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Ⅰ．アドミッションポリシー 
Admission Policy 

医学系研究科 Graduate School of Medicine 
●「教育理念」「educational mission」「目標」「goals」 
①人間の健康増進と医学・保健学の発展に世界的に貢献できる人材を育成する。 
To develop human resources that can contribute to the promotion of human health and the development 
of medicine and health science worldwide. 
②医学・保健学領域において時代にあった社会のニーズに対応できる専門的な知識と技術，並びに豊かな
人間性と高度な倫理感をそなえた人材を育成する。 
To develop human resources with specialized knowledge and skills, compassionate human nature, and 
high ethical standards that can meet the needs of society in the fields of medicine and health sciences. 
③産学公連携に寄与することで社会に貢献できる人材を育成する。 
To develop human resources that can contribute to society by promoting industry-academia-government 
collaboration. 

●求める学生像 Ideal Candidate Student Profile 
①医学，医療，保健学分野で国際的発展に貢献する志のある人 
People who are willing to contribute to international development in the fields of medicine, medical care, 
and health sciences. 
②学際的研究を志す人 
People who are willing to conduct interdisciplinary research. 

③高度先端的医療を志す人 
People who are willing to conduct highly advanced medical care. 

④豊かな人間性と高度な倫理感を持って社会に貢献する志のある人 
People who are willing to contribute to society with genuine humanity and high ethical standards. 

＜医学専攻＞ Doctoral Programs in Medicine 
●「教育理念」「educational mission」「目標」「goals」 
 医学領域において専門的な知識と技術並びに豊かな人間性と高度な倫理観をそなえ，高度な先進医学・
医療を担う人材を育成する。 
To develop human resources responsible for highly advanced medicine and medical treatment in the 
medical field with specialized knowledge and skills, compassionate human nature, and high ethical 
standards. 

●求める学生像 Ideal Candidate Student Profile 
①強い意欲と協調性をもって医学・医療の発展に寄与したいと考えている人 
People who wish to contribute to the development of medicine and medical care through strong 
motivation and cooperation 
②医学・医療分野の高度な専門知識および技術の修得を目指す人 
People who wish to acquire advanced expertise and skills in the medical field. 

③医学・医療分野で国際的に活躍できる研究能力の修得を目指す人 
People who wish to acquire research abilities to enable them to play important roles internationally in the 
medical field. 
④医学・医療分野での横断的・統合的思考能力の修得を目指す人 
People who wish to acquire cross-sectional and integrated thinking abilities in the medical field. 
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Ⅱ．山口大学大学院医学系研究科（医学博士課程）昼夜開講の概要 

山口大学大学院医学系研究科では，地域社会から要望の高い，社会人が最新の医学知識・技術を学び取
り，高度の医学研究能力，臨床医能力を身につけその成果を社会に還元したいという声に応え，平成９年
度から昼夜開講制を導入しました。 
昼夜開講制とは，夜間や特定の時間又は時期に授業・研究指導の時間を設け，現に実地診療に当たって
いる開業医や病院勤務医，医学及び関連分野の研究者等の社会人に大学院の授業，研究指導をより受け入
れ易くする制度です。 
本医学系研究科では，この昼夜開講制のもとに社会人特別選抜を実施し，社会人の受入れを行います。 
［大学院設置基準（昭和 49 年文部省令第28 号）第 14 条に定める教育方法の特例を適用］ 
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Ⅲ．専攻及び募集人員(Fields and Subfields)  ※募集人員には一般選抜・社会人特別選抜・外国人留学生特別選抜の募集人員を含む

専攻 
(Major) 

関連
領域

研究領域 
(Fields) 

教育研究担当講座 
(Subfields) 

募集人員※ 
10月
入学

４月
入学

医学 
(Medicine)

第
一
領
域
群

人体機能統御学 
(Human Science) 

器官解剖学
(Organ Anatomy and Nanomedicine)

若
干
名

33
名

整形外科学
(Orthopedic Surgery)

高次神経科学 
(Neuroscience) 

神経解剖学
(Neuroanatomy)
神経生理学
(Physiology)
高次脳機能病態学
(Neuropsychiatry)

脳・神経病態制御医学 
(Clinical Neuroscience) 

臨床神経学
(Neurology)
脳神経外科学
(Neurosurgery)
麻酔・蘇生学
(Anesthesiology)

生体侵襲解析・制御医学 
(Stress and Bio-response Medicine)

法医学
(Legal Medicine)
救急・総合診療医学
(Acute and General Medicine)

第
二
領
域
群

構造解析病態医学 
(Radiological and Pathological 

Science) 

病理形態学
(Pathology)
放射線医学
(Radiology)
放射線腫瘍学
(Radiation Oncology)

生殖・発達医科学 
(Reproductive and Developmental 

Medicine) 

小児科学
(Pediatrics)
産科婦人科学
(Obstetrics and Gynecology)

上皮情報解析医科学 
(Epithelial Intelligent and Analytical 

Medicine Science) 

泌尿器科学
(Urology)
歯科口腔外科学
(Oral and Maxillofacial Surgery)
耳鼻咽喉科学
(Otolaryngology)
皮膚科学
(Dermatology)
眼科学
(Ophthalmology)

第
三
領
域
群

生体情報医科学 
(Biomedical and Biomolecular 

Sciences) 

システムズ再生・病態医化学
(Systems Biochemistry in Pathology and Regeneration)
ゲノム・機能分子解析学
(Genomics and Molecular Genetics)
薬理学
(Pharmacology)

医療情報解析学 
(Clinical and Biomedical 
Information Science) 

臨床検査・腫瘍学
(Oncology and Laboratory Medicine)
呼吸器・感染症内科学
(Respiratory Medicine and Infectious Disease)
医療情報判断学
(Medical Informatics and Decision Sciences)
臨床薬理学
(Clinical Pharmacology)

先端分子応用医科学 
(Department of Molecular Science 

and Applied Medicine) 

分子病理学
(Molecular Pathology)
消化器内科学
(Gastroenterology and Hepatology)
消化器・腫瘍外科学
(Gastroenterological, Breast and Endocrine Surgery)

第
四
領
域
群

生体シグナル解析医学 
(Bio-Signal Analysis) 

医化学
(Biochemistry and Molecular Biology)
免疫学
(Immunology)
病態制御内科学
(Endocrinology, Metabolism, Hematological Sciences and Therapeutics)

器官制御医科学 
(Medical Bioregulation) 

分子細胞生理学
(Molecular and Cellular Physiology)
器官病態内科学
(Medicine and Clinical Science)
器官病態外科学
(Surgery and Clinical Science)

医療環境統御医学 
(Environmental, Humanity and 
Health System Science) 

システムバイオインフォマティクス
(Systems Bioinformatics)
公衆衛生学・予防医学
(Public Health and Preventive Medicine)
医学教育学
(Medical Education)
遺伝子実験施設
(Center for Gene Research)
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Ⅳ．出願資格（Qualifications for Applicants:） 

●一般選抜・社会人特別選抜 
次の各号のいずれかに該当する者とする。2021(令和３)年10月1日入学志願者は〔 〕内に記載の事項とする。 
１．大学の医学，歯学又は修業年限６年の薬学，獣医学を履修する課程を卒業した者または2022(令和４)年３月31日
〔2021(令和３)年９月30日〕卒業見込みの者 
２．外国において，学校教育における18年の課程（最終の課程は医学，歯学，薬学又は獣医学）を修了した者または2022(令
和４)年３月31日〔2021(令和３)年９月30日〕までに修了見込みの者 
※ここでいう学校教育における課程とは，小学校入学から大学卒業（学士取得）までを指す。以下同じ。 
３．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18年の
課程（最終の課程が医学，歯学，薬学又は獣医学）を修了した者または2022(令和４)年３月31日〔2021(令和３)年９月30
日〕までに修了見込みの者 
４．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18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，文部科学大臣が別に指定す
るものの当該課程を修了した者または2022(令和４)年３月31日〔2021(令和３)年９月30日〕までに修了見込みの者 
５. 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
けた者による評価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５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または2022(令和４)年３月31
日〔2021(令和３)年９月30日〕までに修了見込みの者 
６．文部科学大臣の指定した者（1955（昭和30）年文部省告示第39号。注を参照のこと。） 
７．学校教育法第102条第２項の規定により他の大学院に入学した者であって，医学系研究科において，大学院における教育
を受けるにふさわしい学力があると認めた者 
８．本研究科において，個別の入学資格審査により，大学の医学，歯学又は修業年限６年の薬学，獣医学を履修する課程を卒
業した者と同等以上の学力があると認めた者で，24歳に達したもの 
９．本研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認められ，次の各号のいずれかに該当する者 
(1) 大学の医学，歯学又は修業年限６年の薬学，獣医学を履修する課程に４年以上在学した者 
(2) 外国において学校教育における16年の課程（最終の課程が医学，歯学，薬学又は獣医学）を修了した者または2022(令和
４)年３月31日〔2021(令和３)年９月30日〕までに修了見込みの者 
(3) 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（最終の課程が医学，歯学，薬学又は獣医学）を修了した者または2022(令和４)年３月31日〔2021(令和３)年９月30
日〕までに修了見込みの者 
(4) 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，文部科学大臣が別に指定する
ものの当該課程を修了した者または2022(令和４)年３月31日〔2021(令和３)年９月30日〕までに修了見込みの者 

注 文部科学大臣の指定した者とは，次の各号の一に該当するものである。 
(1) 旧大学令（1918(大正７)年勅令第388号）による大学の医学又は歯学の学部において医学又は歯学を履修し，これらの学部を卒業した者 
(2) 防衛省設置法（1954(昭和29)年法律第164号）による防衛医科大学校を卒業した者 
(3) 修士課程を修了した者及び修士の学位の授与を受けることのできる者並びに前期２年及び後期３年の課程の区分を設けない博士課程に２年以上在学
し，30単位以上を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた者（学位規則の一部を改正する省令（1974(昭和49)年文部省令第29号）による改正前の
学位規則（1953(昭和28)年文部省令第９号）第６条第１号に該当する者を含む。）で大学院又は専攻科において，大学の医学を履修する課程，歯学を
履修する課程，薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの，獣医学を履修する課程を卒業した者と同等
以上の学力があると認めた者 
(4) 大学（医学，歯学，薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を除く。）を
卒業し，又は外国において学校教育における16年の課程を修了した後，大学，研究所等において２年以上研究に従事した者または従事する予定の者
で，大学院又は専攻科において，当該研究の成果等により，大学の医学，歯学，薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主
たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者 

・出願資格５により出願を希望する者は，予め学務課大学院教務係まで相談してください。 
・出願資格６の注(3)･(4)，７，８及び９により出願を希望する者は，事前審査を受ける必要がありますので，ⅵページの「出願資
格審査」を参照してください。 
・出願資格に合致しているかは，各志願者において出願資格審査書類提出期限（ⅵページ記載）までに必ず確認してください。 
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●外国人留学生特別選抜(Special Examination for Foreign Student) 
日本国籍を有しない者で，次の要件を満たす者。 
(1) 日本語又は英語が理解できる者 
(2) 次のいずれかに該当する者 
(a)外国において，学校教育における18年の課程（最終の課程は医学，歯学，薬学又は獣医学）を修了した者または2022(令和
４)年３月31日（2021(令和３)年10月入学志願者については2021(令和３)年９月30日）までに修了見込みの者 
※ここでいう学校教育における課程とは，小学校入学から大学卒業（学士取得）までを指す。以下同じ。 
(b)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18年の
課程を修了または2022(令和４)年３月31日（2021(令和３)年10月入学志願者については2021(令和３)年９月30日）ま
でに修了見込みの者で，その最終の課程が医学，歯学，薬学又は獣医学である者 
(c)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
けた者による評価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５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または2022(令和４)年３月
31日（2021(令和３)年９月30日）までに修了見込みの者（注１参照） 
(d)外国において，学校教育における16年の課程（最終の課程は医学，歯学，薬学又は獣医学）を修了または2022(令和４)
年３月31日（2021(令和３)年10月入学志願者については2021(令和３)年９月30日）までに修了見込みの者で，本研究
科において，所定の単位を優れた成績をもって修得したと認めた者（注２参照） 
(e)本研究科において，外国において，学校教育における18年の課程（最終の課程は医学，歯学，薬学又は獣医学）を修了
した者と同等以上の学力があると認めた者で2022(令和４)年３月31日（2021(令和３)年９月30日）までに24歳に達す
る者（注２参照） 

注１．出願資格(2) － (c) により出願を希望する者は，あらかじめ医学部学務課大学院教務係まで相談すること。 
   詳細については，第２の４「出願書類等提出先」を参照してください。 
注２．出願資格(2) － (d)，(e) により出願を希望する者は，あらかじめ出願資格の認定を受けて出願すること。 
   出願資格事前審査については，ⅳページの「出願資格審査」を参照してください。 

Applicants who are not Japanese nationals and must meet the following requirements. 
(1) Adequate proficiency in Japanese and/or English. 
(2) One of the following requirements. 
(a) Those who have completed 18 years of education in countries other than Japan and should have obtained a degree in 
medicine, dentistry, pharmacy, or veterinary medicine, or are expected to do so by the end of March 2022(September 2021 for 
applicants who wish to enroll in October 2021). 
※In this section, 18 years of education is meant to be from elementary school to college graduation. 
(b) Those who have completed an equivalent of 18 years of foreign school education through distancelearning while residing in 
Japan and should have obtained a degree in medicine, dentistry, pharmacy, or veterinary medicine, or are expected to do so by 
the end of March 2022(September 2021 for applicants who wish to enroll in October 2021). 
(c) Those who have completed Bachelor’s curriculum of overseas at least 5 year courses (must be designated by the Japanese 
Minister of Education, Culture, Sports based on the approval or recognition by relevant foreign government or relevant 
authority) of medicine, dentistry, pharmacy, or veterinary medicine. (see Note1) 
(d) Those who have completed 16 years of education in countries other than Japan and have obtained a degree in medicine, 
dentistry, pharmacy, or veterinary medicine, and have been qualified by the graduate School of Medicine, Yamaguchi 
University as having a suitably impressive academic record. (see Note2) 
(e) Those who are qualified by the graduate School of Medicine, Yamaguchi University to have an academic standard equivalent 
to 18 years of education and a degree in medicine, dentistry, pharmacy, or veterinary medicine, and at least 24 years in age. (see 
Note2) 

Note1. Applicants who wish to apply for admission (2) - (c) must consult to the Admissions Office prior to the application process. 
For further information, please refer to 2(4). (page6) 

Note2. Applicants who wish to apply for admission (2) - (d) and (2) - (e) must have obtained a confirmation of the relevant 
qualifications prior to the application process. For further information, please refer to page （ⅶ）  
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Ⅴ．出願資格審査  
出願資格６の注(3)，(4) 及び７，８，９により出願を希望する者は，次の要領で事前に出願資格の認定を受けて
から出願してください。 
１．提出書類 
(1) 出願資格６の注(3)，(4) により出願を希望する者 
①，②，③，④，⑤，⑥，⑦，⑩，⑪ 
(2) 出願資格７により出願を希望する者 
①，②，③，④，⑤，⑥，⑦，⑧，⑩，⑪ 
(3) 出願資格８により出願を希望する者 
①，②，③，④，⑤，⑥，⑦，⑩，⑪ 
(4) 出願資格９により出願を希望する者 
①，②，③，⑦，⑧，⑨，⑩，⑪ 
① 出願資格認定申請書 本研究科所定の用紙 

② 卒 業 証 明 書 又 は
修 了 証 明 書 出身大学（学部及び研究科）長が作成したもの。

③ 履 歴 書 本研究科所定の用紙 

④ 研 究 業 績 目 録 本研究科所定の用紙に，過去に発表した学術論文，研究発表，研究報告，学会
発表等について記入し，学術論文等の別刷又はコピーを添付してください。 

⑤ 研究・職務経験概要 本研究科所定の用紙に，研究及び職務等の経験がある場合は，その概要
について記入してください。 

⑥ 研究・職務内容証明書 本研究科所定の用紙に，研究・職務経験概要に記入した研究・職務の内
容，期間について，従事した機関の長が証明したもの。

⑦ 成 績 証 明 書 出身大学（学部及び研究科）長が作成したもの。

⑧ 在 学 証 明 書 又 は
在 学 期 間 証 明 書

在学中の者は在学証明書を，退学した者は在学期間証明書を提出してく
ださい。

⑨ 在 学 す る 学 部 ・
学科等の履修概要等

カリキュラムが確認できるもの。
ただし，本学医学部学生は不要です。

⑩ 研 究 計 画 書 本研究科所定の用紙 

⑪ 返 信 用 封 筒 長形３号の封筒に本人の住所，氏名，郵便番号を記入し84円切手を貼ったもの。
ただし，学内への送付を希望する場合切手は不要です。

２．提出期間 
2021(令和３)年10月入学 2021(令和３)年５月18日（火）～５月20日（木）《17時15分 必着》
2022(令和４)年４月入学(第１回) 2021(令和３)年５月18日（火）～５月20日（木）《17時15分 必着》
2022(令和４)年４月入学(第２回) 2021(令和３)年10月13日（水）～10月15日（金）《17時15分 必着》
（郵送の場合は書留とし，封筒表面に「出願資格事前審査申請書在中」と朱書きしてください。） 

３．提出先 
〒755-8505 山口県宇部市南小串１丁目１－１
医学部学務課大学院教務係 電話（0836）22 - 2058 

４．面  接 
出願資格の認定が提出書類により難い場合は，面接を行うことがあります。 
日程等については，本人に直接連絡します。 

５．結果通知 
   審査の結果は，次の期日までに本人宛に通知書を送付します。 
2021(令和３)年10月入学・2022(令和４)４月入学(第１回) 2021(令和３)年６月９日（水） 
2022(令和４)年４月入学(第２回) 2021(令和３)年11月10日（水） 

６．出願手続 
事前審査に合格された人は，この募集要項に基づき志願者と同様に入学者選抜を行いますので，出願手
続等を参照して出願してください。  
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Ⅴ． Confirmation of Qualification: 
  For details regarding the necessary documents for confirmation of qualification please contact the 
Admissions Office mentioned in 2(4). 

 (1) Necessary documents

1 Graduation Certificate Submit official certificate of graduation. 

2 Curriculum Vitae Fill in the prescribed form (interleaf). 

3 Summary of Master’s thesis, 
or previous work  Fill in the prescribed form (interleaf). 

4 Certified Academic Record Submit official transcripts of the graduate and 
undergraduate courses. 

5 Research Plan Fill in the prescribed form. 

6 Self-addressed Stamped  
Envelope 

The address, name, and zip code of the applicant should 
be placed on the envelope (12×23.5cm) and a stamp of 
84 yen must be affixed. 
However, if you wish to send the results to the course you 
belong to at Yamaguchi University, the stamp is not 
necessary.

 (2) Application Period 
(a) May 18-20, 2021 for applicants who wish to enroll in October, 2021. 
(b) May 18-20, 2021, October 13-15, 2021 for applicants who wish to enroll in April, 2022. 

 (3) Application mailing address 
   1-1-1 Minami-Kogushi, Ube, Yamaguchi 755-8505, Japan 

Admissions Office (Section of Educational Affairs) Yamaguchi University School of Medicine, 
   Telephone: +81-836-22-2058 

 (4) Interview 
      We may interview applicants if the confirmation of qualifications can not be judged solely by the 

documents. 
We will contact you directly or through the laboratory about scheduling an interview, etc. 

 (5) Announcement of Results 
    Notice of results will be sent to applicants by the following date: 

(a) June 9, 2021 for applicants who wish to enroll in October, 2021. 
(b) June 9, 2021 or November 10, 2021 for applicants who wish to enroll in April, 2022. 

(6)  Application procedures 
Successful applicants must adhere to these application guidelines. 
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第１  入 学 者選抜の 概要  

１．選抜方法 
一般選抜・社会人特別選抜及び外国人留学生特別選抜があります。 

２．選抜試験の実施時期 
入学者選抜試験は，2021(令和３)年10月入学志願者を対象として2021(令和３)年８月に１回，2022(令和４)年
４月入学志願者を対象として2021(令和３)年８月（第１回），2022(令和４)年１月（第２回）に計２回，それぞれ
実施します。 
なお，８月の試験について，荒天により試験が実施できない場合の措置として，翌々日に予備日を設定してお
ります。 
また，第２回までに定員を充足しなかった場合，あるいは第２回（１月）の試験が荒天により実施できなかっ
た場合には2022(令和４)年３月に第３回入試を実施することがあります。 
実施が決まりましたら，別途募集要項を公表します。 

３．入試日程 
※出願希望者は，出願前なるべく早い時期に，必ず希望する教育研究担当講座の指導教員に相談してください。 

(1) 2021(令和３)年10月入学 
区 分 日 程 等

出願資格事前審査受付期間 2021(令和３)年５月18日（火） ～ ５月20日（木）
出 願 期 間 2021(令和３)年７月12日（月） ～ ７月16日（金）
選 抜 期 日 2021(令和３)年８月３日（火）
（ 予 備 日 ） 2021(令和３)年８月５日（木）
合 格 発 表 2021(令和３)年９月１日（水）
入 学 手 続 2021(令和３)年９月６日（月） ～ ９月８日（水）

(2) 2022(令和４)年４月入学（第１回） 
区 分 日 程 等

出願資格事前審査受付期間 2021(令和３)年５月18日（火） ～ ５月20日（木）
出 願 期 間 2021(令和３)年７月12日（月） ～ ７月16日（金）
選 抜 期 日 2021(令和３)年８月３日（火）
（ 予 備 日 ） 2021(令和３)年８月５日（木）
合 格 発 表 2021(令和３)年９月１日（水）
入 学 手 続 2022(令和４)年３月１日（火） ～ ３月３日（木）

(3) 2022(令和４)年４月入学（第２回） 
区 分 日 程 等

出願資格事前審査受付期間 2021(令和３)年10月13日（水） ～ 10月15日（金）
出 願 期 間 2021(令和３)年12月13日（月） ～ 12月17日（金）
選 抜 期 日 2022(令和４)年１月21日（金）
合 格 発 表 2022(令和４)年２月14日（月）
入 学 手 続 2022(令和４)年３月１日（火） ～ ３月３日（木）

(4) 2022(令和４)年４月入学（第３回）※定員の充足状況によっては，実施しません。 
区 分 日 程 等

選 抜 期 日 2022(令和４)年３月１日（火）

 ※入試に係る日程及び詳細については，各項目にて必ず確認してください。  
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1．Overview of Entrance Examination: 
(1) Kind of examination 
Applicants who are not Japanese and can communicate in Japanese or English are qualified to take the 

Special Examination for Foreign Student. 

(2) Implementation period of examination 
An entrance examination is held in August 2021 for those who wish to enroll in October 2021, and in 
August 2021 and February 2022 for those who wish to enroll in April 2022, respectively. The entrance 
examination will be held the day after tomorrow if the scheduled examination in August is cancelled due 
to inclement weather. 
Further, a third examination may be held in March 2022 if admission capacity is not filled or if the second 
examination in February 2022 is cancelled due to inclement weather. The application guidelines for any third 
examination will be announced as soon as it is scheduled. 

(3) Schedule 
※Please consult your prospective academic adviser regarding the intended research and study program as 
early as possible before the application period. 
(a) For applicants who wish to enroll in October 2021 

Stage Schedule
Confirmation of Qualification May 18, 2021 ～ May 20, 2021
Application Period July 12, 2021 ～ July 16, 2021
Examination Date August 3, 2021
(Spare Date) August 5, 2021
Announcement of Results September 1, 2021
Admission Period September 6, 2021 ～ September 8, 2021

(b) For applicants who wish to enroll in April 2022 (For the first occasion) 
Stage Schedule

Confirmation of Qualification May 18, 2021 ～ May 20, 2021
Application Period July 12, 2021 ～ July 16, 2021
Examination Date August 3, 2021
(Spare Date) August 5, 2021
Announcement of Results September 1, 2021
Admission Period March 1, 2022 ～ March３, 2022

(c) For applicants who wish to enroll in April 2022 (For the second occasion) 
Stage Schedule

Confirmation of Qualification October 13, 2021 ～ October 15, 2021
Application Period December 13, 2021 ～ December 17, 2021
Examination Date January 21, 2022
Announcement of Results February 14, 2022
Admission Period March 1, 2022 ～ March３, 2022

(d) For applicants who wish to enroll in April 2022 (For the third occasion) 
  ※The third occasion may not be held depending on the admission capacity fill-rate. 

Stage Schedule
Examination Date March 1, 2022

 ※Be sure to check the dates and details of the entrance examination.  
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第２  出 願 手続等  
※出願希望者は，出願前なるべく早い時期に，必ず希望する教育研究担当講座の指導教員に相談してください。 

１．出 願 期 間 
2021(令和３)年10月入学 2021(令和３)年７月12日（月）～７月16日（金）《17時15分 必着》
2022（令和４）年４月入学(第１回) 2021(令和３)年７月12日（月）～７月16日（金）《17時15分 必着》
2022（令和４）年４月入学(第２回) 2021(令和３)年12月13日（月）～12月17日（金）《17時15分 必着》
(1) 持参する場合は，８時30分から17時15分まで受け付けます。 

２．出 願 書 類 等 
入 学 志 願 票 本研究科所定の用紙（本募集要項にとじ込み）に，必要事項を記入してください。

受 験 票 ・ 写 真 票
本研究科所定の用紙（本募集要項にとじ込み）に，必要事項を記入し，写真
１枚（出願前３か月以内に撮影した，上半身・無帽・正面向き，たて４㎝×
よこ３㎝のもの）を所定欄にはり付けてください。 

卒 業 （ 見 込 ） 証 明 書
出身大学（学部及び研究科）長が作成したもの。
ただし，本学医学部・医学系研究科を卒業（見込み）した者及び出願資格申
請時に提出した者は不要です。 

成 績 証 明 書
出身大学（学部及び研究科）長が作成したもの。
ただし，本学医学部・医学系研究科を卒業（見込み）した者及び出願資格審
査時に提出した者は不要です。 

受 験 承 諾 書
（社会人特別選抜のみ） 本研究科所定の用紙に，勤務先の所属長が記入・捺印したもの。 

推 薦 書
（外国人留学生特別選抜のみ） 出身大学（学部及び研究科）の指導教員または勤務先の所属長が作成したもの。

履 歴 書
（外国人留学生特別選抜のみ）

本研究科所定の用紙（本募集要項にとじ込み）に，必要事項を記入してください。
ただし，出願資格審査時に提出した者は不要です。 

研 究 業 績 目 録
（外国人留学生特別選抜のみ）

修士論文の写し及び（又は）学術論文の別刷 
修士論文概要又は研究経過報告書（本募集要項にとじ込み）もしくは研究実
績の概要（本募集要項にとじ込み） 
ただし，出願資格審査時に提出した者は不要です。 

住 民 票
（外国人留学生特別選抜のみ）

現に日本国に在住の外国人の入学志願者は，市区町村長の交付する住民票（在
留資格・在留期間が明示されたもの）を提出してください。出願時に日本国内に
在住しない方は，受験のための有効な査証の写を提出してください。 

検 定 料

３０，０００円 
本研究科所定の払込用紙（本募集要項にとじ込み）に，必要事項を記入のう
え最寄りの郵便局・ゆうちょ銀行で本学指定の口座に払い込んだ後，郵便局・
ゆうちょ銀行から受け取った振替払込受付証明書（お客さま用）を所定欄に
はり付けてください。 
なお，納入された検定料は「第２の５．検定料の返還について」に記載して
ある検定料を返還請求できる場合を除き，いかなる理由があっても返還しま
せん。注１），２）参照 

あ て 名 票 受験票，合格通知および入学手続き書類発送時に確実に受理できる住所を記
入してください。（本募集要項にとじ込み） 

注１）国費外国人留学生（日本政府から奨学金を支給されている者）は，検定料を免除します。 
注２）外国から送金する場合は，事前に担当係に相談してください。 

 出願書類等については，入学者選抜において必要なため提出いただくものであり，
これによって得た個人情報を，独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する
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
的で使用又は第三者に提供することはありません。 
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2．Application Procedures: 
※Please consult your prospective academic adviser regarding the intended research and study 
program as early as possible before the application period. 

 (1) Application Period 
   Application documents must be submitted to the Admissions Office during the following periods. 

(a) July 12-16, 2021 for applicants who wish to enroll in October, 2021. 
(b) July 12-16, 2021 or December 13-17, 2021 for applicants who wish to enroll in April, 2022. 
※If you wish to hand deliver the documents, they will be accepted from 8:30 to 17:15. 

 (2) Application Documents 
   Applicants are required to submit the following documents written in either Japanese or English. 

Application form Fill in the prescribed form (interleaf). 

Photograph Form and 
Identification for 
Examination 

Fill in the prescribed form (interleaf) and paste a 4×3cm photograph 
(taken within the last 3 months); the photograph should show the 
applicant facing the camera without a hat with his/her head and 
shoulders clearly visible. 

Graduation Certificate Submit official certificate of graduation. 
Certified Academic Record Submit official transcripts of the graduate and undergraduate courses. 

Recommendation Letter Submit a recent confidential letter of recommendation (in a sealed 
envelope) from your academic adviser or supervisor. 

Proof of Japanese language 
proficiency 

Submit documents that demonstrate the applicant’s proficiency in the 
Japanese language, such as test results. 

Curriculum Vitae Fill in the prescribed form (interleaf). 

Academic Achievements 
Submit a list of academic publications. 
Copy of master’s thesis and/ or reprints of publications. 
Summary of master’s thesis, an interim report, or a summary of 
previous work relevant to the proposed research plan. 

Certificate of Residence 
Submit “Certificate of Residence” if you currently live in Japan. 
If you are not a resident in Japan at the time of application, submit a 
copy of a visa valid for taking the exam. 

Application Fee 

30,000 Yen 
Fill in the postal transfer form (interleaf), and pay the fee via postal 
transfer to the specified account. 
Paste the receipt on the reverse of the application form 
(see Notes 1 & 2). 

Address Card Please clearly write your address to ensure proper receipt of 
correspondence. (interleaf). 

Note 1．Foreign students who are supported by a scholarship from the Japanese Government are  
exempt from paying the application fee. 

Note 2．In case of making payment from overseas, please consult the Admissions Office. 

Application documents are submitted since they are necessary for the selection of admitted 
students. Except for the cases prescribed in Article 9 of the Law on Protection of Personal 
Information, none of the personal information collected will be used for any other purpose or 
provided to any third party without the prior consent of applicants. 
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３．出願方法 
(1) 入学志願者は，出願書類等を取りまとめ，「第２の４．出願書類等提出先」へ提出してください。 
(2) 出願書類を郵送する場合は，「速達郵便，書留郵便」とし，封筒の表に「医学専攻（医学博士課程） 
出願書類在中」と朱書してください。 
 なお，外国から出願する場合は，書留航空便としてください。 

 ４．出願書類等提出先 
   〒755-8505 山口県宇部市南小串１丁目１－１
   医学部学務課大学院教務係 電話（0836）22 - 2058 

 ５．検定料の返還について 
(1) 次に該当した場合は納入済みの検定料を返還します。 
① 検定料を納入済みであるが山口大学に出願しなかった場合 
② 検定料を誤って二重に納入した場合又は誤って所定の金額より多く納入した場合 
③ 出願書類等を提出したが出願が受理されなかった場合 
(2) 返還請求の方法 
上記①又は②に該当した場合は，下記の連絡先に連絡してください。連絡があった後に「検定料 
払戻請求書」を送付しますので，必要事項を記入のうえ郵送してください。 
また，上記③の場合は，出願書類返却の際に「検定料払戻請求書」を同封しますので，必要事項 
を記入のうえ，下記の連絡先に郵送してください。 

検定料返還に関する問い合わせ先 
     〒753-8511 山口市吉田１６７７－１
     国立大学法人山口大学財務部財務課 
     電話 （083）933 - 5098 
財務部財務課では，検定料返還に関する問い合わせのみを受け付けます。 
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(3) Application Process
   Application documents must reach the Admissions Office within the application period. 
   When mailing the application, all documents should be sent together by registered express mail in an 

envelope with “Application documents for the Doctoral Course of medicine” written in red. Overseas 
applications should be sent by registered air mail. 

(4) Application mailing address 
   1-1-1 Minami-Kogushi, Ube, Yamaguchi 755-8505, Japan 

Admissions Office (Section of Educational Affairs) Yamaguchi University School of Medicine, 
   Telephone: +81-836-22-2058 

(5)  Refund of the application fee 
(a) If any of the following circumstances apply, the paid application fee will be returned to you. 
① You did not apply for graduate school, despite paying the application fee. 
② You paid the application fee twice or overpaid the fee in error. 
③ Your application is not accepted even though you submitted the required application documents. 
(b) Refund claims methods 
If ① or ② apply, please contact the authorized department below. 
"Fee refund bill” will be sent to you after you contact the department; please complete the document 
and send it to the department below.  
If ③ applies, we will enclose "Fee refund bill" together with the application forms and send them 
to you; please complete the bill and send back to the department below. 

Inquiries about fee refunds 
Finance Division Yamaguchi University 
1677-1 Yoshida, Yamaguchi, Yamaguchi 753-8511, Japan 
Telephone: +81-83-933-5098 
The Finance Division will accept inquiries only about fee refund. 
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第３  選 抜 方法  

Ⅰ 一 般 選 抜 
学力検査及び出願書類等を総合して判定します。 

１．学力検査等 
(1) 筆記試験 
ア．英  語  辞書（１冊）の持込みを可とします。（電子辞書は不可） 
イ．専門科目  出願した研究領域（教育研究担当講座）について，必要な学力を問う。 

２．学力検査等の日時 
ア ．2021(令和３)年10月入学，2022(令和４)年４月入学（第１回） 

期     日 時   間 試験科目 試 験 場 所

2021(令和３)年８月３日（火）
10時 ～ 12時 英  語 医 学 部 
13時 ～ 15時 専門科目 医 学 部 

イ ．2022(令和４)年４月入学（第２回） 
期     日 時   間 試験科目 試 験 場 所

2022(令和４)年１月21日(金)
10時 ～ 12時 英  語 医 学 部 
13時 ～ 15時 専門科目 医 学 部 

Ⅱ 社会人特別選抜
入学時において，官公庁・教育研究機関・病院・企業等に現に職を有し，入学後もその身分を 
継続する者は，社会人特別選抜によって受験してください。 
学力検査，口述試問及び出願書類等を総合して判定します。 

１．学力検査等 
(1) 筆記試験 
ア．英  語  辞書（１冊）の持込みを可とします。（電子辞書は不可） 
イ．専門科目  出願した研究領域（教育研究担当講座）について，必要な学力を問う。 
(2) 口述試問 
出願した研究分野について，適性・資質等を問う。 

２．学力検査等の日時 
ア ．2021(令和３)年10月入学，2022(令和４)年４月入学（第１回） 

期     日 時   間 試験科目 試 験 場 所

2021(令和３)年８月３日（火）
10時 ～ 12時 英  語 医 学 部 
13時 ～ 15時 専門科目 医 学 部 
15時10分 ～ 口述試問 医 学 部 

イ ．2022(令和４)年４月入学（第２回） 
期     日 時   間 試験科目 試 験 場 所

2022(令和４)年１月21日(金)
10時 ～ 12時 英  語 医 学 部
13時 ～ 15時 専門科目 医 学 部
15時10分 ～ 口述試問 医 学 部
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3．Screening: 
Ⅰ．General Selection (Japanese Only) 

Applicants will be selected based on an examination and the evaluation of the submitted documents. 

 (1) Examination Subjects: 
   (a) English (a written examination) (Applicants are allowed to bring a dictionary) 
(b) Major academic subjects (a written examination) 

 (2) Examination Date: 
 For applicants who wish to enroll in October 2021 
 For applicants who wish to enroll in April 2022 (First occasion). 
  August 3, 2021 
  10:00 ～12:00 English 
  13:00 ～ 15:00 Major academic subjects (the relevant professor’s office) 
  For applicants who wish to enroll in April 2022 (Second occasion). 
  January 21, 2022 
  10:00 ～ 12:00 English 
  13:00 ～ 15:00 Major academic subjects (the relevant professor’s office) 

Ⅱ．Special Selection for Adult Students (Japanese Only) 

(1) Examination Subjects: 
    (a) English (a written examination) (Applicants are allowed to bring a dictionary) 
(b) Subject on major research area (a written examination) 
(c) Interview (will be held with each applicant on his or her intended research subject)

(2) Examination Date: 
 For applicants who wish to enroll in October 2021 
 For applicants who wish to enroll in April 2022 (First occasion). 
  August 3, 2021 
     10:00 ～ 12:00 English 
     13:00 ～ 15:00 Major academic subjects (the relevant professor’s office) 
     15:10 ～     An interview 
For applicants who wish to enroll in April 2022 (Second occasion). 
  January 21, 2022 
     10:00 ～ 12:00 English 
     13:00 ～ 15:00 Major academic subjects (the relevant professor’s office) 
     15:10 ～     An interview    
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Ⅲ 外国人留学生特別選抜
日本国籍を有しない者で，日本語か英語によるコミュニケーションが可能な者は外国人留学生特別選抜によ
って受験してください。 
学力検査，口述試問及び出願書類等を総合して判定します。 

１．学力検査等 
(1) 筆記試験 
ア．英  語  辞書（１冊）の持込みを可とします。（電子辞書は不可） 
イ．専門科目  出願した研究領域（教育研究担当講座）について，必要な学力を問う。 
(2) 口述試問 
出願した研究分野について，適性・資質等を問う。 

２．学力検査等の日時 
ア ．2021(令和３)年10月入学，2022(令和４)年４月入学（第１回） 

期     日 時   間 試験科目 試 験 場 所

2021(令和３)年８月3日（火）
10時 ～ 12時 英  語 医 学 部 
13時 ～ 15時 専門科目 医 学 部 
15時10分 ～ 口述試問 医 学 部 

イ ．2022(令和４)年４月入学（第２回） 
期     日 時   間 試験科目 試 験 場 所

2022(令和４)年１月21日(金)
10時 ～ 12時 英  語 医 学 部 
13時 ～ 15時 専門科目 医 学 部 
15時10分 ～ 口述試問 医 学 部 

第４  試 験 場  
   〒755-8505 山口県宇部市南小串１丁目１－１  山口大学医学部 



- 10 -  

Ⅲ．Special Selection for foreign students 

(1) Examination Subjects: 
 (a) English (a written examination) (Applicants are allowed to bring a dictionary) 
 (b) Subject on major research area (a written examination) 
 (c) Interview (will be held with each applicant on his or her intended research subject) 
(2) Examination Date: 
 For applicants who wish to enroll in October 2021 
 For applicants who wish to enroll in April 2022 (First occasion). 
  August 3, 2021 
     10:00 ～12:00 English 
     13:00 ～ 15:00  Major academic subjects (the relevant professor’s office) 
     15:10 ～     An interview 
For applicants who wish to enroll in April 2022 (Second occasion). 
  January 21, 2022 
     10:00 ～ 12:00 English 
     13:00 ～ 15:00  Major academic subjects (the relevant professor’s office) 
     15:10 ～     An interview     

4．Examination Place: 
Yamaguchi University School of Medicine 
1-1-1 Minami-Kogushi, Ube, Yamaguchi 755-8505, Japan 
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第５  合 格 発表  

2021(令和３)年10月入学 
2021(令和３)年９月１日（水）10時（予定）

2022(令和４)年４月入学（第１回）

2022(令和４)年４月入学（第２回） 2022(令和４)年２月14日（月）10時（予定） 

医学部実習棟Ａ玄関（学務課前）前に掲示するとともに，合格者に合格通知書を送付します。 
なお，電話その他による合・否の問い合わせには一切応じません。 

第６  入 学 手続  
 １．入学手続期間 

2021(令和３)年10月入学※１ 2021(令和３)年９月６日（月）～９月８日（水）《17時15分必着》

2022(令和４)年４月入学(第１回)※２ 2022(令和４)年３月１日（火）～３月３日（木）《17時15分必着》

2022(令和４)年４月入学(第２回)※１ 2022(令和４)年３月１日（火）～３月３日（木）《17時15分必着》

    ※１．入学手続き関係書類は，合格通知書とともに送付します。 
  ※２．入学手続き関係書類は，2022(令和４)年２月中旬に送付します。 
  郵送の場合は，上記期間内に必着とします。 
土曜日・日曜日・祝日は窓口での受付はしておりません。 

２．入学手続場所
〒755-8505 山口県宇部市南小串１丁目１－１
医学部学務課大学院教務係 電話（0836）22 - 2058  

３．入学時に要する経費
入学料及び授業料 
入学料（入学手続時納付）           282,000円（予定額） 
授業料（入学後納付）         前期分 267,900円（予定額） 

後期分 267,900円（予定額） 

注１．本募集要項公表後，2022(令和４)年４月入学者に係る入学料，授業料の改定を本学として決定した場合は，
改定後の額となります。また，既に納入されていた場合は改定額との差額を納入していただくこととなります。 

注２．在学中の授業料の納付は，入学手続時に郵便局・ゆうちょ銀行へ提出する自動払込利用申込書（入学手続書
類とともに郵送します。）に基づき，前期分は５月末日，後期分は11月末日（末日が土・日の場合は，その前の
平日）にゆうちょ銀行の学生（又は学資負担者）名義の貯金口座から自動的に引き落とし大学に納付すること
となります。引落日の前日までに必ず入金しておいて下さい。 

注３．在学中に授業料改定を行った場合，新授業料を適用します。 
注４．入学手続を行った者が入学を辞退したときは，納付済の入学料はいかなる理由があっても返還しません。 
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5．Announcement of Results: 
  Date of Announcement 
(1) September 1, 2021 for applicants who wish to enroll in October, 2021. 
(2) September 1, 2021, February 14, 2022 for applicants who wish to enroll in April, 2022. 
Results will be posted on the notice board of the Graduate School of Medicine, Yamaguchi University, 
and will also be mailed to successful applicants, along with the necessary entrance documents. 
We will not respond to inquiries by telephone or other means concerning the results. 

6．Admission Procedures: 
 (1) Period 
   Admission documents must be submitted during the following period: 
(a) September 6-8, 2021 for applicants who wish to enroll in October 2021 
(b) March 1-3, 2022 for applicants who wish to enroll in April 2022 
  ※If you mail admission forms, the forms must reach the office during the above-mentioned period. 
※※Forms will not be accepted at the window on Saturdays, Sundays, and public holidays. 

 (2) Place 
   Section of Educational Affairs 
   Yamaguchi University School of Medicine, 
   1-1-1 Minami-Kogushi, Ube, Yamaguchi 755-8505, Japan 
   Telephone: +81-836-22-2058 
(3) Fees 
   Admission Fee (to be paid during the entrance procedure) 

282,000 yen (estimated) 
   Tuition (to be paid after entrance) 

267,900 yen per semester (estimated) 
535,800 yen per annum (estimated) 

 Note 1: If the admission or tuition fees are revised for the entrants in April 2022, you will have to pay 
the revised amounts. If you have already paid those fees, you will have to pay the balance due. 

Note 2: Tuition will be automatically debited from the account of students(or persons who pay school 
expenses for the students) indicated on the tuition fees account transfer request form. 
Make sure you have funds available for deposit the day before the debit date. 
Debit Date (1) The first semester: May 31 (2) The second semester: November 30 

Note 3: If the tuition fee have been revised, you have to pay the new tuition fees. 
Note 4: If you decided not to enroll after the admission procedure, payment of the entrance fee will not 

be refunded for any reason. 
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第７  そ の 他  
１．障害のある入学志願者で，受験及び修学上の配慮を必要とする場合，対応を事前に協議しますので， 
希望する対応を記載した相談書を「第２の４．出願書類等提出先」へ次の期日までに提出のうえ，相談 
してください。 

(1) 相談書に記載する内容 
①氏名，生年月日，性別 ②郵便番号，住所，電話番号 ③最終出身学校名 
④希望指導教員名 ⑤障害の種類・程度 ⑥受験上希望する具体的対応 
⑦修学上希望する具体的対応 ⑧最終出身学校における生活状況等（主として授業関係） 
⑨その他 
⑩添付資料（医師の診断書，身体障害者手帳（写）（交付を受けている者））， 
その他相談する際に必要と思われる参考資料 

(2) 相談書の提出期限    
  ア．2021(令和３)年10月入学，2022(令和４)年４月入学（第１回） 
    2021(令和３)年５月20日（木） 
   イ．2022(令和４)年４月入学（第２回） 
    2021(令和３)年10月15日（金） 

２．入学料及び授業料の納付が著しく困難な者に対しては，それぞれ免除する制度があります。 
この制度により，入学料及び授業料の免除を希望する者は，下記へ問い合わせください。 

〒755-8505 山口県宇部市南小串１丁目１－１
山口大学医学部学務課教育・学生支援係 電話（0836）22 - 2099 

第８  注 意 事項  
１．受験の際に，受験票を必ず携行してください。 
２．試験開始20分前までに試験室に入室してください。 
３．机上には，受験票，鉛筆，シャープペンシル，鉛筆削り（電動式・大型のもの・ナイフ類を除く。），プ
ラスチック製の消しゴム，時計（辞書，電卓，端末等の機能があるものや，それらの機能の有無が判別し
づらいもの・秒針音のするもの・キッチンタイマー・大型のものは不可。），眼鏡，ハンカチ，目薬，ティ
ッシュペーパー（袋又は箱から中身だけ取り出したもの。），及び辞書１冊（電子辞書は不可）以外のもの
を置いてはいけません。 
受験会場には，時計が設置されていません。計時機能だけのものを持参してください。 

４．学力検査に不要な携行品は，監督者の指示する場所に置いてください。 
また，携帯電話・ＰＨＳ等は，試験室，面接控室に入る前に必ず電源を切ってかばん等に入れてお 
いてください。 
５．いったん受理した出願書類等は，いかなる場合があっても返還しません。また，出願書類の記載事項 
の変更も認めません。 
６．入学試験に関する照会は，医学部学務課大学院教務係に問い合わせてください。 
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7．Others: 
Ⅰ．If you are an applicants with disability requiring special support in taking exams and studying, we need to 
discuss it in advance.; therefore, please contact us by submitting a consultation document in which you 
indicate the desired support to the Admission Office mentioned in 2(4) by the following dates: 

(1) Contents that should be included in the consultation document: 
        ① Name, date of birth, and gender ② Zip code, address, and phone number 
        ③ Name of the latest school you graduated from ④ Name of a desired academic supervisor 
        ⑤ Type and extent of disabilities ⑥Desired and detailed support in taking the entrance examination 

⑦ Desired and detailed support in studying ⑧ Living conditions at your last school (mainly when 
taking classes) ⑨ Others ⑩ Attached documents (medical certificate, physical disability certificate 
(copy) if issued, and other necessary documents for consultation). 

     (2) Date to submit consultation paper 
          For those who wish to enroll in October 2021 or April 2022 and take the first examination: May 20, 2021 

   For those who wish to enroll in April 2022 and take the second examination: October 15, 2021 

Ⅱ. We have exemption system for applicants who are extremely difficult to pay the admission and tuition fees. 
If you wish to apply for the exemption, please contact the department below. 

      Section of Educational Affairs 
   Yamaguchi University School of Medicine, 
   1-1-1 Minami-Kogushi, Ube, Yamaguchi 755-8505, Japan 
   Telephone: +81-836-22-2099 

8．Notes: 
(1) Applicants should carry the examination admission ticket to the examination.
(2) Please enter the testing room 20 minutes before the start of the test. 
(3) You are not allowed to put anything on top of the desk, except the following items: 
exam admission ticket, a pencil, an automatic pencil, an eraser, a pencil sharpener (except for electric 
ones and knives), watch (clock function only), glasses, handkerchief, tissue paper,and eye drops. 
There is no clock in the testing room. Please make sure to bring a watch (clock function only). 
(4) Please put unnecessary baggage in the place designated by the exam proctors, and turn off mobile 
phones before entering a testing room or an interview waiting room. 
(5) No changes can be made to the contents of the application documents after the application has been 
received. 
(6) For further inquiries about admissions, please contact the Admissions Office. 
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【参考】履修の手引き・学位申請等

履修の手引き・学位申請等の情報は、大学院医学系研究科HPに最新版を掲載しております。 
 大学院医学系研究科トップページ：http://www.med.yamaguchi-u.ac.jp/graduate/

 各講座の研究課題は、大学院医学系研究科HPに最新版を掲載しております。 
 研究課題：http://www.med.yamaguchi-u.ac.jp/graduate/curriculums/research_subject.html 


