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例年のオープンキャンパスで実施している個別相談に代わるものとして，皆さまからお寄せいた
だいた医学部に関するご質問や疑問点に対し，本学職員がQ&A集として回答いたします。
入学者選抜試験から卒業後の進路まで，幅広いご質問を頂戴しました。皆さまの疑問解決や不安
解消の機会になると幸いです。

【医学部オープンキャンパス企画】医学部Q＆Ａ集

令和３年度入試において，新型コロナウイルス感染症の影響はどの程度ありますか。

面接試験において年齢は影響しません。在学生の年齢については公表していませんが，様々
な年代の学生が在籍しており，日々勉学に励んでいます。また，面接試験では「採点・評価
の基準」をもとに点数をつけます。詳細は入試区分によって異なりますので，各募集要項を
確認してください。

【参考「採点・評価の基準」・令和２年度入試（過年度分）】
医学科一般選抜「話し方・態度，目的意識，意欲，思考内容のまとまり等の観点から，将
来，医学・医療に従事する者としての適性をみます。」

看護学科一般選抜「話し方・態度，コミュニケーション能力，論理的な思考，意欲等の観点
から，将来，看護職に従事する者としての適性をみます。」

在学生の年代にはどれぐらい幅がありますか。また，入学試験に当たって年齢は面接試験の
点数に影響しますか。

感染拡大防止及び学業の遅れへの配慮等の観点から，すでに一部の入学者選抜において，令
和３年度に限る措置を本学HP並びに本学部HPにおいて公表しています。新型コロナウイル
ス感染症の影響により変更が生じた場合は，HPで公表しますので，確認をするようにしてく
ださい。

【島根大学HP】
https://www.shimane-u.ac.jp/nyushi/

【島根大学医学部HP】
https://www.med.shimane-u.ac.jp/
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早期体験実習（１年次通年） 薬理学（３年次前期）

生化学（１年次後期） 微生物学（３年次前期）

免疫学（１年次後期） 病理実習（３年次後期・４年次前期）

解剖学（１年次・２年次通年） 臨床実習（４年次後期～６年次前期）

生理学（２年次通年） 地域医療体験実習（自由科目）

など

基礎看護学実習（１年次後期・２年次後
期）

看護学総合実習（３年次後期・４年次後
期）

成人看護学実習（３年次後期） 在宅看護学実習（４年次前期）

小児看護学実習（３年次後期） 地域看護学実習（４年次前期）

母性看護学実習（３年次後期） 養護基礎実習（３年次前期）

精神看護学実習（３年次後期） 養護展開実習（４年次前期）

老年看護学実習（３年次後期・４年次前
期） など

本学では，実践的な教育を行うため，初年次より実習を行っています。実習は，附属病院で
行うものから県内各地の医療機関等で行うものまで多様です。宿泊を伴う実習では，旅費が
支給されるものもあります。

【看護学科】

本学では，経済的に困難な学生のために，授業料の免除制度，各種奨学金制度等を整えてい
ますので，これらの制度をぜひ活用してください。

A

A

https://www.shimane-u.ac.jp/procedure/tuition_waiver/scholarship/

在学中に入学費、諸経費を含め、どれくらいのお金が必要ですか。

https://www.pref.shimane.lg.jp/medical/kenko/iryo/ishikakuhotaisaku/igakus
eichiikiiryousyougakukin.html

授業料等奨学融資制度

奨学金・高等教育の修学支援新制度（給付奨学金）

授業料免除制度・高等教育の修学支援新制度（授業料減免）

https://www.shimane-u.ac.jp/procedure/tuition_waiver/financing/

医学生地域医療奨学金　※島根県のHPにリンクします。

入学初年度に必要な経費は，入学料：282,000円，授業料：535,800円　及び諸経費で
す。諸経費は，学科等により異なりますので，詳細は別紙をご参照ください。
２年次以降は，授業料として年額535,800円を納入していただきます。
この他に，教科書・参考書代，実習費などが加算されます。また，オンライン授業の受講や
レポート作成等のために，ノートパソコンを購入されることをおすすめします。

【医学科】

１年生から実習はありますか。実習の頻度を教えてください。

https://www.shimane-u.ac.jp/procedure/tuition_waiver/tuition_waiver02.html
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【夏季・春季地域医療実習】
医学科の学生が，地域医療拠点病院・へき地診療所等の活動や地域との連携を実地で体験・
学習することにより，地域医療や公衆衛生業務に対する理解を深めることを目的に実施して
います。学生は，各保健所が企画したプログラムの中から，参加するプログラムを選択し実
習を行います。

―概要―
◆対象　　：医学科１年次～６年次
◆実施期間：夏季・春季休暇期間。２泊３日程度。
◆実習地区：松江，雲南，出雲，県央，浜田，益田，隠岐

―離島での実習協力機関―
◆島後地区…隠岐病院，五箇診療所，布施診療所，高梨医院 ，地域包括支援センター（隠岐
の島町役場）
◆島前地区…隠岐島前病院

※令和２年度夏季地域医療実習
https://www.med.shimane-u.ac.jp/school-life/sscmt/2020summer.html

【フレキシブル実習】
フレキシブル実習（自主企画型地域医療実習）は，学生自らが企画立案し，島根県内外の地
域医療拠点病院・へき地診療所等の活動や地域との連携を実地で体験・学習することによ
り，島根の地域医療や公衆衛生業務に対する理解を深めることを目的に実施しています。実
習では，実習先の医師の協力により，学生が医師の生活まで見て自分のロールモデルを探す
「生活密着型実習」も実施できることがあります。

―概要―
◆対象　　：医学科１年次～６年次
◆実施期間：通年に学生が希望する期間。平日３日間程度。

―実習協力機関（例）―
雲南市立病院，益田赤十字病院，出雲保健所，浜田市国保診療所連合体弥栄診療所，福島県
立医科大学衛生学・予防医学講座，気仙沼市立本吉病院

※フレキシブル実習（地域医療支援学講座のHPにリンクします）
https://www.communityshimane.jp/student/219

離島での医療体験プログラムがあると聞きました。具体的には，どのようなことをするので
すか。

離島での研修に特化したプログラムはありませんが，以下の実習では，隠岐の島において医
療体験を行うことができます。また，実習終了後は報告会を行い，他の実習先での様子につ
いて，他大学の学生も含め意見交換を行います。
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島根大学医学部附属病院 筑波大学附属病院

島根県立中央病院 京都大学医学部附属病院

松江赤十字病院 大阪市立大学医学部附属病院

松江市立病院 北野病院

浜田医療センター 安佐市民病院

益田赤十字病院 など

島根大学医学部附属病院 神戸大学医学部附属病院

島根県立中央病院 京都大学医学部附属病院

松江赤十字病院 鳥取大学医学部附属病院

島根県（保健師） 国立循環器病研究センター

島根県公立学校（養護教諭） 筑波大学附属病院

広島大学病院 など

A

初期研修終了後の進路は多岐に渡りますので，こちらの図をご参照ください。なお，初期研
修中に大学院博士課程への進学を希望される場合は，初期研修の２年目から可能になりま
す。

【看護学科】
看護学科生は４年間の学士課程を経た後，看護師国家試験及び保健師国家試験（養護教諭二
種）の受験資格を得ます。また，希望者には，２年次終了時に選抜（10名程度）を行い，養
護教諭一種の免許状を授与します。卒業生は，これらの免許・資格を活かし，様々な場で活
躍しています。主な就職先は，次のとおりです。

卒業後の進路先として，どのようなところがありますか？

この他に，研究力を高めるために大学院に進学する人もいます。島根大学大学院医学系研究
科看護学専攻では，令和２年度に，学部での養成に代わり「助産学コース」を設置しまし
た。

【医学科】
医学科生は６年間の学士課程を経た後，医師国家試験の受験資格を得ます。医師免許取得後
は，初期研修医として初期研修（必修：２年間）を受けることになります。主な初期研修先
は，次のとおりです。

 

● 病院・クリニック 

● 訪問看護ステーション 

● 老人保健施設 

● 社会福祉施設 

● 保健所 

● 市町村 

● 企業 

入学 

看護師免許 

保健師免許 

養護教諭 2 種 

養護教諭１種免許 

（選択者） 

国 

家 

試 

験 

● 学校、保健室など 

● 大学院看護学専攻博士前期課程 

● 大学院看護学専攻博士後期課程 

● エキスパート 

● スペシャリスト 

● 管理者 

● 教育・研究者 

卒業 
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例年３月はスギ花粉に苦しめられています。島根県の花粉症事情を教えていただけますか?

地域への卒業後の還元度合いはどれくらいですか。

医学科の学生は，６年間の学士課程を経た後，
初期研修医として医療人の第１歩を踏み出しま
す。どこで初期研修を受けるかは人それぞれで
すが，卒業生の３割から４割は県内の医療機関
で受けています。初期研修地が県内である＝地
域への還元ができているということにはなりま
せんが，県内で初期研修を行う者の中には，県
外出身者も含まれている点を見ると，県内出身
者だけでなく，県外出身者にも，６年間の大学
生活の中で，島根県での地域医療の魅力を伝え
られているのではないかと考えます。

現時点では，開催する予定はありません。
大学院の入試情報は，こちらのホームページに掲載していますので，ご覧ください。また，
入試の実施方法や募集要項の内容などでご不明な点がございましたら，個別に対応いたしま
すので，大学院担当までご連絡ください。

【大学院入試情報】
https://www.med.shimane-u.ac.jp/graduate/

【大学院担当　問い合わせ先】
msa-daigakuin @ office.shimane-u.ac.jp

大学院向けの入試説明会は開催されますか？

島根大学医学部附属病院のホームページでは，毎年，島根県におけるスギ花粉飛散状況を，
地域の皆様に公表しています。県民の皆さまもスギ花粉には苦しめられているようです。
新型コロナウイルス感染症への対応等により，令和２年度は２月分までしか公表できていま
せんが，医学部がある出雲市は，県内でも比較的スギ花粉の飛散は少ないように思われま
す。

【附属病院HP島根県における今年のスギ花粉飛散状況】
https://www.med.shimane-u.ac.jp/hospital/kafun/kafun_202002.html

31%

39% 38%

31%
28% 29%

卒業生における

出身地と初期研修地の県内率

初期研修地（県内） 出身地（県内）
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別 紙 
 
納入金額一覧(総額) 
 
 
１．医学科入学者 

単位（円） 

区分 
金額 

１年次入学生 
（６年分一括） 

2年次編入学生 
（5年分一括） 

３年次編入学生 
（４年分一括） 

学生教育研究災害傷害保険【Ａタイ

プ】 

＊上記に、特約２項目を付帯 

４，８００ ４，１３０ ３，３７０ 

学研災付帯賠償責任保険【Ｃコ－ス

（医学生教育研究賠償責任保険）】 
３，０００ ２，５００ ２，０００ 

血液検査費用（抗体検査） １０，３６８ １０，３６８ １０，３６８ 

ネームプレート代金 ３７０ ３７０ ３７０ 

後援会正会員入会金 １５，０００ １５，０００ １５，０００ 

後援会正会員会費 ７５，０００ ６２，５００ ５０，０００ 

学友会費 １８，０００ １５，０００ １２，０００ 

納入金合計 １２６，５３８ １０９，８６８ ９３，108 

 
※該当区分の納入金合計欄を参照ください。 
 
 
 
 
 
 
２．看護学科入学者 

単位（円） 

区分 

金額 

１年次入学生 
（４年分一括） 

学生教育研究災害傷害保険【Ａタイプ】 

＊上記に、特約２項目を付帯 
３，３７０ 

学研災付帯賠償責任保険【Ｃコ－ス（医学生教

育研究賠償責任保険）】 
２，０００ 

血液検査費用（抗体検査） １０，３６８ 

後援会正会員入会金 １５，０００ 

後援会正会員会費 ５０，０００ 

学友会費 １２，０００ 

納入金合計 ９２，７３８ 

 
※該当区分の納入金合計欄を参照ください。 


