
2018年度
受験用 医師をめざすあなたへ

（注）このリストは2017年7月時点の予定です。

2018 年版 大学入試シリーズ（赤本）【国公立大学】
No. 書　名
2 北海道大学（理系−前期日程）
4 旭川医科大学（医学部〈医学科〉）
11 札幌医科大学（医学部）
12 弘前大学
16 東北大学（理系−前期日程）
20 秋田大学
23 山形大学
26 福島県立医科大学（医学部）
29 筑波大学（推薦入試）
30 筑波大学（前期日程）
33 群馬大学
40 千葉大学（理系−前期日程）
42 千葉大学（理系−後期日程）
44 東京大学（理科）
47 東京医科歯科大学
61 横浜市立大学（医学部〈医学科〉）
63 新潟大学（教育〈理系〉・理・医〈看護を除く〉・歯・工・農学部）
65 富山大学（理系）
67 金沢大学（前期日程）
70 福井大学（医学部〈医学科〉）
73 山梨大学（医学部〈医学科〉）
76 信州大学（理系−前期日程）
78 岐阜大学（前期日程）
79 岐阜大学（後期日程）
83 浜松医科大学（医学部〈医学科〉）
87 名古屋大学（理系）
92 名古屋市立大学（医学部）
95 三重大学（医〈医〉・工・生物資源学部）
97 滋賀医科大学（医学部〈医学科〉）
100 京都大学（理系）
104 京都府立医科大学（医学部〈医学科〉）
106 大阪大学（理系）
109 大阪市立大学（理・工・医〈医〉・生活科〈食品栄養科〉学部）
113 神戸大学（理系−前期日程）
120 奈良県立医科大学（医学部〈医学科〉）
122 和歌山県立医科大学（医学部）
123 鳥取大学
124 島根大学
126 岡山大学（理系）
129 広島大学（理系）
135 山口大学（教育〈理系〉・理・医〈看護を除く〉・工・農・共同獣医学部）
137 徳島大学
138 香川大学
139 愛媛大学
140 高知大学
143 九州大学（理系−前期日程）
150 佐賀大学
152 長崎大学（理系）
155 熊本大学（理・医〈看護を除く〉・薬・工学部）
158 大分大学（医学部〈医学科〉）
160 宮崎大学（医学部〈医学科〉）
162 鹿児島大学（理系）
163 琉球大学

2018 年版 大学入試シリーズ（赤本）【国公立大学】
No. 書　名
164 〔国公立大〕医学部医学科 推薦・AO 入試
171 防衛医科大学校（医学科）

2018 年版 大学入試シリーズ（赤本）【私立大学】
No. 書　名
208 岩手医科大学（医・歯・薬学部）
214 東北医科薬科大学（医・薬学部）
242 北里大学（医学部）
247 杏林大学（医学部）
256 慶應義塾大学（医学部）
261 国際医療福祉大学
265 埼玉医科大学（医学部）
268 自治医科大学（医学部）
274 順天堂大学（医学部）
284 昭和大学（医学部）
300 聖マリアンナ医科大学
325 帝京大学（医学部）
329 東海大学（医学部〈医学科〉）
330 東京医科大学（医学部〈医学科〉）
337 東京慈恵会医科大学（医学部〈医学科〉）
340 東京女子医科大学（医学部）
352 東邦大学（医学部）
360 獨協医科大学（医学部）
373 日本大学（医学部）
376 日本大学（Ｎ方式）
377 日本医科大学
430 愛知医科大学（医学部）
436 金沢医科大学（医学部）
454 藤田保健衛生大学（医学部）
461 大阪医科大学（医学部）
476 関西医科大学（医学部）
498 近畿大学（医学部）
524 兵庫医科大学
536 川崎医科大学
552 久留米大学（医学部〈医学科〉）
553 産業医科大学（医学部）
557 福岡大学（医学部〈医学科〉）

赤本メディカルシリーズ
No. 書　名
801 〔国公立大〕医学部の英語［改訂版］
802 私立医大の英語〔長文読解編〕［改訂版］
803 私立医大の英語〔文法・語法編〕［改訂版］
804 医学部の実戦小論文［改訂版］
805 〔国公立大〕医学部の数学
806 私立医大の数学
807 医歯薬系の英単語［3 訂版］
808 医系小論文 最頻出論点 20［3 訂版］
809 医学部の面接［3 訂版］

赤本ポケットシリーズ
No. 書　名
859 医学部学士編入をめざすあなたへ



（注）このリストは2017年7月時点の予定です。※都道府県は、1年次に主に履修するキャンパスの所在地を掲載しています。

国 国立　公 公立　私 私立

都道府県※ 大学名 学部名（学科名‒専攻等名） 赤本No.

北海道
国 旭川医科大 医（看護） 165
国 北海道大 医（保健‒看護学） 2
私 北海道医療大 看護福祉（看護） 205

青森 国 弘前大 医（保健‒看護学） 12
公 青森県立保健大 健康科（看護） 165

岩手 公 岩手県立大 看護 14

宮城
国 東北大 医（保健‒看護学） 16
公 宮城大 看護学群 19
私 東北福祉大 健康科（保健看護） 214

秋田 国 秋田大 医（保健‒看護学） 20
山形 国 山形大 医（看護） 23
福島 公 福島県立医科大 看護 165

茨城 国 筑波大 医学群（看護学類） 29／30
公 茨城県立医療大 保健医療（看護） 165

栃木 私 国際医療福祉大 保健医療（看護） 261
私 自治医科大 看護 269

群馬 国 群馬大 医（保健‒看護学） 33
私 高崎健康福祉大 保健医療（看護） 306

埼玉

国 防衛医科大 看護 172
公 埼玉県立大 保健医療福祉（看護） 165
私 東京家政大 看護 331
私 目白大 看護 408

千葉

国 千葉大 看護 40
国 東京医科歯科大 医（保健衛生‒看護学） 47
私 国際医療福祉大 成田看護 261
私 淑徳大 看護栄養（看護） 273
私 順天堂大 医療看護 276
私 城西国際大 看護 277
私 聖徳大 看護 299
私 千葉科学大 看護 311
私 帝京平成大 健康医療スポーツ（看護） 327
私 東京情報大 看護 338
私 東邦大 健康科（看護） 354

東京

国 国立看護大学校 看護 169
国 東京大 医（健康総合科） 44
私 共立女子大 看護 246
私 杏林大 保健（看護） 248
私 上智大 総合人間科（看護） 278／282
私 聖路加国際大 看護 301
私 帝京大 医療技術（看護） 324
私 帝京科学大 医療科（看護） 326
私 帝京平成大 ヒューマンケア（看護） 327
私 東京工科大 医療保健（看護） 333
私 東京慈恵会医科大 医（看護） 269
私 東邦大 看護 354
私 武蔵野大 看護 392

神奈川

公 神奈川県立保健福祉大 保健福祉（看護） 165
公 横浜市立大 医（看護） 60
私 神奈川工科大 看護 236
私 関東学院大 看護 240
私 北里大 看護 244
私 慶應義塾大 看護医療 258
私 国際医療福祉大 小田原保健医療（看護） 261
私 東海大 健康科（看護） 328

新潟 国 新潟大 医（保健‒看護学） 62
公 新潟県立看護大 看護 165

富山 国 富山大 医（看護） 65

石川 国 金沢大 医薬保健学域（保健学類‒看護学） 67
公 石川県立看護大 看護 165

福井 国 福井大 医（看護） 69
公 福井県立大 看護福祉（看護） 71

山梨
国 山梨大 医（看護） 72
公 山梨県立大 看護 165
私 昭和大 保健医療（看護） 285

長野 国 信州大 医（保健‒看護学） 76
公 長野県看護大 看護 165

岐阜

国 岐阜大 医（看護） 78／79
公 岐阜県立看護大 看護 165
私 朝日大 保健医療 435
私 岐阜聖徳学園大 看護 438

都道府県※ 大学名 学部名（学科名‒専攻等名） 赤本No.

静岡
国 浜松医科大 医（看護） 165
公 静岡県立大 看護 84
私 順天堂大 保健看護 276

愛知

国 名古屋大 医（保健‒看護学） 87
公 愛知県立大 看護 90
公 名古屋市立大 看護 91
私 椙山女学園大 看護 441
私 中部大 生命健康科（保健看護） 444
私 日本福祉大 看護 452
私 藤田保健衛生大 医療科（看護） 455

三重 国 三重大 医（看護） 94
公 三重県立看護大 看護 166

滋賀 国 滋賀医科大 医（看護） 166
公 滋賀県立大 人間看護 98

京都

国 京都大 医（人間健康科‒先端看護科学コース） 100
公 京都府立医科大 医（看護） 166
私 京都学園大 健康医療（看護） 488
私 京都光華女子大 健康科（看護） 489
私 京都橘大 看護 493
私 同志社女子大 看護 519
私 佛教大 保健医療技術（看護） 526

大阪

国 大阪大 医（保健‒看護学） 106
公 大阪市立大 医（看護） 108
公 大阪府立大 地域保健学域（看護学類） 110
私 藍野大 医療保健（看護） 459
私 関西医療大 保健看護 477
私 摂南大 看護 508
私 千里金蘭大 看護 509

兵庫

国 神戸大 医（保健‒看護学） 113／114
公 神戸市看護大 看護 166
公 兵庫県立大 看護 116
私 神戸女子大 看護 504
私 園田学園女子大 人間健康（人間看護） 510
私 姫路獨協大 看護 523
私 兵庫医療大 看護 525
私 武庫川女子大 看護 527

奈良
公 奈良県立医科大 医（看護） 166
私 畿央大 健康科（看護医療） 486
私 奈良学園大 保健医療（看護） 521

和歌山 公 和歌山県立医科大 保健看護 166
鳥取 国 鳥取大 医（保健‒看護学） 123
島根 国 島根大 医（看護） 124

岡山
国 岡山大 医（保健‒看護学） 126
公 岡山県立大 保健福祉（看護） 127
私 吉備国際大 保健医療福祉（看護） 537

広島

国 広島大 医（保健‒看護学） 128／129
私 広島国際大 看護 543
私 福山平成大 看護 545
私 安田女子大 看護 547

山口 国 山口大 医（保健‒看護学） 134
公 山口県立大 看護栄養（看護） 136

徳島 国 徳島大 医（保健‒看護学） 137

愛媛 国 愛媛大 医（看護） 139
公 愛媛県立医療技術大 保健科（看護） 166

高知 公 高知県立大 看護 166

福岡

国 九州大 医（保健‒看護学） 143
公 福岡県立大 看護 149
私 国際医療福祉大 福岡看護 261
私 帝京大 福岡医療技術（看護） 324
私 福岡大 医（看護） 556

佐賀 国 佐賀大 医（看護） 150

長崎 国 長崎大 医（保健‒看護学） 152
公 長崎県立大 看護栄養（看護） 153

熊本 国 熊本大 医（保健‒看護学） 154

大分 国 大分大 医（看護） 157
公 大分県立看護科学大 看護 166

宮崎 国 宮崎大 医（看護） 159
公 宮崎県立看護大 看護 166

鹿児島 国 鹿児島大 医（保健‒看護学） 162
沖縄 国 琉球大 医（保健‒看護学コース） 163

2018年度
受験用 看護師をめざすあなたへ


