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修士課程入学試験日程等

事　　項 日　　　　程

出願資格審査申請 令和４年７月５日（火）まで

出願期間 ７月19日（火）～７月25日（月）午後５時まで

受験票発送 ８月８日（月）頃

試験期日
８月22日（月）

試験予備日：８月23日（火）

合格者発表 ９月13日（火）午前10時頃

入
学
手
続

来学する場合
令和５年３月１日（水）～３月３日（金）

午前９時～午後５時

郵送する場合 令和５年３月３日（金）午後５時必着

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、日程変更の可能性があります。
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・保健学専攻（看護学分野・医用量子線科学分野・検査技術科学分野）

１．アドミッション・ポリシー（求める学生像）
　保健学専攻の学生には、幅広い人間性と高い倫理観を持ち、生命の尊厳や病む人の心を理解する深い感性を
有することが求められる。

　修士課程においては、（１）教育を受けるための基礎学力を持ち、より深い専門性と倫理的思考方法を修得
すること。（２）多面的に考え、客観的に批判し、自分の言葉で人に伝える資質を有し、保健・医療・福祉に
おける科学的知識や論理的思考方法を学び、研究マインドを持った実践現場における指導者として、その成果
を地域および国際社会の健康増進に寄与する意欲があること。（３）保健学に対する強い興味と本質への高い
追及意欲を持ち、主体的勉学と自己啓発に積極的であることが必要である。

看護学分野：看護学分野の高度な専門的知識を習得し、質の高い看護実践に寄与するための研究マインドを
持っている者。さらに、将来、当該分野における実践現場における指導者や組織のリーダーとして国民の健康
増進に寄与することに強い意志があること。

医用量子線科学分野：放射線技術科学分野および医学物理学分野の高度な専門的知識を習得し、研究マインド
を持った将来のリーダーを目指す高度な医療人を目指す人材を求める。

検査技術科学分野：検査技術科学分野の高度な専門的知識を習得し、研究マインドを持ち、将来検査技術科学
分野のリーダーとなる高度な医療人を目指す人材を求める。

２．専攻及び募集人員等
専　　攻 分　　　野 募　集　人　員

保　健　学
看 護 学
医 用 量 子 線 科 学
検 査 技 術 科 学

20名

３．出願資格
　出願できる者は、次のいずれかに該当する者とします。

①　大学を卒業した者及び令和５年３月までに卒業見込みの者
②　学校教育法第104条第７項の規定により、大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者

及び令和５年３月までに授与される見込みの者
③　外国において、学校教育における16年の課程を修了した者及び令和５年３月修了見込みの者
④　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育

における16年の課程を修了した者及び令和５年３月修了見込みの者
⑤　我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了した

とされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設で
あって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者

⑥　外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関
係機関の認証を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）にお
いて、修業年限が３年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目
を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置
付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学
士の学位に相当する学位を授与された者

⑦　専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準を満たすも
のに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び令和５
年３月修了見込みの者

⑧　文部科学大臣の指定した者（昭和28年２月７日文部省告示第５号参照）
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⑨　令和５年３月31日までに大学に３年以上在学し、又は外国において学校教育法における15年の課程を修
了し、本学府において、所定の単位を優れた成績をもって修得した者と認めた者

⑩　本学府において、個別の出願資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
で、22歳に達した者及び令和５年３月までに22歳に達する者

・ 上記⑩は短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校等の卒業者（修了者）等を示す。
・ 出願資格⑨及び⑩で出願する者は、出願に先立ち、個別の出願資格審査が必要ですので、４ペー

ジ「９．個別の出願資格審査」の項を参照してください。

４．入学願書受付期間及び提出先
⑴　令和４年７月19日（火）～７月25日（月）午後５時まで
　　郵送による場合も同上同時刻までに必着とします（書留郵便）
⑵　提出先　〒812-8582　福岡市東区馬出３丁目１番１号
 九州大学医系学部等学務課　保健学学生係
 電話　092－642－6680

５．出願書類
　志願者は下記の表に示す「出願書類」を一括取り揃え、所定の期日までに本学医系学部等学務課保健学学生
係に提出してください。
　なお、本学医学部保健学科在学者は④、⑤の書類は不要です。
　出願書類一覧

出　願　書　類 摘　　　　　　要

①入学願書 本学府所定の用紙で提出してください。

②志願理由書 本学府所定の用紙で提出してください。

③受験票・写真票 本学府所定の用紙で提出してください。

④成績証明書 出身大学（学部）長が作成したものとします。大学以外の短期大学等につい
ては、最終学校長が証明したものです。

⑤卒業（見込）証明書 出身大学（学部）長が証明したものとします。 大学以外の短期大学等につい
ては、最終学校長が証明したものです。

⑥学位授与証明書 大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者のみ提出してく
ださい。

⑦英語資格試験スコア証
明書（令和２年４月１日
以降に受験したもの）

ケンブリッジ英語検定、実用英語技能検定、GTEC、IELTS、TEAP、TEAP 
CBT、TOEFL iBT、TOEIC（L&R）、 TOEIC（S&W） のいずれかのスコアの
原本を提出してください。提出された原本は、確認後、受験票送付時に返送
します。
※ TOEFL-ITP及びTOEIC-IPの成績は利用できません。

⑧受験及び就学承諾書
　（社会人のみ）

出願時に在職中の者で在職のまま入学を予定している者は、勤務先所属長が 
作成した受験及び就学承諾書（本学府所定の様式）を提出してください。

⑨在職期間証明書
　（社会人のみ）

在職期間及び職種について、今現在の勤務先所属長が作成した証明書（様式
任意）を提出してください。

⑩外国人登録済証明書
　（外国人のみ）

外国人登録原票記載事項証明書（市区町村長が発行したもの。）又は旅券の写
しを提出してください。
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⑪受験票送付用封筒 郵便番号、住所、氏名を明記し、344円切手（速達）を貼ってください。

⑫宛名票 本要項に添付の所定用紙に郵便番号、住所、氏名を明記してください。

⑬検定料

　入学検定料　30,000円の納付方法は以下のとおりです。
　e－支払サイト（https://e-shiharai.net/）へ事前申込の上、①コンビニエン
スストア、または②クレジットカードにより納付願います。（海外から納付の
場合は、②のみ。）
　納付方法の詳細は、本要項巻末参考資料として綴込みの「九州大学コンビ
ニエンスストア・クレジットカード・中国決済での入学検定料払込方法」を
参照してください。

【①コンビニエンスストアで決済した場合】
「収納証明書」を綴込みの「収納証明書」貼付用台紙に貼付し、出願書類と
共に提出してください。

【②クレジットカード決済した場合】
「『受付完了画面』をプリントアウトした用紙」を出願書類と共に提出して
ください。（支払額が明記されているもの。）

　なお、検定料納付可能期間は、令和４年７月13日（水）～令和４年７月25
日（月）です。
　また、振込手数料は、志願者本人の負担となります。

（お願い）
※ 　e－支払サイトにおける手順等に関するご質問については、同サイト上の「FAQ」

または「よくある質問」（https://e-shiharai.net/Syuno/FAQ.html）を参照した上
で、イーサービスサポートセンターへ問い合わせてください。

（注）１． 各証明書の姓が旧姓となっている場合は、現在の姓との関係を証明できる公的文書（戸籍抄本等）
を添付してください。

　　  ２．社会人とは、フルタイムあるいはそれに準ずる職を有する者を指す。
　　  ３．外国人とは、日本国籍以外の国籍を有する者を指す。

６．事前相談
・出願希望者は出願前に、13、14ページの参考資料の研究指導教員の研究テーマに記載された事前相談窓口

教員とメールで連絡を取り、入学後の研究等について必ず相談を行ってください。
また、各教員の研究テーマについても、参考資料を参照してください。

７．出願上の注意事項
・出願書類に不備がある場合は原則として受理しません。
・出願書類の記入にあたっては、黒色ボールペンを使用し、正しく記入してください。
・出願後の書類の内容変更はできません。ただし、氏名、住所、電話番号に変更のあった場合は、本学医系

学部等学務課保健学学生係まで連絡してください。
・一度受理した出願書類及び入学検定料は理由の如何にかかわらず返還しません。
・出願書類に虚偽の記載をした場合には、入学決定後であっても入学許可を取り消すことがあります。

８．社会人学生に対する教育的配慮等の特別措置
⑴　一部の講義については、Web学習システム、電子メール、ＩＴ教材などの活用や開講時期の工夫（集

中講義など）を行う。

⑵　長期履修学生制度
　フルタイムの職を有する者で、標準修業年限（２年間）を超えて３年間にわたり計画的に教育課程を履
修し、課程を修了することを入学手続時に申し出た者は、その計画的な履修を認めることがあります。こ
の場合、授業料は２年分を３年間で分納することができます。ただし、計画した履修期間経過後は通常の
授業料267,900円｛年額535,800円｝（予定額）になります。
※同制度による履修認定後の履修期間の変更は認めません。
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９．個別の出願資格審査
　個別の資格審査により出願しようとする者は、次のとおり出願資格の審査を行います。

⑴　提出期限 令和４年７月５日（火）午後５時までに必着とします。（書留速達郵便）
⑵　提出先 〒812-8582　福岡市東区馬出３丁目１番１号
  九州大学医系学部等学務課　保健学学生係
⑶　審査の結果

・令和４年７月８日（金）頃までに本人あてに郵送で通知します。
・認定された者は、所定の期間内に出願手続きをしてください。

⑷　提出書類

提　出　書　類 摘　　　　　　　要
①出願資格審査申請書 本学府所定の用紙で提出してください。
②成績証明書 最終学校長が作成したものとします。
③卒業（見込）証明書 最終学校長が作成したものとします。

④免許証（写） 看護師、助産師、保健師、診療放射線技師又は臨床検査技師の免許証を　　
所持する者は（写）を提出してください。

⑤出身学校の規程等 卒業要件の記載されたもの等を提出してください。

⑥在職期間証明書 在職期間及び職種について、今現在の勤務先所属長が作成した証明書（様式
任意）を提出してください。

⑦返信用封筒 定形型封筒に344円切手（速達）を添付し、郵便番号、送付先住所、氏名を明
記したものを提出してください。

（注）封筒の表に「出願資格認定申請書在中」と朱書し必ず書留速達郵便とすること

10．入学者選抜方法
　学力検査、提出書類等により総合的に審査します。

（注）１．試験場及び試験室は試験前日に確認しておいてください。
２．受験者は、試験開始30分前までに所定の試験場（試験室）に集合してください。
３．試験当日は、本学府から交付した受験票を必ず持参してください。

11．入学試験の日時及び試験会場等
試　験　日 試験科目等 時　　間 試　験　場

令和４年　　
８月22日（月）

専 門 科 目 ９：00 ～ 10：30 九州大学
医  学  部
保健学科

英語（小論文） 11：00 ～ 12：30
面 　 　 接 13：30 ～ 　　　

試験予備日：８月23日（火）
　　　台風等の不測の事態により、上記日程での試験実施が困難となった際の予備日とする。

（注）１．専門科目は、各分野から出題されます。（解答は日本語）
　　　２．英語（小論文）科目は、各分野共通問題です。（解答は日本語）
　　　３．英語（小論文）科目は、英語辞書（一冊）持ち込み可、電子辞書の持ち込みは不可です。
　　　４．外国人の面接は日本語で行います。

12．合格発表
　令和４年９月13日（火）午前10時頃

・保健学科本館１階の大学院掲示板に掲示するとともに、本人に合否を通知します。
・電話等による合否の問い合わせには、一切応じません。
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13．入学手続等
　入学手続の概要は次のとおりです。詳細については、合格者に２月頃通知します。

⑴　入学手続期間及び場所
・ 本学医系学部等学務課保健学学生係（保健学科本館１階）に来学のうえ、手続きを行ってください（郵

送可）。
持参の場合　令和５年３月１日（水）～３月３日（金）の午前９時～午後５時（土日曜を除く）
郵送の場合　令和５年３月３日（金）午後５時必着
 手続き先 〒812-8582　福岡市東区馬出３丁目１番１号
  九州大学医系学部等学務課　保健学学生係
  電話　092－642－6680

※ 入学を辞退する場合は「入学辞退届（様式自由）」に自筆で①辞退の理由（他大学への進学等）②署名・
捺印し、３月３日（金）午後５時必着で提出（郵送可）願います。

⑵　入学に要する経費
・入学金：282,000円（予定額）
・授業料：267,900円｛年額535,800円｝（予定額）
入学料及び授業料の改定が行われた場合は、改定時から新入学料及び新授業料を適用します。

（注１）納入した入学料は、いかなる理由があっても返還しません。
（注２）授業料は、入学後に納入することになります。
（注３）長期履修学生制度利用希望者は、８．⑵長期履修学生制度を参照してください。

14．修了要件
　原則として２年以上在学し、指定の授業科目から30単位以上を修得し、必要な研究指導を受けた上、修士論
文を在学期間内に提出して、その審査及び最終試験に合格しなければなりません。
　なお、本専攻修士課程修了者のうち、看護学分野修了者には、「修士（看護学）」を、医用量子線科学分野及
び検査技術科学分野修了者には、「修士（保健学）」の学位を授与します。

15．個人情報の取扱い
⑴　出願書類で得られた個人情報は、入学者選抜業務に利用します。
⑵　入学者選抜で利用した成績等の個人情報は個人が特定できない形で本学における入学者選抜に関する調

査研究で利用します。
⑶　出願書類に記載の個人情報は「独立行政法人等の保有する個人情報保護に関する法律」第９条に規定さ

れている場合を除き、出願者本人の同意を得ることなく他の目的で利用又は第三者に提供することはあり
ません。

16．障害等のある入学志願者について
　本学では、障害等のある者に対して、受験上及び修学上必要な配慮を行う場合があり、そのための相談を受
け付けています。
　受験上の配慮については、内容によって対応に時間を要することもありますので、出願前できるだけ早い時
期に「問い合わせ先」まで相談してください。

17．その他
・受験票の発送は、令和４年８月８日（月）頃までに行います。

※　不明な点や質問がある場合は、下記までお問い合わせください。
　（問い合わせ先）
　　〒812-8582･ 福岡市東区馬出３丁目１番１号
･ 九州大学医系学部等学務課　保健学学生係　ijghoken@jimu.kyushu-u.ac.jp
･ 電話　092－642－6680
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・保健学専攻（助産学コース）

１．アドミッション・ポリシー（求める学生像）
　保健学専攻の学生には、幅広い人間性と高い倫理観を持ち、生命の尊厳や病む人の心を理解する深い感性を
有することが求められる。

　修士課程においては、（１）教育を受けるための基礎学力を持ち、より深い専門性と倫理的思考方法を修得
すること。（２）多面的に考え、客観的に批判し、自分の言葉で人に伝える資質を有し、保健・医療・福祉に
おける科学的知識や論理的思考方法を学び、研究マインドを持った実践現場における指導者として、その成果
を地域および国際社会の健康増進に寄与する意欲があること。（３）保健学に対する強い興味と本質への高い
追及意欲を持ち、主体的勉学と自己啓発に積極的であることが必要である。

　また、本コースでは、看護学および助産学分野の高度な専門的知識を習得し、質の高い看護実践に寄与する
ための研究マインドを持っている者。さらに、将来、当該分野における実践現場における指導者や組織のリー
ダーとして国民の健康増進に寄与することに強い意志があること。

２．専攻及び募集人員等
専　　攻 分野・コース 募　集　人　員

保健学専攻 助 産 学 コ ー ス ７名

３．出願資格
　助産学コースを志願ができる者は、下記の出願資格のいずれかに該当し、入学時に看護師免許を有する女子
とします。

①　大学を卒業した者及び令和５年３月までに卒業見込みの者
②　学校教育法第104条第７項の規定により、大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者

及び令和５年３月までに授与される見込みの者
③　外国において、学校教育における16年の課程を修了した者及び令和５年３月修了見込みの者
④　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育

における16年の課程を修了した者及び令和５年３月修了見込みの者
⑤ 我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了した

とされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設で
あって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者

⑥　外国の大学その他の外国の学校（その教育研究活動等の総合的な状況について、当該外国の政府又は関
係機関の認証を受けたもの又はこれに準ずるものとして文部科学大臣が別に指定するものに限る。）にお
いて、修業年限が３年以上である課程を修了すること（当該外国の学校が行う通信教育における授業科目
を我が国において履修することにより当該課程を修了すること及び当該外国の学校教育制度において位置
付けられた教育施設であって前号の指定を受けたものにおいて課程を修了することを含む。）により、学
士の学位に相当する学位を授与された者

⑦　専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準を満たすも
のに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び令和５
年３月修了見込みの者

⑧　文部科学大臣の指定した者（昭和28年２月７日文部省告示第５号参照）
⑨　令和５年３月31日までに大学に３年以上在学し、又は外国において学校教育法における15年の課程を修

了し、本学府において、所定の単位を優れた成績をもって修得した者と認めた者
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⑩　本学府において、個別の出願資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
で、22歳に達した者及び令和５年３月までに22歳に達する者

・ 上記⑩は短期大学、高等専門学校、専修学校、各種学校等の卒業者（修了者）等を示す。
・ 出願資格⑨及び⑩で出願する者は、出願に先立ち、個別の出願資格審査が必要ですので、９ペー

ジ「９．個別の出願資格審査」の項を参照してください。

４．入学願書受付期間及び提出先
⑴　令和４年７月19日（火）～７月25日（月）午後５時まで
　　郵送による場合も同上同時刻までに必着とします（書留郵便）
⑵　提出先 〒812-8582　福岡市東区馬出３丁目１番１号
 九州大学医系学部等学務課　保健学学生係
 電話　092－642－6680

５．出願書類
　志願者は下記の表に示す「出願書類」を一括取り揃え、所定の期日までに本学医系学部等学務課保健学学生
係に提出してください。
　なお、本学医学部保健学科在学者は④、⑤の書類は不要です。　
　出願書類一覧

出　願　書　類 摘　　　　　　要

①入学願書 本学府所定の用紙で提出してください。

②志願理由書 本学府所定の用紙で提出してください。

③受験票・写真票 本学府所定の用紙で提出してください。

④成績証明書 出身大学（学部）長が作成したものとします。大学以外の短期大学等につい
ては、最終学校長が証明したものです。

⑤卒業（見込）証明書 出身大学（学部）長が証明したものとします。 大学以外の短期大学等につい
ては、最終学校長が証明したものです。

⑥学位授与証明書 大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者のみ提出してく
ださい。

⑦英語資格試験スコア証
明書（令和２年４月１日
以降に受 験したもの）

ケンブリッジ英語検定、実用英語技能検定、GTEC、IELTS、TEAP、TEAP 
CBT、TOEFL iBT、TOEIC（L&R）、 TOEIC（S&W） のいずれかのスコアの
原本を提出してください。提出された原本は、確認後、受験票送付時に返送
します。
※ TOEFL-ITP及びTOEIC-IPの成績は利用できません。

⑧受験及び就学承諾書
　（社会人のみ）

出願時に在職中の者で在職のまま入学を予定している者は、勤務先所属長が 
作成した受験及び就学承諾書（本学府所定の様式）を提出してください。

⑨在職期間証明書
　（社会人のみ）

在職期間及び職種について、今現在の勤務先所属長が作成した証明書（様式
任意）を提出してください。

⑩外国人登録済証明書
　（外国人のみ）

外国人登録原票記載事項証明書（市区町村長が発行したもの。）又は旅券の写
しを提出してください。

⑪受験票送付用封筒 郵便番号、住所、氏名を明記し、344円切手（速達）を貼ってください。
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⑫宛名票 本要項に添付の所定用紙に郵便番号、住所、氏名を明記してください。

⑬ 看護師免許証（写）又
は登録済証明書（写）

出願時に看護師免許を有する者は看護師免許証（写）を提出すること。看護
師免許取得見込みの者は国家試験終了後、すみやかに厚生労働省発行の登録
済証明書（写）を提出してください。
提出しなかった場合は、入学を取り消すことがあります。

⑭検定料

　入学検定料　30,000円の納付方法は以下のとおりです。
　e－支払サイト（https://e-shiharai.net/）へ事前申込の上、①コンビニエン
スストア、または②クレジットカードにより納付願います。（海外から納付の
場合は、②のみ。）
　納付方法の詳細は、本要項巻末参考資料として綴込みの「九州大学コンビ
ニエンスストア・クレジットカード・中国決済での入学検定料払込方法」を
参照してください。

【①コンビニエンスストアで決済した場合】
「収納証明書」を綴込みの「収納証明書」貼付用台紙に貼付し、出願書類と
共に提出してください。

【②クレジットカード決済した場合】
「『受付完了画面』をプリントアウトした用紙」を出願書類と共に提出して
ください。（支払額が明記されているもの。）

　なお、検定料納付可能期間は、令和４年７月13日（水）～令和４年７月25
日（月）です。
　また、振込手数料は、志願者本人の負担となります。

（お願い）
※ 　e－支払サイトにおける手順等に関するご質問については、同サイト上の「FAQ」

または「よくある質問」（https://e-shiharai.net/Syuno/FAQ.html）を参照した上
で、イーサービスサポートセンターへ問い合わせてください。

（注）１． 各証明書の姓が旧姓となっている場合は、現在の姓との関係を証明できる公的文書（戸籍抄本等）
を添付してください。

　　  ２．社会人とは、フルタイムあるいはそれに準ずる職を有する者を指す。
　　  ３．外国人とは、日本国籍以外の国籍を有する者を指す。

６．事前相談
　出願希望者は、出願前に、事前相談窓口教員と連絡を取り、入学後の研究等について、必ず相談を行ってく
ださい。
　事前相談窓口教員：諸隈誠一 教授（連絡先メールアドレスは、13ページを参照のこと）

７．出願上の注意事項
・出願書類に不備がある場合は原則として受理しません。
・出願書類の記入にあたっては、黒色ボールペンを使用し、正しく記入してください。
・出願後の書類の内容変更はできません。ただし、氏名、住所、電話番号に変更のあった場合は、本学医系

学部等学務課保健学学生係まで連絡してください。
・一度受理した出願書類及び入学検定料は理由の如何にかかわらず返還しません。
・出願書類に虚偽の記載をした場合には、入学決定後であっても入学許可を取り消すことがあります。

８．社会人学生に対する教育的配慮等の特別措置
⑴　令和５年４月時点で、医療・保健・福祉施設，教育研究機関，官公庁，企業等において、専門的な実務

経験を有し、入学後もその身分を継続する社会人（フルタイムあるいはそれに準ずる職を有する者）は、
大学院での学修を容易とするための「大学院設置基準第14条に基づく教育方法の特例」の制度を活用する
ことができます。

・第14条適用希望者は、入学願書の第14条適用希望有無欄に○印で表記してください。
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※　参考：大学院設置基準第14条（昭和49年文部省令第28号抜粋）
第14条 　大学院の課程においては、教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他
特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができ
る。

　また、一部の講義については、Web学習システム、電子メール、ＩＴ教材などの活用や開講時期の工
夫（集中講義など）を行う。

⑵　長期履修学生制度
　フルタイムの職を有する者で、標準修業年限（２年間）を超えて３年間にわたり計画的に教育課程を履
修し、課程を修了することを入学手続時に申し出た者は、その計画的な履修を認めることがあります。こ
の場合、授業料は２年分を３年間で分納することができます。ただし、計画した履修期間経過後は通常の
授業料267,900円｛年額535,800円｝（予定額）になります。
　※同制度による履修認定後の履修期間の変更は認めません。

９．個別の出願資格審査
　個別の資格審査により出願しようとする者は、次のとおり出願資格の審査を行います。

⑴　提出期限 令和４年７月５日（火）午後５時までに必着とします。（書留速達郵便）
⑵　提出先 〒812-8582　福岡市東区馬出３丁目１番１号
  九州大学医系学部等学務課　保健学学生係
⑶　審査の結果

・令和４年７月８日（金）頃までに本人あてに郵送で通知します。
・認定された者は、所定の期間内に出願手続きをしてください。

⑷　提出書類

提　出　書　類 摘　　　　　　　要

①出願資格審査申請書 本学府所定の用紙で提出してください。

②成績証明書 最終学校長が作成したものとします。

③卒業（見込）証明書 最終学校長が作成したものとします。

④免許証（写） 看護師、保健師の免許証を所持する者は（写）を提出してください。

⑤出身学校の規程等 卒業要件の記載されたもの等を提出してください。

⑥在職期間証明書
　（社会人のみ）

在職期間及び職種について、今現在の勤務先所属長が作成した証明書　（様式
任意）を提出してください。

⑦返信用封筒 定形型封筒に344円切手（速達）を添付し、郵便番号、送付先住所、氏名を明
記したものを提出してください。

（注）封筒の表に「出願資格認定申請書在中」と朱書し必ず書留速達郵便とすること

10．入学者選抜方法
　学力検査、提出書類等により総合的に審査します。

（注）１．試験場及び試験室は試験前日に確認しておいてください。
２．受験者は、試験開始30分前までに所定の試験場（試験室）に集合してください。
３．試験当日は、本学府から交付した受験票を必ず持参してください。
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11．入学試験の日時及び試験会場等

試　験　日 試験科目等 時　　間 試　験　場

令和４年　　
８月22日（月）

専 門 科 目 ９：00 ～ 10：30 九州大学
医  学  部
保健学科

英語（小論文） 11：00 ～ 12：30

面 接 13：30 ～ 　　　
試験予備日：８月23日（火）
　台風等の不測の事態により、上記日程での試験実施が困難となった際の予備日とする。

（注）１．専門科目と英語（小論文）科目の解答は、日本語です。
　　　２．専門科目は、看護学全般から出題されます。
　　　３．英語（小論文）科目は、英語辞書（一冊）持ち込み可、電子辞書の持ち込みは不可です。
　　　４．外国人の面接は日本語で行います。

12．合格発表
　令和４年９月13日（火）午前10時頃

・保健学科本館１階の大学院掲示板に掲示するとともに、本人に合否を通知します。
・電話等による合否の問い合わせには、一切応じません。

13．入学手続等
　入学手続の概要は次のとおりです。詳細については、合格者に２月頃通知します。

⑴　入学手続期間及び場所
本学医系学部等学務課保健学学生係（保健学科本館１階）に来学のうえ、手続きを行ってください（郵送
可）。
持参の場合　令和５年３月１日（水）～３月３日（金）の午前９時～午後５時（土日曜除く）
郵送の場合　令和５年３月３日（金）午後５時必着
 手続き先 〒812-8582　福岡市東区馬出３丁目１番１号
  九州大学医系学部等学務課 保健学学生係
  電話　092－642－6680
※ 入学を辞退する場合は「入学辞退届（様式自由）」に自筆で①辞退の理由（他大学への進学等）②署名・

捺印し、３月３日（金）午後５時必着で提出（郵送可）願います。
⑵　入学に要する経費

・入学金：282,000円（予定額）
・授業料：267,900円｛年額535,800円｝（予定額）
入学料及び授業料の改定が行われた場合は、改定時から新入学料及び新授業料を適用します。

（注１）納入した入学料は、いかなる理由があっても返還しません。
（注２）授業料は、入学後に納入することになります。
（注３）長期履修学生制度利用希望者は、８．⑵長期履修学生制度を参照してください。

14．修了要件
　原則として２年以上在学し、指定の授業科目から30単位以上を修得し、必要な研究指導を受けた上、修士論
文を在学期間内に提出して、その審査及び最終試験に合格しなければなりません。
　なお、本コース修士課程修了者には、「修士（看護学）」の学位を授与します。

 15．助産師国家試験の受験資格について
　助産師国家試験の受験資格には、助産学コース修了要件の30単位以外に、助産師国家試験資格取得科目の31
単位の修得が必要です。
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16．個人情報の取扱い
⑴　出願書類で得られた個人情報は、入学者選抜業務に利用します。
⑵　入学者選抜で利用した成績等の個人情報は個人が特定できない形で本学における入学者選抜に関する調

査研究で利用します。
⑶　出願書類に記載の個人情報は「独立行政法人等の保有する個人情報保護に関する法律」第９条に規定さ

れている場合を除き、出願者本人の同意を得ることなく他の目的で利用又は第三者に提供することはあり
ません。

17．障害等のある入学志願者について
　本学では、障害等のある者に対して、受験上及び修学上必要な配慮を行う場合があり、そのための相談を受
け付けています。
　受験上の配慮については、内容によって対応に時間を要することもありますので、出願前できるだけ早い時
期に「問い合わせ先」まで相談してください。

18．その他
・受験票の発送は、令和４年８月８日（月）頃までに行います。

※　不明な点や質問がある場合は、下記までお問い合わせください。
　　（問い合わせ先）
　　〒812-8582　福岡市東区馬出３丁目１番１号
･ 九州大学医系学部等学務課･保健学学生係　　ijghoken@jimu.kyushu-u.ac.jp
･ 電話　092－642－6680
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参考資料 　　
指導教員の研究テーマ

分
野 研　　究　　テ　　ー　　マ 教　員　名

（事前相談窓口） メールアドレス

看･

護･

学

・心血管疾患発症予防につながる危険因子・防御因子の同定に関する
研究

・家庭血圧と臓器障害に関する研究
後藤　健一　教授 goto.kenichi.638@

・母体の生活習慣が妊娠合併症、胎児および生後発達に及ぼす影響に
関する研究

・妊娠から産後のケアに関する研究
・超音波断層法を用いた胎児の行動発達に関する研究

諸隈　誠一　教授 morokuma.seiichi.845@

・地域における看護職の活動展開方法に関する研究
・地域における健康づくり、要介護状態予防に関する研究
・保健師のキャリア開発に関する研究

鳩野　洋子　教授 hatono.yoko.184@

・慢性疾患患者の自己管理と自己効力感
・人工股関節術後の身体活動量とQOL
・周術期口腔ケアと術後感染症
・患者報告アウトカム尺度（PROMs）の開発と評価

藤田　君支　教授 fujita.kimie.874@

・基礎的看護ケアが及ぼす生理・心理的影響に関する研究
・療養環境における温熱的快適性に関する研究
・高齢者における家庭内事故に関する研究
・高齢者や心疾患患者における体温調節反応および温冷覚閾値に関す

る研究

橋口　暢子　教授 hashiguchi.nobuko.053@

・認知症高齢者のQOLの向上に関する研究
・地域住民の認知症理解の促進に関する研究 寺岡　佐和　教授 teraoka.sawa.996@

・モンゴル国における妊婦の喫煙・受動喫煙に関する研究
・分娩第一期に助産師が行うケアの実態とその効果に関する研究 疋田　直子　教授 hikita.naoko.419@

・地域精神保健における支援技術に関する研究
・保健師のケア技術に関する研究 前野　有佳里　准教授 maeno.yukari.841@

・注射を受ける子どもの痛みを軽減する研究
・口唇口蓋裂児の哺乳技術の研究
・病気をもつ子どもの親の不安や不確かさの研究
・アロマセラピーに関する研究

植木　慎吾　准教授 ueki.shingo.388@

・古医書・貴重書の書誌的研究－史料を活用した倫理教育への取組み－
・医療倫理学教育・研究
・看護倫理教育・研究
・コミュニケ－ション教育・研究
・生殖補助医療における生命倫理研究

丸山　マサ美　講師 maruyama.masami.970@

・基礎看護ケア・システムの評価・改善
・高齢者・患者のＱＯＬ改善に向けた製品とその活用方法・生活環

境・生活習慣の提案
・高齢者の転倒予防と身体動作を支える機能・疲労評価手法の開発

能登　裕子　講師 noto.hiroko.024@

・人工股関節/膝関節手術患者の身体活動量とQOLに関する研究
・慢性閉塞性肺疾患患者の身体活動量とQOLに関する研究
・入院患者の睡眠に関する研究

松永　由理子　講師 matsunaga.yuriko.439@

・HIV感染者の服薬アドヒアランスに関する研究
・母子継続ケアに関する介入研究 菊地　君与　講師 kikuchi.kimiyo.715@

・母子関係性の発達に関する研究
・周産期の抑うつやボンディング障害に関する研究
・周産期の生活習慣と産科新生児アウトカムに関する研究

末次　美子　講師 suetsugu.yoshiko.742@

・在宅ケアシステムに関する研究
・難病患者・介護者の療養支援に関する研究
・訪問看護師の難病ケアコンピテンシーに関する研究

岩木　三保　講師 iwaki.miho.306@
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医
用
量
子
線
科
学

・PET、SPECTを用いた腫瘍の分子機能画像診断に関する研究
・PET、SPECTを用いた中枢神経系の分子機能画像診断に関する研究

佐々木　雅之　教授
* sasaki.masayuki.165@

・Ｘ線画像の自動認識に関する研究 杜下　淳次　教授
** morishita.junji.894@

・AI支援高精度放射線治療の基盤技術の開発
・データサイエンスに基づく診断と治療のためのレディオミクス研究
　（詳細は、http://web.shs.kyushu-u.ac.jp/~arimura/）

有村　秀孝　教授 arimura.hidetaka.616@

・CT、MRIによる機能的診断の研究
・デジタルマンモグラフィの乳癌診断能の研究 藪内　英剛　教授 yabuuchi.hidetake.237@

・医療分野における放射線防護に関する研究
・放射線業務従事者の防護に関する研究
・放射線技術学の教育教材の開発に関する研究

藤淵　俊王　教授 fujibuchi.toshioh.294@

・光子電子モンテカルロ法（MCEP）を用いた核医学検査技術に関す
る研究

高橋　昭彦　准教授
** takahashi.akihiko.186@

・放射線計測および線量評価技術開発に関する研究
・放射線医療応用に関連する中性子線測定技術に関する研究（X線治

療、BNCTなど）
　（参照：http://web.shs.kyushu-ac.jp/~nohtomi/）

納冨　昭弘　准教授 nohtomi.akihiro.858@

・医療被曝の低減と、さらなる診断能向上に関する研究
・ディープラーニングによる自然言語処理（検査オーダ）の研究 井手口　忠光　准教授 ideguchi.tadamitsu.740@

・定位放射線治療、画像誘導小線源治療に関する研究 渥美　和重　准教授 atsumi.kazushige.378@

検
査
技
術
科
学

・脳波を用いた脳内ネットワークの解析
・睡眠が脳機能に及ぼす影響の探索
・脳機能リズムの解明

重藤　寛史　教授 shigeto.hiroshi.565@

・ミトコンドリア翻訳機構と病態の関連解析
・がんとミトコンドリア研究
・新規遺伝子変異の病因解析と遺伝子変異解析
・リキッドバイオプシーによる新規バイオマーカーの探索

内海　健　教授 uchiumi.takeshi.008@

・血液疾患診断への遺伝子解析の臨床応用
・ゲノム解析および改変技術に関する研究
・腫瘍免疫の誘導法および検査技術の開発

水野　晋一　教授 mizuno.shinichi.927@

・膵島細胞再生機構に関する研究
・Artificial Intelligence（AI）を用いた糖尿病患者の臨床検査データ

解析
勝田　仁　教授 katsuta.hitoshi.570@

・失明疾患を対象にした人工視覚システム（人工眼・人工網膜）の開発
・ブレイン・マシン・インターフェース（BMI）、ブレイン・コン

ピューター・インターフェース（BCI）の安全性評価法の開発
田代　洋行　講師 tashiro.hiroyuki.289@

・生体試料を用いた新しいバイオマーカーの検索とその検査法に関す
る研究・開発

・酸化・還元物質が生体に及ぼす影響に関する研究
・高感度検出技術に関する研究・開発

外園　栄作　講師 hokazono.eisaku.725@

・二核細胞の生成機序と臨床的意義に関する研究
・膀胱癌に対するBCG膀注療法の機序に関する研究
・Deep Learningを活用した細胞診断支援ソフトの開発

渡邊　寿美子　講師
* watanabe.sumiko.963@

・ウイルス性下痢症の分子疫学に関する研究
・ウイルス性脳炎の分子疫学に関する研究
・デングウイルス感染環に関する調査

森　大輔　講師 mori.daisuke.599@

（注）メールアドレスの末尾には「m.kyushu-u.ac.jp」を付けて送信してください。
* は2023年３月末日定年退職予定
**･ は2024年３月末日定年退職予定
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注意事項
●出願期間を要項等でご確認のうえ、締切に間に合うよう十分に余裕をもってお支
払いください。

●支払最終日の『Webサイトでの申込み」は23:00まで、店頭端末機の操作は23:30
までです。クレジットカードの場合、Webサイトでのお申込みと同時にお支払いが
完了します。23:00までにお手続きしてください。

●「入学検定料払込」についてのお問い合わせは、コンビニ店頭ではお答えできま
せん。詳しくはWebサイトをご確認ください。

●一度お支払いされた入学検定料は返金できません。

●入学検定料の他に事務手数料が別途かかります。詳しくはWebサイトをご確認
ください。

●カード審査が通らなかった場合は、クレジットカード会社へ直接お問い合わせ
ください。

●A l i p a y、銀聯でお支払いの方は、パソコンからお申込みください。
（携帯電話からはお支払いできません）

●取扱いコンビニ、支払方法は変更になる場合があります。変更された場合は、
Webサイトにてご案内いたします。

出 願33

「入学検定料・選考料 取扱明細書」の「収納証明書」部分を切り取り、
入学志願票の所定欄に貼る。

入学検定料・選考料 取扱明細書

○○
大学
 検定

料収
納証
明書

※コンビニでお支払いされた場合、
　「取扱金融機関出納印」は不要です。

※「収納証明書」を糊付けする際には、糊本体の注意書きに
　「感熱・感圧紙などを変色させる場合があります」と記載
　  されている糊はご使用にならないでください。
　「収納証明書」が黒く変色する恐れがあります。

【コンビニエンスストアでお支払いの場合】

入学志願票

○○大学
 検定料収

納証明書

【クレジットカード・Alipay・銀聯でお支払いの場合】

＜注意＞
スマートフォンでお申込みされた方
は、プリンタのある環境でご利用くだ
さい。

支払完了後、E-支払いサイトの「申込内容照会」に
アクセスし、受付完了時に通知された【受付番号】と
【生年月日】を入力し、照会結果を印刷して出願書類
に同封してください。

※クレジットカードでお支払いされた場合、
　「取扱金融機関出納印」は不要です。

お支払い22

【払込票番号（13ケタ）】

コンビニエンスストアでお支払い

マルチコピー機は使用しません

※お支払いされるカードの名義人は、
   受験生本人でなくても構いません。
但し、「基本情報入力」画面では、
必ず受験生本人の情報を入力してく
ださい。

●入学検定料はATMでは振り込みできません。必ずレジでお支払いください。
●店頭端末機の画面デザイン等は、予告なく変更される場合があります。

お支払い後、必ず「入学検定料・
選考料取扱明細書」(チケット)を
受け取ってください。

店頭端末機より出力される「申込券」(受付票)を持って、30分以内にレジでお支払いください。

お支払い後、必ず「入学検定料・選考料　取扱明細書」を受け取ってください。

●レジにて
「インターネット支払い」と
店員に伝え、印刷した【払込票】
を渡すか、【払込票番号】を
伝えてお支払いください。

クレジットカード
Alipay・銀聯 でお支払い

基本情報入力画面で、
支払に利用するカードを選択

画面の指示に従い、
支払手続を行ってください。

お支払い完了です。
下記の手順に従って、申込内容
照会結果を印刷してください。

各種サービスメニュー

各種代金お支払い

各種代金・インターネット受付
（紫のボタン）

マルチペイメントサービス

【お客様番号】【確認番号】
を入力

【お客様番号（11ケタ）】
【確認番号（4ケタ）】　

へ

【お客様番号（11ケタ）】
【確認番号（4ケタ）】

代金支払い

【お客様番号】【確認番号】
を入力

Famiポートまたは
マルチコピー機 へ

番号入力画面に進む

Webで事前申込み11

※番号取得後に入力ミスに気づいた場合はその番号では支払いを行なわず、
　もう一度入力し直して、新たな番号を取得してお支払いください。
　支払い期限内に代金を支払わなかった入力情報は、自動的にキャンセルされます。

※クレジットカード・Alipay国際決済・銀聯ネットは決済完了後の修正・取消はできません。
　申込みを確定する前に、内容をよくご確認ください。

※確定画面に表示される番号をメモしてください。

画面の指示に従って必要事項を入力し、お支払いに必要な番号を取得。

https://e-shiharai.net/

九州大学
コンビニエンスストア・クレジットカード・中国決済での入学検定料払込方法



URL  http://www.shs.kyushu-u.ac.jp/gs/index.html
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