
2020 年度に博士課程修了を予定している方へ（題目届の提出） 

2020年度に博士課程（医学博士課程、博士後期課程）修了を希望する学生は、「博

士論文題目届」の提出が必要です。対象者は下記により必ず提出してください。 

 

対象者  ： 2020 年度（2021 年３月）に修了を希望する博士課程学生全員（休学や在学期間延長

によって修了時期がずれ、2021 年３月に修了予定の方も含みます）※満期退学者、３

月以外の時期に修了予定の者は除く 

 

提出書類 ： 「博士論文題目届」 

（様式は医学系研究科ホームページ内「大学院係からのお知らせ」（以下 URL） 

http://www.m.u-tokyo.ac.jp/daigakuin/index.html よりダウンロードできます。 

紙での提出と電子データでの提出が必要です。） 

 

提出期間 ： 下記１及び２どちらも必須。 

１．紙での提出 ２０２０年８月１７日（月）～９月４日（金）１７時 

       ２．電子データの提出 ２０２０年８月３１日（月）～９月４日（金）１７時 

 

提出先  ： 下記１及び２どちらも必須。 

１． 紙での提出：医学部大学院担当（医学部 2 号館 1 階） 

原則指導教員の押印がある原本の提出が必須だが、タイプではなく、電子署名でサインされた題

目届を印刷し紙で提出した場合も押印がある原本として受け付ける。ただし、電子署名の方法等

について当担当より案内はできかねるため必要な場合は自分で準備すること。 

※窓口が閉鎖している場合は郵送・学内便のみ。（学内便も閉鎖している場合は郵送のみ。） 

※郵送・学内便可。医科学研究所大学院事務室には提出できません。 

※窓口に届いているか確認したい場合は郵送の書留で送り、自分で確認すること。 

２．電子データの提出：「博士学位論文題目届」提出期間内に、題目届電子データ（Excel ファイル）

をファイルのタイトルに学籍番号をつけて以下の URL（8 月に公開予定）へアップロードしてく

ださい。（例： 41123456_2020 題目届.xlsx ） 

  ※アップロードされたファイルはタイトル名のみ他の学生も閲覧できるため、ファイル名に名前を

含めないよう留意すること。 

※電子データが URL にアップロードされたかどうかについて大学院係から各学生にご連絡はし

ません。URL に電子データをアップロードする際に画面上に表示される「アップロードが完了し

ました。」のメッセージでもって確認してください。 

 

アップロード URL 

―――――― ８月最終週以降に公開予定です ―――――― 

 

 

※医学系研究科ホームページ内「大学院係からのお知らせ」に掲載している【電子ファイルのア

ップロードはこちらをクリックしてください】（同じく 8 月最終週以降に公開予定）と同じ URL

となります。 

http://www.m.u-tokyo.ac.jp/daigakuin/index.html


 

その他  ： 「博士学位論文題目届」提出時に、審査委員候補者（７名）を下記のとおり推薦して

ください。推薦時には「教員コード表（論文審査委員候補者リスト）」（題目届内のシートに

て閲覧可能）を参照して記入してください。 

 

審査委員候補者の指名について 

・指導教員と相談し、指導教員の推薦のもと候補者を必ず計７名推薦してください。 

※実際の審査員は候補者から３名、専攻指名２名の計５名となりますが、審査担当件数を調整す

る際に必要となるので、７名推薦いただくようお願いします。 

・自専攻から推薦できるのは１名のみです。 

・共同研究者・指導教員・姻戚関係者・指導教員の所属教室の教員および指導に係わった他教       

室の教員は推薦できません。複数の教室（専攻分野）に所属する教員は、そのどれもが除外対

象となります。（別紙「審査委員候補者選出の留意事項」を参照すること。） 

※博士論文に含まれる研究内容について雑誌等で公表済み/予定の場合、著者名に名前が記載され

る方は全て「共著者」となり、「共著者」は必ず「共同研究者」として見なされるので、審査委

員候補として指名できません。もし「共著者」以外で論文の内容について共同で研究を行った

者がいる場合には、どこまでの範囲を「共同研究者」に含めるかは指導教員へご相談のうえ、

十分に確認してください。 

また、「共同研究者（共著者を含む）」については、学位授与申請時に同意承諾書(原本)を必ず提

出していただくこととなりますので、必要に応じて早めにご準備ください。海外在住の方も含め

必ず原本が必要です。 

※今年度については、タイプではなく、電子署名の処理がされた同意承諾書を印刷したものも原

本として受理いたします。ただし、電子署名について当担当より案内はできかねますので必要な

場合は御自身でご準備ください。 

・本人の了解が得られない場合、医学系研究科長、附属病院長、医科学研究所長、定量生命科学

研究所長および今年度退職の教員は推薦できません。 

※上記に該当する先生については教員コード表の備考欄に「※要承諾」と書かれている。審査委員

候補者に含めたい場合、各自で先生に連絡を取り、本人の了解を得た上で題目届の「※要承諾」

欄にチェックすること。 

・自専攻以外から推薦する教員のうち１名は、医学系研究科以外から専攻長及び当該教員の了解

を得たうえで選ぶことができます（推薦順位は３位以内とし、「題目届」提出時に専攻長の「承

諾書」をあわせて提出すること※様式自由）。その場合、題目届の様式が異なるため大学院担当

宛にメールでご連絡ください。 

 

副論文について ※提出がある場合、次回の学位授与申請時に提出。題目提出時に提出しない。 

・副論文については、専攻により提出について取り決めがある場合があるので必ず指導教員に確

認してください。 

※外科学専攻では、学位授与申請時に副論文の提出も必要です。（必ず外科学専攻の副論文に関

する基準等について指導教員に確認してください。） 

 

 



「題目届」提出後は、１１月１２日（木）までに「学位授与願」一式を提出していただくことになり

ます。提出物については、別途「大学院係からのお知らせ」に情報を掲載する予定です。 

 

２０２０年７月１５日    医学部大学院担当 



参考：審査委員候補者、指導教員が専攻を兼担している場合について
When Candidates of Examination Committee Member(審査委員候補者)  or  your research supervisor (指導教員)

belong to 2 or more departments

審査委員候補者が専攻を兼担している場合

When Candidates of Examination Committee Member(審査委員候補者) belong to more than 2 departments

教員コード/
Faculty Member
Codes

教員氏名/Name 専攻/Department
所属教室（専攻分野）/
Research Field 備考/Others

外科学専攻

1

2

3

4

5 外科学専攻兼担

6 外科学専攻兼担

7

指導教員が専攻を兼担している場合

When your research supervisor (指導教員) belongs to more than 2 departments

教員コード/
Faculty Member
Codes

教員氏名/Name 専攻/Department
所属教室（専攻分野）/
Research Field 備考/Others

外科学専攻 社会医学専攻兼担

1

2 社会医学専攻

3 社会医学専攻

4

5

6

7

審査委員候補者
（推薦順位順）/
Candidates of
Examination
Committee

Member

「※要承諾」確認
欄/Prior consent
(備考に「※要承諾」と
ある場合のみ、各自、
先生に承諾を得た上
でプルダウンを選択)

審査委員候補者
（推薦順位順）/
Candidates of
Examination
Committee

Member

指導教員
/Supervisor

※学籍上の指導教員

「※要承諾」確認
欄/Prior consent
(備考に「※要承諾」と
ある場合のみ、各自、
先生に承諾を得た上
でプルダウンを選択)

指導教員
/Supervisor

※学籍上の指導教員

指導教員が兼担している専攻から

は何名でも可能。
You can chose any number of 
people from the department which 
your research superviser belongs 
to besides your department.

自専攻から2名以上推薦できま

せん。You can't nominate 2 or 
more people from your 
Department.



別紙

〔ある教員が同一専攻内で複数の「教室（専攻分野）」に所属している場合〕

（例） 45612

教員A 教員B 教員A 教員C

↑指導教員

学生X

※ 学生Xの指導教員が教員Aであり、教員Aの所属教室（専攻分野）が「●●学/△△学」と教員コード表に記載されている場合、
学生Xは審査委員候補者として、教員Aだけでなく、教員B、教員Cのいずれも選ぶことができない。

〔ある教員が他の専攻も兼担している場合〕

（例） 教員コード表に「外科学専攻」と「脳神経医学専攻」を兼担していると記載されている場合
12345

98765

※ 上記のように教員が他専攻の兼担を行っている場合は、専攻毎に別の教員コードとなるので注意すること。

教員D 教員E 教員D 教員F

↑指導教員

学生Y

※ 学生Yの指導教員が教員Dであり、教員Dの教員コード表中の備考に「○○専攻兼担」と記載されている場合、
学生Yは、「◎◎学」に所属する教員D、教員Eだけでなく、「■■学」に所属する教員D、教員Fについても審査委員候補者として
選ぶことができない。

脳神経医学専攻■■学教室

《審査委員候補者選出の留意事項》

●●学教室 △△学教室

外科学専攻◎◎学教室

外科学 教員D ◎◎学 脳神経医学専攻兼担

内科学 教員A ●●学/△△学

脳神経医学 教員D ■■学 外科学専攻兼担


