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

九州大学医系学部等学務課保健学学生係
看護学分野
医用量子線科学分野
検査技術科学分野
助産学コース

平成 30年度

2018

九州大学大学院医学系学府
保健学専攻修士課程

学生募集要項



修士課程入学試験日程等

事　　項 日　　　　程

出願資格審査申請 平成29年７月10日（月）まで

出願期間 ７月21日（金）～７月27日（木）午後５時まで

受験票発送 ８月10日（木）頃

試験期日
８月24日（木）

試験予備日：８月25日（金）

合格者発表 ９月11日（月）午前10時頃

入
学
手
続

来学する場合
平成30年３月２日（金）～３月６日（火）

午前９時～午後５時

郵送する場合 平成30年３月６日（火）午後５時必着



目　　　次

１．受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）　･････････････　１
２．専攻及び募集人員等　･･････････････････････････････････　１
３．出願資格　････････････････････････････････････････････　１
４．入学願書受付期間及び提出先　･･････････････････････････　２
５．出願書類　････････････････････････････････････････････　２
６．事前相談　････････････････････････････････････････････　３
７．出願上の注意事項　････････････････････････････････････　３
８．社会人学生に対する教育的配慮等の特別措置　････････････　３
９．個別の出願資格審査　･･････････････････････････････････　４
10．入学者選抜方法　･･････････････････････････････････････　４
11．入学試験の日時及び試験会場等　････････････････････････　４
12．合格発表　････････････････････････････････････････････　４
13．入学手続等　･･････････････････････････････････････････　５
14．修了要件　････････････････････････････････････････････　５
15．個人情報の取扱い　････････････････････････････････････　５
16．障害等のある入学志願者について　･･････････････････････　５
17．その他　･･････････････････････････････････････････････　５

・助産学コース
１．受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）　･････････････　６
２．専攻及び募集人員等　･･････････････････････････････････　６
３．出願資格　････････････････････････････････････････････　６
４．入学願書受付期間及び提出先　･･････････････････････････　７
５．出願書類　････････････････････････････････････････････　７
６．事前相談　････････････････････････････････････････････　８
７．出願上の注意事項　････････････････････････････････････　８
８．社会人学生に対する教育的配慮等の特別措置　････････････　８
９．個別の出願資格審査　･･････････････････････････････････　９
10．入学者選抜方法　･･････････････････････････････････････　９
11．入学試験の日時及び試験会場等　････････････････････････ ･･10
12．合格発表　････････････････････････････････････････････ ･･10
13．入学手続等　･･････････････････････････････････････････ ･･10
14．修了要件　････････････････････････････････････････････ ･･10
15．助産師国家試験の受験資格について　････････････････････ ･･10
16．個人情報の取扱い　････････････････････････････････････ ･･11
17．障害等のある入学志願者について　･･････････････････････ ･･11
18．その他　･･････････････････････････････････････････････ ･･11

病院地区キャンパス案内図　････････････････････････････････ ･･12

参考資料　････････････････････････････････････････････････ ･･13



１．受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）
　本専攻の入学者選抜においては、以下に掲げる人材を優先して選抜する。
・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者
・保健学専攻の教育を受けるための基礎学力を持ち、修士課程においてより深い専門性と論理的思考方法を
習得し、その成果を地域及び国際社会の健康増進に貢献する意欲のある者
・保健学に対する強い興味と本質への高い追求意欲を持ち、主体的勉学と自己啓発に積極的である者
・修士課程を修了し、将来、保健学系大学における教育者・研究者となり、国民の健康増進に寄与する強い
意志のある者
・科学的知識や方法論を学び、高度先進技術を修得し、保健・医療・福祉における研究マインドを持った実
践的指導者として国民の健康に寄与する強い意志のある者
・保健学系以外の学部卒業者については、保健学専攻教育を受けるための十分な能力を備えていると特に認
められる者

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平成30年３月までに卒業見込みの者
②　学校教育法第104条第４項の規定により、大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者及び
平成30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平成30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平成30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平成30
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　平成30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歳に達した者及び平成30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。
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４．入学願書受付期間及び提出先
⑴　平成29年７月21日（金）～７月27日（木）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 大学評価・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。

⑧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。

⑨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。

⑩受験票送付用封筒 郵便番号、住所、氏名を明記し、362円切手（速達）を貼ってください。

⑪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。
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⑫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。
　なお、検定料納付可能期間は、平成29年７月18日（火）～平成29年７月27
日（木）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。
　なお、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�平成29年７月10日（月）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
・平成29年７月14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362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

平成29年　　
８月24日（木）

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25日（金）
　　　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
　平成29年９月11日（月）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　平成30年３月２日（金）～３月６日（火）の午前９時～午後５時（土日曜を除く）
郵送の場合　平成30年３月６日（火）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

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、平成29年８月10日（木）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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・助産学コース

１．受け入れ方針（アドミッション・ポリシー）
　本専攻の入学者選抜においては、以下に掲げる人材を優先して選抜する。
・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者
・保健学専攻の教育を受けるための基礎学力を持ち、修士課程においてより深い専門性と論理的思考方法を
習得し、その成果を地域及び国際社会の健康増進に貢献する意欲のある者
・保健学に対する強い興味と本質への高い追求意欲を持ち、主体的勉学と自己啓発に積極的である者
・修士課程を修了し、将来、保健学系大学における教育者・研究者となり、国民の健康増進に寄与する強い
意志のある者
・科学的知識や方法論を学び、高度先進技術を修得し、保健・医療・福祉における研究マインドを持った実
践的指導者として国民の健康に寄与する強い意志のある者

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平成30年３月までに卒業見込みの者
②　学校教育法第104条第４項の規定により、大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与された者及び
平成30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平成30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平成30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平成30
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　平成30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歳に達した者及び平成30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。
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４．入学願書受付期間及び提出先
⑴　平成29年７月21日（金）～７月27日（木）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 大学評価・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。

⑧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。

⑨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。

⑩受験票送付用封筒 郵便番号、住所、氏名を明記し、362円切手（速達）を貼ってください。

⑪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。

⑫�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。
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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。
　なお、検定料納付可能期間は、平成29年７月18日（火）～平成29年７月27
日（木）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
　事前相談窓口教員との連絡方法：保健学学生係（ijghoken@jimu.kyushu-u.ac.jp）まで

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　平成30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。

※　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。
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　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。
　なお、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�平成29年７月10日（月）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
・平成29年７月14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362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

平成29年　　
８月24日（木）

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25日（金）
　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
　平成29年９月11日（月）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　平成30年３月２日（金）～３月６日（火）の午前９時～午後５時（土日曜除く）
郵送の場合　平成30年３月６日（火）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
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28
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、平成29年８月10日（金）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

・入浴・サウナ浴・足温療法を用いた心疾患患者における治療的ケ
アプログラムの開発
・先天性心疾患患者のトータルケア
・重症不整脈患者における心身のケアによるQOLの改善及び社会復
帰を目指した介入研究
・睡眠時無呼吸と心不全
・ダウン症とそのケア

樗木　晶子　教授 chishaki

・倫理的問題に関する看護者の認識および対処に関する研究
・がん治療・看護における倫理的問題の分析・対処に関する研究
・看護職の職業性ストレスと精神健康の関連性の研究
・高齢者のQOLと看護支援に関する研究

中尾　久子　教授 hnakao

・transition（移行）の看護概念を用いた母性、父性のプロセス各ラ
イフステージにおける人生の意味に関する研究
・助産学、看護学のためのシミュレーション学習に関する研究
・地域国際母子保健に関する研究

谷口　初美　教授 hatsumi7

・地域における看護職の活動展開方法に関する研究
・地域における高齢者の健康づくり、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

・関節炎及び人工関節患者のQOLに関する縦断研究
・慢性疾患患者のQOLと身体活動量評価
・糖尿病の自己管理に関する研究

藤田　君支　教授 fujitak

・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 n-hashi

・子どもを亡くした家族のグリーフに関する研究
・子どもの臓器移植に直面した家族のケアに関する研究

濵田　裕子　准教授 hamayuu

・健康行動と母子関係に関する研究
・出産後の母子のQOL向上を目的とする妊娠期ケア研究
・環境汚染と母子の健康に関する研究
・母性意識に関する研究

川田　紀美子　准教授 k-kawata

・認知症高齢者のQOLに関する研究 寺岡　佐和　准教授 sawa317

・地域精神保健における保健師のケア技術に関する研究 前野　有佳里　准教授 maeno

・史料（医史学、看護歴史）研究�－個人史・地方史、GHQ－
・生命・医療倫理学教育・研究�－死生観の国際比較研究－
・看護倫理教育・研究�－倫理的感受性を高めるための看護倫理－
・コミュニケ－ション教育・研究�－看護のためのマイクロカウンセ
リング－
・生殖補助技術における生命倫理研究

丸山　マサ美　講師 masami
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看 

護 

学

・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

・がん患者のQOLに関する研究 木下　由美子　講師 �kino

・小児臓器移植に関する研究
・腸管機能不全に対する小腸リハビリテーションに関する研究
・肝細胞移植に関する研究

松浦　俊治　講師 �matsuura

医
用
量
子
線
科
学

・医用画像におけるデジタル画像処理に関する研究
・医用画像情報システムに関する研究

大喜　雅文　教授
＊

ohki

・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 msasaki

・医用画像表示用LCD装置に関する研究
・医用Ｘ線画像の自動認識に関する研究
・ディジタルＸ線画像の評価に関する研究

杜下　淳次　教授� junjim

・次世代型高精度放射線治療支援システムの開発
・多次元医用画像解析に基づくコンピュータ支援診断システムの開
発（詳細は、http://web.shs.kyushu-u.ac.jp/~arimura/）

有村　秀孝��教授 arimurah

・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

薮内　英剛　教授 h-yabu

・光モンテカルロ法（MCML）を用いた生体情報計測に関する研究
・光子電子モンテカルロ法（MECP）の核医学検査技術への応用

高橋　昭彦　准教授 takahsr

・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

・医用放射線の防護と最適化に関する研究
・放射線業務従事者の被ばく低減と管理に関する研究

藤淵　俊王　准教授 fujibuch

・肺癌に対する放射線治療の研究
・臨床試験を通じた放射線治療の品質管理に関する研究

佐々木　智成　准教授 tomonari

検
査
技
術
科
学

・病原細菌の病原因子に関する研究
・病原細菌臨床分離株に関する研究
・光触媒殺菌に関する研究

藤本　秀士　教授 shuuji

・生体試料中のバイオマーカー並びに酸化ストレスマーカー測定法
の開発と臨床応用
・臨床化学分析の改良と臨床応用に関する研究
・臨床検査領域における標準化に関する研究

栢森　裕三　教授
＊

kayamori

・膵島細胞再生機構に関する研究
・PDCA方式自己健康管理システムの開発

勝田　仁　教授 katsutah

・食細胞NADPHオキシダーゼの活性化機構 水上　令子　准教授 rmina

・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 e_hoka

（注）１．メールアドレスが記載されている教員が事前相談窓口ですので、その教員に連絡を取ってください。
　　　２．メールアドレスの末尾には「･･@hs.med.kyushu-u.ac.jp」･を付けて送信してください。
　　　３．＊印がある教員は、平成31年３月末日定年退職予定です。
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