大学研都市駅から昭和バスでビッグ

オレンジ前下車。ＪＲ博多駅・西鉄福岡駅から西鉄バスでビッグオレンジ前下車。 

◆学部学科・定員 医学部＝医学科 111名 

◆大学院 医学系学府＝医学専攻 107名 

◆おもな付属施設 大学病院，生体防御医学研究所、胸部疾患研究施設、心臓血管研究施設、脳神経病研究施設な

ど。 

◆学寮 ドミトリーⅡ・定員 242名(男子・女子)、貝塚寮・定員 78名(女子)、松原寮・定員 300名(男子)。いずれ

も他学部と共用。 
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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 118 117 109 93.2% 102 102 98 96.1% 16 15 11 73.3% 

2016 116 114 99 86.8% 106 105 92 87.6% 10 9 7 77.8% 

2015 124 123 113 91.9% 111 111 105 94.6% 13 12 8 66.7% 

 

●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 帰国子女 編入学 

医学科 111 ‐ ‐ ‐ 若干 ‐ 

 

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８日 ３月 15 日 

後期日程 募集しない 

 

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、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 生と、物、化→１の計２。 100 各 60 

外国語 英(リスニングを含む)、独、仏、中、韓→１。 100 80 

個別試験 

数 学 数Ⅰ・数Ⅱ・数Ⅲ・数Ａ・数Ｂ(列ベ)。 250 150 

理 科 物基・物、化基・化の計２。 250 150 

外国語 コ英Ⅰ・コ英Ⅱ・コ英Ⅲ・英表Ⅰ・英表Ⅱ、独、仏→１。 200 120 

 

帰国子女入試 書類審査・学力検査(数学・理科・英語)・小論文・面接によって選考する。 

 

＊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。ただし、各教科・科目の得点が平均点の３

分の１以下の場合は原則として不合格とする。最下位に同点者がいる場合は原則として合格と判定する。 

＊二段階選抜 一般入試は約４倍で実施する。 

＊試験場 一般＝本学病院キャンパス(地下鉄箱崎線で馬出九大病院前下車、徒歩５分。ＪＲ鹿児島本線吉塚駅下車、

徒歩 10分)。 

＊受験料 17,000円 

 

入試のポイント 

一般入試は前期日程のみ募集する。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。配

点ウエートはセンター試験 450点、個別試験 700点。配点ウエートの高い個別試験がポイントとなるが、なかでも

配点の高い数学と理科が合否を左右する。各教科とも幅広い知識が要求されるから、教科書の徹底理解の上に、過

去問を研究するなど十分な対応策を講じておきたい。今春の数学は(1)面積、(2)空間ベクトル、(3)整数、(4)確率、

数列、(5)複素数の５題、物理は(1)力学(力学的エネルギー保存則、運動エネルギー変化と仕事、放物運動など)、

(2)電磁気(電流、磁場、等速円運動、静電気力など)、(3)波動、原子物理、光の反射、光波の干渉などの３題、化

学は(1)ニホニウム、銅、マグネシウム、亜鉛の電子配置など、(2)難溶性電解質の溶液の沸点上昇、凝固点降下を

題材とした計算問題、(3)NH₃の分子構造、分子間力、アンモニアソーダ―法など、(4)分子式、アルケンの誘導体の

構造決定、(5)グルコースを原料としたアルコール発酵の５題、生物は(1)代謝、進化、(2)免疫、(3)動物の発生、

(4)細胞と分子、(5)系統の５題、英語は(1)読解問題(学際的研究における問題解決型学習)、(2)読解問題(航空機

をインターネット通信委用いる)、(3)読解問題(ヒトと生態系)、(4)英作文(外国人観光客の日本での体験)、(5)和

文英訳(宇宙飛行士から若者への言葉)の５題が出題された。読解問題については英文の構造を正確に把握し、日本

語に置き換える練習をやっておきたい。 

 

 

 



九州大学 2018 年度受験ガイド 

4/4 

         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 

前期日程 111 342 0 332 112 0 112 3.0 0 112 

帰国子女 若干 6 ‐ 1 0 0 0 0.0 0 0 

 

【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 1150(1150) 1030.80(1052.6) 891.40(895.0) 941.01(942.74) 

 

＊入学者の現浪別内訳 現役 53人、浪人 59人。 

＊入学者の男女別内訳 男子 92人、女子 20人。 

＊入学者の出身地別内訳 福岡 76人、鹿児島９人、宮崎４人、山口・熊本・大分各３人、千葉・東京・徳島・長崎

各２人、福井・兵庫・鳥取・愛媛・佐賀・その他各１人。 

 

【志願者数の推移】 

 

 

●小論文の内容 

 一般入試は課さない。帰国子女入試で課す。 

 

●面接の内容 

 一般入試は実施しない。帰国子女入試で実施する。面接に際して基礎的な学力について試験を行うことがある。 
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