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東京大学大学院医学系研究科 医科学専攻への誘い 
 
 本学医学系研究科・医科学専攻・修士課程は、大学での学部・専攻を問わず、広く医学の基礎的分野の

研究者・教育者の養成を行い、基礎医学研究を先導する未来のリーダーとなる人材を修士・博士課程の合

計 6 年間をかけて育成することを目的に、平成 11 年度に設立されました。現代の医学研究において医学

以外のバックグラウンドを持つ研究者が果たす役割はきわめて大きく、医科学専攻の教授・スタッフにも

医学部以外の学部出身者が数多く含まれています。医学系研究科には博士課程から入学することももち

ろん可能ですが、修士の段階から系統的に医学知識を身につけ、大きく発展して欲しいという期待のもと

に医科学専攻修士課程は設置されました。幸いにも、これまで非常に優秀な人材が本専攻に集い、巣立っ

た後も様々な医学研究領域で将来を嘱望される若手研究者として活躍しています。 
 
 本修士課程の特徴のひとつは、入学前に配属教室を決めておくことも、決めないで入学することもでき

るという柔軟性にあります。修士学生に対しては、医学系研究科、医学部全体の教官が協力して指導に当

たります。配属教室を決めていない学生は、４月から７月にかけて医学各分野の講義と実習ならびに各研

究室の内容の紹介を受けた後、８月までに配属を決めることになります。このシステムにはいくつかの長

所があります。一つは最初から各講座に割り振られず一緒に講義実習を受けることで、修士学生間に連帯

感が生まれることです。学生は各教室に分かれた後も、お互いに生活や研究の交流を活発に続けることが

できます。これは博士課程からでは得難い貴重な絆です。第二に、学生も教師もお互いをより身近で理解

することが出来、その分、納得のいく教室選びが可能となります。各研究室に配属後も、週一回は共通ゼ

ミナールがありますし、希望すれば他の分野の実習も可能です。学年によってはコンパだけでなく、合宿

旅行まで楽しんでいます。 
 
 現代の医科学、生命科学は多様性に富むと同時に奥深い領域です。分子構造・シグナル・発生などの基

礎生物学から、病気の発症機序（病因）と治療、ゲノム医学、脳科学・予防医学などに至る幅広い分野を

カバーしています。若いうちからあまり狭い研究領域に閉じこもるのは必ずしも賛成できません。研究分

野を柔軟に変えうること、また、 周辺領域の幅広い知識を身につけることが大切です。医科学専攻は学

生を未来の宝だと考えています。セミナー、輪読会、共通講義や共通実習などで 幅広い知識と、信頼し

うる技術を身につけ、修士・博士の６年を終了した後に、どの様な分野に進むかを自らが決める自立した

研究者になるための素地作りを誠心誠意サポートしたいと考えています。卒業後には、ポストドク、海外

留学、研究職など多様な選択の道が拓かれます。 
 
 医科学修士課程は、生命現象への好奇心にあふれ、協調性を持ち、気力・体力の充実した学生を求めて

います。自分が「将来の基礎医学を背負って立つ」姿を想像してみてください。そんな未来に魅せられる

自分を見出すことができたならば、本修士課程に是非応募してください。 
 
 



 
 

令和４(2022)年度医科学専攻修士課程入学者選抜の実施方法について 
 
令和４(2022)年度入学者の選抜を下記により実施します。出願に際して充分注意してください。 

 
記 

 
１．受入指導教員について 

(1) あらかじめ指導教員を決めて受験することも、指導教員を決めずに受験することもできます。い

ずれの場合も興味のある研究室をできるだけ訪問するようにしてください。（ただし、医科学研究

所と定量生命科学研究所は、（２）を参照。）入学試験は、指導教員を決めて受験する場合も、決

めないで受験する場合も公平に実施されます。 
(2) 医学系研究科所属の教員（指導教員一覧に記載）を指導教員としてあらかじめ決めて受験するこ

とができます。各指導教員の受け入れ可能人数は、指導教員一覧にある「専攻分野」毎に「あら

かじめ指導教員を決めて受験し入学する者」及び「入学後ローテーションで指導教員が決まる者」

を合計して学年毎に「２名以内」となります。 
    あらかじめ指導教員を決めて受験する者は、出願前に必ず希望する指導教員と連絡を取って、

希望する指導教員の研究分野および指導方針が自分の希望と合っていることを確認してくださ

い。さらに、希望する指導教員の研究室を訪問し、教員が受入を承諾した場合は、別紙「指導教

員受入確認票」の所定の欄に指導教員から受入を承諾する旨の署名をもらい出願書類に同封し、

願書の指定された箇所の「志望する研究室」の「有り」にチェックを入れ、専攻分野名と希望す

る指導教員を記入してください。 
    なお、協力講座である医科学研究所と定量生命科学研究所の配属枠は合わせて「４名以内」と

いう制限があります。希望する場合は入学後に配属を決定することになりますが、希望どおりに

ならない場合があります。（従って、医科学研究所と定量生命科学研究所の教員を指導教員に指

名して出願することはできず、指導教員を決めずに受験した上で、入学後下記（６）のローテー

ションを経て決めることになります。） 
(3) 指導教員を決めずに受験する者は、願書の指定された箇所の「志望する研究室」の「無し」にチ

ェックを入れてください。なお、指導教員を決めずに受験する者も、研究指導を受けたいと思う

教員がすでにいる場合には出願前に連絡を取っておくようにしてください。 
(4) 出願前の希望指導教員との連絡の機会として、３月 27 日（土）に「医科学専攻修士課程入学者

ガイダンス」を開催しますので、受験を希望する者はできるだけ参加するようにしてください。

詳細は、医学系研究科のホームページをご覧ください。 
    http://www.m.u-tokyo.ac.jp/daigakuin/apply/appguidemain.html 
(5) 指導教員を決めて受験し合格した者は、入学後は原則として指導教員の変更は認められません。 
(6) 指導教員を決めずに受験した者は、入学後に実施されるローテーション（研究室訪問）の後に

指導教員を決めることになります。ただし、受入人数の制限から第一希望の教員の指導を受け

られないことがあります。 
(7) 本専攻では、入学後、決定された研究室から、学内外の他研究室等へ研究指導の委託を行うこ

とは、原則として認められません。 
 

２．志願理由書について 

 本専攻を志願した理由を、Ａ４判２枚にまとめ、２枚とも左上に「志願理由書、氏名、ページ数」を

記載して、ホチキスをせずに入学願書に同封すること。 
 
３．試験科目について 

 入学試験は、筆記試験（一次試験：専門科目）と口述試験（二次試験）で構成されます。 
HPに掲載中の2020年12月22日付文書にあるとおり、令和４(2022)年度学生募集分より、筆記試

験科目のうち「外国語」については、筆記試験実施を取りやめてTOEFL等の民間試験スコアの提出に

変更されます。詳細は、別添「修士課程入試の外国語（英語）について」参照。 
また、「専門科目 I」について、出題数が変更され２問選択解答制となります。 

 
   



 
 

 
（１）専門科目I 
  以下に示す基礎問題から１問、専門総合問題から２問の計３問を解答する。 
 
  1a. 基礎問題 

 基礎問題は、生物学に加え、物理学、化学の３科目の中から１科目を選択して解答する。出題

範囲はおおよそ以下の通り。 
 
•生物学 
 基本的な生命科学の理解をしているかどうかを問う問題。内容としては、Alberts et al, 
Essential Cell Biology (日本語訳 Essential細胞生物学)の基本的な部分を想定している。 

 
•物理学 
 基本的な物理学を理解しているかを問う問題。古典力学、波動、熱力学、電磁気学、現代物

理学（２０世紀の物理学）の範囲から出題する。 
 
•化学 
 基本的な化学を理解しているかを問う問題。物理化学・無機化学・分析化学分野から５割程

度、有機化学分野から５割程度出題する。問題の多くは大学の一般教養で習う程度の基本的な

ものとする。内容としては、物理化学・無機化学：アトキンス物理化学(東京化学同人）、基本

無機化学(東京化学同人）など；有機化学：マクマリー有機化学、ウォーレン有機化学、ボルハ

ルトショアー現代有機化学、スミス有機化学、ジョーンズ有機化学などを想定している。 
 

  1b. 専門総合問題 
    専門総合問題は、以下の分野の６問から２問を選択して解答する。 
 

•細胞生物学･分子生物学・病理学（２問） 
 基礎問題の生物学とも重複しますが、Alberts et al, Essential Cell Biology （日本語訳 

Essential細胞生物学）のより専門的な部分からも出題することがある。 
 
•生理学・脳科学（２問） 
 分子・細胞レベルを中心とした基礎的な生理学や分子、細胞、回路レベルを中心とした脳科

学に関する問題を出題する。 
 
•統計学（１問） 
 生物統計学の基本となる理論を理解しているかを問う問題。 

 
•Chemical Biology（１問） 
 生物学、医学分野の課題を、化学的な発想、技術によって解決する研究分野であるケミカル

バイオロジーに関する問題を出題する。具体的には、イメージング、摂動、スクリーニング、

オミクス解析、生体機能解析などの原理、利点、問題点やその適用事例を中心に、幅広い分野

に対する理解度を問う問題を出題する。 
 
（２）専門科目II（小論文）： 与えられたテーマについて１時間で書く問題。 
 
（３）口述試験： これまでの学部時代の活動や、研究に対する熱意などを面接官が判断する。 



医科学専攻の教育研究上の目的 
 
東京大学大学院医学系研究科医科学専攻修士課程では、医学系の最先端研究を遂行するために必要な

基礎学力を具えており、生命現象のしくみの解明・疾患の克服に寄与し新たな知的価値を創出できる国

際的リーダーを養成することを目的とする。 
 
 

令和４(2022)年度医科学専攻修士課程を受験する皆さんへ 
 
医科学専攻修士課程では、入学して最初の３ヶ月間に基礎医学の講義・実習（注①）をおこない、そ

の後、指導教員のもとで研究を開始します。学生は、その成果を修士論文にまとめて当課程を修了する

ことになりますが、修了後はそのまま医学博士課程へ進学することが求められています。 
 あらかじめ指導教員を決めて入学した学生は、入学後、基礎医学の講義・実習を受けながら希望する

指導教員のもとで研究を始めることもできます。指導教員を決めずに入学した学生は、入学後に行なわ

れるローテーション（注②）を経て、指導教員を決定することになります。 
入学後の流れは下記のようになりますので、参考にしてください。 

 
記 

 
〔入学から修了するまでの流れ〕 
１年次 

４月１日   医科学専攻修士課程入学  
     初旬   入学ガイダンス 
    ～６月下旬 前期授業（講義・実習等） 

～７月下旬 ローテーション（指導教員を決めないで入学した学生による研究室訪問）  
８月下旬   指導教員を決めないで入学した学生に対する指導教員の決定（内定） 
１０月１日～  研究室による演習・実習 

 ２年次 
４月     研究室による演習・実習、病院実習（希望者のみ） 
～２月上旬  

７月     医学博士課程入試出願 
１０月中旬  医学博士課程入試受験 （医科学専攻修士課程修了込者は筆記試験免除） 

   ２月上旬   修士論文発表会     
   ３月     医科学専攻修士課程修了 
  ------------------------------------------------------------- 
   ４月     医学博士課程進学 
   
注①  授業は、基礎医学に関する講義と実習、病院実習（希望者のみ）で構成されています。講義と

実習は基礎医学系研究室が担当し、基礎医学の知識を教授します。病院実習は、数班に分かれて

医学部附属病院を訪れ、実際に臨床の場を見学して医学の重要さを経験するものです。 
 
注②  ローテーションとは、指導教員を決めないで入学した学生が、上記①の授業を通して興味を持

った研究室を訪問し、実際の研究室の雰囲気、研究内容および指導方針を確認するための期間で

す。なお、指導教員を決めて入学した学生は、指導教員のもとで研究を開始します。 
 

注③  ただし、講義・実習内容については、今後変更する可能性があります。 
 

 注④ 病院実習希望者は､実習前に抗体検査が必要です。詳細は入学ガイダンス等で案内します。 



※この用紙を使用してください。 

【医科学専攻修士課程 受験者用】 

 

指導教員受入確認票 
 
研究室名 訪問日 
  

2021 年   月    日（  ） 
 
受験者氏名（自筆）  

（男・女） 
（生年月日：    年   月   日） 

学歴 
（高等学校卒業から記入

してください。） 

 
     年   月               高等学校卒業 
 
 
 
 

研究歴 
 
 

 
 
 

研究上の特記事項 
 
 

 

研究したい研究内容及び

希望する指導教員 
 

〔研究内容〕 
 
 
 
 
 
〔希望指導教員〕 
 

 
 
上記受験者が、令和４(2022)年度東京大学大学院医学系研究科医科学修士課程入学試験に合格した場合

は、受入を認めます。 
 
                 受入予定教員氏名：              （自署）     

 
 

注 

【受験生の方へ】以下をご確認のうえ、□に✔願います。 

□ 研究室訪問時に、希望指導教員から受入内諾を得た場合、本票を希望指導教員に渡してください。 
□ 医科学研究所および定量生命科学研究所所属の教員は、出願時には指導教員として希望できませんので

この受入確認票の対象外となります。上記の研究所に所属の教員を希望する場合は、出願時は志望指導

教員を決めずに出願してください。 
□ 本票を提出した受験者は、入学後は原則として指導教員の変更は認められません。 
 

【指導教員の先生へ】以下をご確認のうえ、□に✔願います。 

□ 受入を承諾した教員は、正本を受験者に渡し、控えとしてコピーを１部取ってください。 
□ 受入指導教員が本確認票にサインをできるのは２名以内とします。また、一年度内に受け入れることが

できる医科学修士の学生数は２名までですのでご留意ください。 



　

教　授 岡田　康志
e-mail: yokada@m.u-tokyo.ac.jp

tel: 03-5841-0959
教　授 吉川 雅英

e-mail: mkikkawa@m.u-tokyo.ac.jp
tel: 03-5841-3338

教　授 岡部　繁男
e-mail: okabe@m.u-tokyo.ac.jp

tel: 03-5841-1928
教　授 ラドスティン・ダネフ

e-mail: rado@m.u-tokyo.ac.jp
tel: 03-5841-3413

教　授 水島　昇
e-mail: nmizu@m.u-tokyo.ac.jp

tel: 03-5841-3440
教　授 栗原　裕基

e-mail: kuri-tky@umin.ac.jp
tel: 03-5841-3495

教　授 村上　誠
e-mail: makmurak@m.u-tokyo.ac.jp

tel: 03-5841-1431
教　授 宮崎　徹

e-mail: tm@m.u-tokyo.ac.jp
tel: 03-5841-1436

教　授 大木　研一
e-mail: kohki@m.u-tokyo.ac.jp

tel: 03-5841-3459
教　授 松崎　政紀

e-mail: mzakim@m.u-tokyo.ac.jp
tel: 03-5841-3467

教　授 狩野　方伸
e-mail: mkano-tky@m.u-tokyo.ac.jp

tel: 03-5841-3536
教　授 廣瀬　謙造

e-mail: kenzoh@m.u-tokyo.ac.jp
tel: 03-5841-3414

教　授 上田　泰己
e-mail: uedah-tky@umin.ac.jp

tel: 03-5841-3415
教　授 河西　春郎

e-mail: hkasai@m.u-tokyo.ac.jp
tel: 03-5841-1439

システムズ薬理学
睡眠・覚醒リズムのシステム生物学・
合成生物学 薬理学

構 造 生 理 学
大脳シナプスと分泌現象の2光子顕微
鏡と光制御法による研究

疾－構造生理学

神 経 生 理 学
シナプス伝達調節、神経回路の機能発
達、神経可塑性

生理学

細胞分子薬理学
神経細胞機能の構築原理、細胞生理
学、薬理学、ケミカルバイオロジー 薬理学

統 合 生 理 学
大脳皮質視覚野の神経回路と情報処理
の研究、２光子Ｃａイメージング

生理学

細胞分子生理学
前頭前野・意思決定、運動学習回路、
BMI

生理学

機能生物学
専攻分野 指　導　教　員 研　究　分　野 所　属　講　座

細胞生物学・解剖学

生 体 構 造 学
鞭毛・繊毛の細胞生物学、クライオ電
子顕微鏡

細胞生物学・解剖学

細 胞 情 報 学
脂質生命科学、分子生物学、健康科
学、リピドミクス

生化学・分子生物学

分子病態医科学
AIM分子を基幹とした様々な疾患の病
態生理の解明と治療法開発

疾－分子病態医科学

分 子 生 物 学 オートファジーの分子機構と生理機能 生化学・分子生物学

代 謝 生 理 化 学 発生・生殖医学、形態形成と器官形成 生化学・分子生物学

令和４(2022)年度

東京大学大学院医学系研究科〔医科学専攻修士課程〕受入予定指導教員一覧(2021.5現在)
 
分子細胞生物学

専攻分野 指　導　教　員 研　究　分　野 所　属　講　座

神経細胞生物学
中枢神経系回路網の形成と維持の分子
機構

細胞生物学・解剖学

先 端 構 造 学 クライオ電子顕微鏡による構造生物学 先端構造学

細 胞 生 物 学
細胞生物物理学、ライブセルイメージ
ング、一分子計測



教　授 牛久　哲男
e-mail: usikut-tky@umin.ac.jp

tel: 03-5841-3344
教　授 鈴木　洋史

e-mail: suzukih-pha@h.u-tokyo.ac.jp
tel: 03-5800-8717

准教授 鯉沼　代造
e-mail: koinuma@m.u-tokyo.ac.jp

tel: 03-5841-3356
准教授 江幡　正悟

e-mail: ehata-jun@umin.ac.jp
tel: 03-5841-3356

教　授 森屋　恭爾
e-mail: moriya-tky@umin.ac.jp

tel: 03-5800-8720
教　授 高柳　広

e-mail: takayana@m.u-tokyo.ac.jp
tel: 03-5841-3373

准教授 新田　剛
e-mail: nit-im@m.u-tokyo.ac.jp

tel: 03-5841-3377
特任准教授 岡本　一男

e-mail: oka-im@m.u-tokyo.ac.jp 
tel: 03-5841-3378

教　授 饗場　篤
e-mail: aiba@m.u-tokyo.ac.jp

tel: 03-5841-3638
葛西　秀俊

e-mail: kassai@m.u-tokyo.ac.jp
tel: 03-5841-3620

所
属

教　授 宮川　清
e-mail: kmiyag@m.u-tokyo.ac.jp

専攻分野 tel: 03-5841-3503
准教授 細谷　紀子

e-mail: nhosoya-tky@umin.ac.jp DNA修復を標的とした癌治療の研究 疾－放射線分子医学
tel: 03-5841-3505

准教授 山本　希美子
e-mail: kyamamoto@m.u-tokyo.ac.jp

tel: 03-5841-3564

生体機能制御学

教　授 浦野　泰照
e-mail: uranokun@m.u-tokyo.ac.jp

tel: 03-5841-3601
准教授 神谷　真子

e-mail: mkamiya@m.u-tokyo.ac.jp
tel: 03-5841-3601

教　授 伊藤　大知
e-mail: taichi@m.u-tokyo.ac.jp

tel: 03-5841-1425
准教授 原田 香奈子

e-mail: kanakoharada@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

tel: 03-5841-6289

所
属

医用材料・ハイドロゲル・微粒子・組
織工学・ドラッグデリバリー

疾－医療材料・機器工
学

医療材料・機器工学

医療機器・手術支援ロボット・手術手
技評価

疾－医療材料・機器工
学

脳神経医学
指　導　教　員 研　究　分　野

システム生理学
メカノバイオロジー、バイオメカニク
ス、循環生理学

医用生体工学

生 体 情 報 学

蛍光・増感・発光プローブ開発
生細胞・動物個体イメージング
in vivoがんイメージング・治療

医用生体工学(薬学系研
究科）

ケミカルプローブ開発・生細胞・動物
個体イメージング 医用生体工学

指　導　教　員 研　究　分　野

放射線分子医学

DNA修復を標的とした癌治療の研究 疾－放射線分子医学

微 生 物 学

感 染 制 御 学
肝炎ウイルスの病原性，日和見感染症
の病態

感染制御学

腫瘍病理学、癌転移モデルを用いた解
析

病理学

動物資源学

疾－動物資源学

准教授
発生工学によるマウスモデルの開発と
分子遺伝学的解析

疾－動物資源学

免 疫 学

自己免疫疾患の病態、および骨免疫学
に関する研究 免疫学

T細胞の分化と機能の制御機構 免疫学

骨と免疫の相互作用に関する研究 骨免疫学寄付講座

神経回路形成の分子遺伝学、マウス発
生工学、変異マーモセット作製による
精神疾患モデル動物の樹立

病因・病理学
専攻分野 指　導　教　員 研　究　分　野 所　属　講　座

人体病理学・
病理診断学

消化管病理学，病理診断学 病理学

臨床薬理動態学 薬剤部

生体物理医学

分子病理学

シグナル伝達機構研究、トランスクリ
プトーム解析

病理学



教　授 岩坪　威
e-mail: iwatsubo@m.u-tokyo.ac.jp

専攻分野 tel: 03-5841-3541

教　授 尾藤　晴彦
e-mail: hbito@m.u-tokyo.ac.jp

tel: 03-5841-3559
金生　由紀子

e-mail: kano-tky@umin.ac.jp
tel: 03-5800-8664

所
属

教授 石川　俊平
e-mail: ishum-prm@m.u-tokyo.ac.jp

専攻分野 tel: 03-5841-3434

准教授 加藤　洋人
e-mail: hkat-prm@m.u-tokyo.ac.jp

tel: 03-5841-3434
教授 村上　誠

e-mail: makmurak@m.u-tokyo.ac.jp
tel: 03-5841-1431

准教授 大迫　誠一郎
e-mail: ohsako@m.u-tokyo.ac.jp

tel: 03-5841-1432
教授 大江　和彦

e-mail: ohe-office@adm.h.u-tokyo.ac.jp

tel: 03-5800-6427
准教授 今井　健

e-mail: imai@m.u-tokyo.ac.jp

tel: 03-5841-3454

准教授 脇　嘉代
e-mail: kwaki-tky@m.u-tokyo.ac.jp

tel: 03-5800-9129

所
属

臨床医工学 鄭　雄一
e-mail: tei@tetrapod.t.u-tokyo.ac.jp

専攻分野 tel: 03-5841-8843

准教授 宮田　完二郎
e-mail: miyata@bmw.t.u-tokyo.ac.jp

tel: 03-5841-1701

准教授 北條　宏徳
e-mail: hojo@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

tel: 03-5841-1427

ドラッグ・核酸デリバリー、バイオマ
テリアル

マテリアル機能
（工学系研究科）

骨軟骨発生学・再生医学
疾－臨床医工学
（工学系研究科）

その他の専攻分野
指　導　教　員 研　究　分　野

教　授
骨軟骨生物学・再生医学、バイオマテ
リアル工学

疾－臨床医工学
（工学系研究科）

医療情報学

医療で発生する情報の取扱い、標準
化、次世代電子カルテ、医療情報の利
用基盤研究開発、ゲノム医療情報利用
環境の研究

法医学・医療情報経済
学

医用人工知能、医療データ解析、次世
代電子カルテ、医療情報の標準化

疾－医工情報学

こころの発達医学
准教授

児童・思春期精神医学、発達障害医学 統合脳医学

社会医学
指　導　教　員 研　究　分　野

モバイル医療と疾病・健康管理、臨床
研究、臨床疫学

医－医療情報学分野

がんゲノミクス・バイオインフォマ
ティックス

医－社会予防医学

衛　生　学

がんの免疫ゲノミクス 医－社会予防医学

脂質による生体内環境整備機構の解明 疾－健康環境医工学

健康環境医工学

環境汚染化学物質による生殖毒性・発
癌メカニズム

疾－健康環境医工学

神 経 病 理 学
アルツハイマー病、パーキンソン病の
神経病理学と分子病態解析

基礎神経医学

神 経 生 化 学
長期記憶・可塑性の分子機構、ニュー
ロンのシグナル伝達

基礎神経医学

この指導教員一覧については、今後、内容が変更されることがある。更新後の情報については、本研究科Ｗｅｂサイト内の
ホーム＞入進学希望の方へ＞大学院医学系研究科 のページ
http://www.m.u-tokyo.ac.jp/daigakuin/apply/appguidemain.html　に掲載するので、そちらを確認すること。

疾　－　疾患生命工学センター



専攻分野 研究分野 所属講座

教　授 岡田　尚巳
ウイルスベクター、神経筋疾患の分子病態解明と遺伝
子細胞治療

科－分子遺伝医学

教　授 中西　真 老化の分子生物学、非ゲノム情報の複製機構 科－癌防御シグナル

教　授 白髭　克彦 ゲノム機能構造学 定－ゲノム情報解析研究分野

准教授 奥山　輝大 社会性行動の神経科学・自閉症の病態解明 定－高度細胞多様性研究センター

人体病理学・
病理診断学

教　授 村上  善則
細胞接着とその破綻としての癌の浸潤、転移の分
子機構の解明

科－人癌病因遺伝子

教　授 古川　洋一 癌の発生、進展のメカニズムの解明、ゲノム解析 科－先端医療研究センター

教　授 山梨　裕司
細胞内シグナル伝達機構とその破綻による疾患の分子
病態

科－腫瘍抑制

教　授 藤堂　具紀
遺伝子組換えウイルスを用いたがん治療開発、脳
腫瘍治療開発

科－先端医療研究センター

教　授 柴田　龍弘 ゲノム解析による病態の理解 科－ゲノム医科学

教　授 武川　睦寛
生体内シグナル伝達の制御と疾患発症機構の解
明、分子診断・治療法開発

科－分子シグナル制御

教　授 山田　泰広 個体レベルでのエピゲノム医科学研究
科－システム疾患モデル研究セン
ター

教　授 真下　知士 ゲノム編集、ヒト化動物、遺伝子治療 科－実験動物研究施設

特任教授 田原　秀晃 がん免疫・遺伝子治療、ウイルス療法
科－がん生体分子治療社会連携研
究部門

准教授 池上　恒雄 癌の発生、進展に関わる分子メカニズムの研究 科－先端医療研究センター

特任准教授 内田　宏昭 がん免疫・遺伝子治療、ウイルス療法
科－がん生体分子治療社会連携研
究部門

外科病理学 教　授 谷口　英樹 再生医療、移植外科学 科－再生医学

教　授 俣野　哲朗 エイズ発症機構の解析およびワクチン開発 科－エイズワクチン開発

准教授 一戸　猛志 インフルエンザウイルス感染に対する免疫応答の制御 科－感染症国際研究センター

准教授 今井　正樹
インフルエンザウイルスの増殖機構と病原性発現機構
に関する研究

科－ウイルス感染

教　授 川口　寧 ウイルスの増殖および病原性発現機構の研究 科－ウイルス病態制御

准教授 佐藤　佳 システムウイルス学、実験ウイルス学 科－システムウイルス学

教　授 三宅　健介 自然免疫における病原体認識機構、Toll様レセプター 科－感染遺伝学

教　授 岩間　厚志 造血幹細胞・造血器腫瘍のエピジェネティクス 科－幹細胞分子医学

教　授 石井　健 ワクチンの基礎と臨床 科－ワクチン科学

教　授 新藏　礼子
抗体遺伝子編集機構の研究、腸内細菌とIgA抗体の相
互作用

定－免疫・感染制御

教　授 岡崎　拓 自己免疫とがん免疫の分子細胞生物学 定－分子免疫学

教　授 Cevayir COBAN 宿主病原体相互作用 科－マラリア免疫学分野

准教授 長村　登紀子 臍帯血・臍帯由来細胞を用いた免疫・再生医学 科ーｾﾙﾌﾌﾟﾛｾｯｼﾝｸﾞ輸血部

准教授 齋藤  伸一郎 自然免疫における病原体認識機構、Toll様レセプター 科－感染遺伝学

准教授 岡崎　一美 自己免疫とがん免疫の分子細胞生物学 定－分子免疫学

神経生化学 教　授 真鍋　俊也 中枢シナプスの可塑性、学習・記憶、情動の分子機構 科－神経ネットワーク

科－　医科学研究所　　定－　定量生命科学研究所

協力講座（医科学研究所、分子細胞生物学研究所）

指導教員

この指導教員一覧については、今後、内容が変更されることがある。最新版の情報は、本研究科Ｗｅｂサイト内の
ホーム＞入進学希望の方へ＞大学院医学系研究科 のページ（http://www.m.u-tokyo.ac.jp/daigakuin/apply/appguidemain.html）で確認すること。

分子病理学

感染制御学

分子生物学

神経細胞生物学

微生物学

免疫学



入学願書作成時の注意事項について（医科学専攻 修士課程） 
 

※ 募集要項をよく読んで作成すること。 

 対 象 欄 記 入 例 ・ 注意事項など 

願書 

(表面) 

志望専攻名 

志望専攻分野 

志望指導教員 

別添の「指導教員一覧」を参照の上、記入すること。 

氏名 
フリガナ、英字氏名も記入すること。英字氏名については、パスポートの

氏名と一致させること。 

履歴 

大学入学以降の履歴を記入すること（短期大学や他大学等から編入学し
ている場合にも、履歴欄に記入すること）。 
諸外国の学校教育制度により修了の者は二重枠欄「Formal education 
outside Japan」に記入すること。 

職歴 

欄内に記入しきれない場合、欄内には「別紙参照」と記入の上、全ての
履歴を記入した別紙(Ａ４判用紙)を添付のこと 
職歴は原則「常勤」での勤務を記入すること。 
＊医師については、研修は、“（研修）”、非常勤医員としての勤務につい

ては、“（非常勤）”と記載すること。 

願書 

(裏面) 

E-mail 
提出書類に不備があった場合の連絡は原則 E-mail または携帯に連絡す

ることになるので、必ず記入すること。 

連絡場所(緊急時) 「現住所」欄と同様の場合は「□ 現住所と同じ」に✔印を付けること。 

学生証・研究生証 本学の学生のみ記入すること。 

写真票 

 

受験票 

志望専攻名 

志望専攻分野 

志望指導教員 

別添の「指導教員一覧」を参照の上、記入すること。 

氏名 
「写真票Ⅱ（兼学生証用台紙）」の「氏名」は入学した場合の学生証作

成に使用するので、楷書体で記入すること。 

Ｃ票貼付台紙 上下のシールを剥がしてＣ票（振込金受付証明書）を貼り付けること。 

志願理由書 

医科学専攻を志願した理由を、Ａ４判２枚にまとめ、２枚とも左上に「志

願理由書、氏名、ページ数」を記載して、ホチキス止めはせず入学願書

に同封すること。 

日本語能力証明書 

（留学生のみ） 

日本語検定試験等を受験している留学生については、合格証明書のコピ

ー提出に代えることができる。 

封筒への敬称記入について 
封筒への出願者本人の宛名の下に敬称を記入する場合、「様」と記入す

ること。（「行・宛」等は記入しないこと。） 

 
その他 
・ 出願期間を過ぎた場合については、理由の如何に関わらず一切受け付けることは出来ないので、出

身学校等へ証明書等の発行依頼を早めに行うこと。万一、証明書の発行が間に合わない場合には、

必ず事前に医学系研究科大学院担当（E-mail: in@m.u-tokyo.ac.jp）へ連絡すること。 
・ 提出書類等「イ 返信用封筒」のうち 受験票在中 と書かれた封筒について、送付先が日本国外であ

る場合は、日本郵便ホームページ（https://www.post.japanpost.jp/index_en.html）を参照のうえ、送

付に必要な国際返信用切手券（IRC: International Reply Coupon）を同封すること。 
・ 入学試験の試験時間については、受験票とともに郵送される「受験者心得」により知らせるが、 

午後 1:00～4:30 に実施する予定である。 
なお、変更される可能性があるので、必ず「受験者心得」で確認すること。 

 



修士課程入試の外国語（英語）について 

改訂 R3.5.21 

 

 東京大学大学院医学系研究科修士課程の各専攻（健康科学・看護学専攻、国際保健学専攻、医科学専攻）

の入試においては、「外国語（英語）」試験は実施せず、TOEFL 又は IELTS の成績を利用して外国語審査

を行います。 

 修士課程へ出願する方は、以下要領で、TOEFL 又は IELTS の成績証明書をご提出ください。 

なお、３．備考にあるとおり、一定の要件を満たした場合、TOEFL 又は IELTS 成績証明書の提出が免

除される場合があります。免除希望者は、東京大学医学部学務チーム大学院担当あてメールにてお問い合わ

せください(in@m.u-tokyo.ac.jp)。 

 

１．TOEFLの場合 

１ 試験の種類 TOEFL-iBT、TOEFL iBT® Home Edition、TOEFL ITP® Plus for China solution、

TOEFL-PBT のいずれかのスコアを受理します。 

２ 有効期限 TOEFL の成績は、2019年８月１日以降に受験したものに限定します。 

３ 提出物① 

「Test Taker 

Score Report」 

「Test Taker Score Report」のコピーを出願書類に同封し、募集要項で定められてい

る出願期間中に提出してください。また、それに対応する「Institutional Score Report」

の発行を ETS へ申請した Web 画面を印刷したもの（申請日付が確認できるもの）も

同封してください。 

４ 提出物② 

「Institutional 

Score 

Report」 

「Institutional Score Report」は、上記３で提出したものと同じ受験時のものを、ETS

に医学系研究科の「DI （Designated Institution） コード “8426”」宛てに送付する

よう請求してください 。 

※ 東京大学や他の研究科のコードで請求しても本研究科には届きませんのでご注意

ください。詳細は TOEFL ホームページ（http://www.cieej.or.jp/toefl/）で確認するこ

と。 

５ 注意事項 以下の場合、TOEFL の成績は無効とみなして、外国語審査を受験しなかったものとし

て取り扱います 。 

    

(1) 「Test Taker Score Report」のコピーと「Institutional Score Report」が一致し

ていない場合 

(2) 指定された期日（上記２参照）より前に受験した TOEFL の成績を提出した場合 

(3) その他不正な方法で提出した場合 

                         



２．IELTSの場合 

１ 試験の種類 対象とする IELTS の種類は、「IELTS （Academic Module)」のみです。「IELTS 

(General Training Module)」 は対象としません。 

２ 有効期限 IELTS の成績は、2019年８月１日以降に受験したものに限定します。 

３ 提出物① 

「Test Report 

Form」のコピー 

「Test Report Form」のコピーを出願書類に同封し、募集要項で定められている出

願期間中に提出してください。 

  

４ 提出物② 

「Test Report 

Form」の原本 

IELTS 事務局へ、上記３で提出したものと同じ受験時の「Test Report Form」の追

加発行を申請し、下記の宛先に送付するよう請求してください。 

〒113-0033 東京都文京区本郷 7 丁目 3 番 1 号 

 東京大学大学院医学系研究科学務チーム大学院担当 

 

詳しくは IELTS のホームページ（http://www.eiken.or.jp/ielts/ 等）で確認すること。 

５ 注意事項 以下の場合、IELTS の成績は無効とみなして、外国語審査を受験しなかったものと

して取り扱います 。 

    

(1) 願書に同封された「Test Report Form」のコピーと IELTS 事務局から送付され

た「Test Report Form」の内容が一致していない場合 

(2) 指定された期日（上記２参照）より前に受験した IELTS の成績を提出した場合 

(3) その他不正な方法で提出した場合 

 

３．備考 

次の（1）または（2）に該当する場合、TOEFLまたはIELTSのスコア提出が免除される場合がある。 

（1） オーストラリア、カナダ、アイルランド、ニュージーランド、イギリス、アメリカのいずれかの大

学を卒業（見込みも含む）した者 

（2） 上記（1）以外の大学の卒業（見込みも含む）者で、大学全体が英語で授業を実施していることを

示す大学発行の証明書を提出した者 

 

※ いずれも学士課程に限る。修士課程および博士課程には適用されない。 

※ スコア提出の免除を希望する者は、2021 年 5 月 31 日（月）までに、東京大学医学部学務チーム

大学院担当まで連絡すること(in@m.u-tokyo.ac.jp)。 



○ 医学系研究科の過去問題の購入方法について 

 
東京大学大学院医学系研究科の大学院過去入試問題は、東京医学会にて取り扱っています。 

  
 Ⅰ 過去問題一覧 過去問題の種類、価格など 

  
 Ⅱ 購入方法について 

   
  ① 郵送をご希望の場合        － 代金の振り込み方法など 

   
  ② 東京医学会に来室して購入する場合 － 東京医学会の地図・販売時間など 

  
Ｉ 過去問題一覧 

  
 医学系研究科 過去問題一覧（問題集は１冊から購入できます） 

 課     程 入 学 年 度 価  格 

 医学博士 2013 年度 ～ 2020 年度 1,100 円／1 年 

 健康科学看護博士（2月実施） 2013 年度 ～ 2020 年度 330 円／1年 

 健康科学看護博士（8月実施） 2012、2014、2017 年度 330 円／1年 

 医科学専攻修士 2014 年度 ～ 2021 年度 330 円／1年 

 健康科学看護修士 2013 年度 ～ 2020 年度 1,100 円／1 年 

 国際保健修士 2013 年度 ～ 2020 年度 440 円／1年 

 健康科学看護修士（保健師コース・看護師コース） 2013 年度 ～ 2020 年度 330 円／1年 

 公共健康医学専攻（専門職学位課程） 2013 年度 ～ 2020 年度 1,100 円／1 年 

  
Ⅱ 購入方法について 

 
 ① 東京医学会に来室して購入する場合 

  
 販 売 元 一般財団法人 東京医学会 ［ 東京大学医学部総合中央館地下１階 ］※下記地図参照 

  Tel: 03-5841-3681 Fax: 03-3816-3287 E-mail: igakukai@m.u-tokyo.ac.jp 

      HP: http://square.umin.ac.jp/igakukai/02toppage/toppage.html 

 販売時間 １０：００～１２：００、１２：３０～１６：４５（平日：図書館閉館日を除く） 

  ※土曜・日祝日は閉室 ※新型コロナウイルス感染症対応のため、販売時間が変更に 

   なる場合がありますので HP でご確認下さい。 

 

 裏面に続く 

  



  

 ② 郵送をご希望の場合（郵便振替にて取り扱っています。） 

 １ ゆうちょ銀行にて青い伝票に必要事項を記入（下記参照）し、必要金額を振り込んでください。 

 ２ 入金を確認後、発送いたします。 

 払 込 取 扱 票 記 入 に つ い て 

 口 座 記 号 番 号 ００１５０－２－６３９２６１ 

 口座名称(漢字) 一般財団法人 東京医学会 

 口座名称(カナ) ザイ）トウキョウイガクカイ 

 振 込 金 額 下記①＋②の合計金額をご記入下さい。 

  ①［ 問題集代金 ］ ＊表面「Ｉ過去問題一覧」「価格」欄参照 

  ＋  

  ②［ 郵送料 550 円(手数料 ＊海外の場合は 3,000 円）] 

 通 信 欄 通信欄に、過去問題の「課程」と「入学年度」、お申込者のメールアドレスを 

  必ずご記入ください。 

  通信欄記入例≪1≫ 

  医学博士           2013 年度～2020 年度 8,800 円(1,100 円×8年分) 

  郵送料（手数料込み）                     550 円    合計 9,350 円 

  通信欄記入例≪2≫ 

  医科学専攻修士    2013 年度～2017 年度 1,650 円(330 円×5年分) 

  健康科学看護修士   2015 年度～2017 年度 3,300 円(1,100 円×3年分) 

  郵送料（手数料込み）                     550 円    合計 5,500 円 

 注 意 事 項 ・払込票（受領証）は、過去問が届くまで保管してください。 

  ・お振込人と送付先が異なる場合はその旨、通信欄に明記願います。 

  ・海外発送の場合、郵送料（手数料込み）は 3,000 円になります。 

 そ の 他 不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。 

  一般財団法人 東京医学会 

    〒113-0033 東京都文京区本郷 7-3-1 東京大学医学部内 

  Tel: 03-5841-3681 Fax: 03-3816-3287 E-mail: igakukai@m.u-tokyo.ac.jp 

  HP: http://square.umin.ac.jp/igakukai/02toppage/toppage.html 

  

  

  

  

 ○ 医学系研究科大学院入試に関するお問い合わせ 

   
 

東京大学医学部大学院担当 

 Tel: 03-5841-3309 (平日 9:00 ～ 17:00) E-mail: in@m.u-tokyo.ac.jp 

 HP: http://www.m.u-tokyo.ac.jp/daigakuin/apply/appguidemain.html 

 (大学院入試情報) 

 



注意事項
●出願期間を入試要項等でご確認のうえ、締切に間に合うよう十分に余裕をもってお支払いください。

●支払最終日の「Webサイトでの申込み」は23:00まで、店頭端末機の操作は23:30までです。クレジットカー
ドの場合、Webサイトでのお申込みと同時にお支払いが完了しますので、23:00までにお手続きしてください。

●「検定料払込」についてのお問い合わせは、コンビニ店頭ではお答えできません。
詳しくはWebサイトをご確認ください。

●一度お支払いされた検定料は返金できません。

●検定料の他に事務手数料が別途かかります。詳しくはWebサイトをご確認ください。

●カード審査が通らなかった場合は、クレジットカード会社へ直接お問い合わせください。

●取扱いコンビニ、支払方法は変更になる場合があります。変更された場合は、Webサイトにてご案内いたします。

出 願33

入学検定料・選考料 取扱明細書

○○
大学
 検定

料収
納証
明書

※当サイトにてお支払いされた場合、
　「取扱金融機関出納印」は不要です。

※「収納証明書」を糊付けする際には、糊本体の注意書きに
　「感熱・感圧紙などを変色させる場合があります」と記載
　  されている糊はご使用にならないでください。
　「収納証明書」が黒く変色する恐れがあります。

【コンビニエンスストアでお支払いの場合】

＜注意＞
プリンタのある環境が必要です。
スマートフォンでお申込みされた方は、
プリンタのある環境でご利用ください。

支払完了後、E-支払いサイトの「申込内容照会」に
アクセスし、受付完了時に通知された【受付番号】と
【生年月日】を入力し、照会結果を印刷して出願書類
に同封して出願。

※当サイトにてお支払いされた場合、
　「取扱金融機関出納印」は不要です。

「入学検定料・選考料 取扱明細書」の「収納証明書」部分を切り取り、
所定の貼付台紙に貼る。

○○大学
 検定料収

納証明書

(証明書貼付台紙)

■お支払い期間
修士課程、専門職学位課程

博士後期課程
(健康科学・看護学専攻[4月/10月入学
選抜]、国際保健学専攻[4月入学選抜]）

令和3年6月1日(火) ～6月30日(水)

令和3年6月21日(月)～7月20日(火)

令和3年12月1日(水) ～
　　　　　　  令和4年1月6日(木)

博士後期課程
（国際保健学専攻[10月入学選抜]） 令和3年5月24日(月) ～6月23日(水)

医学博士課程

【コンビニエンスストア以外でお支払いの場合】

お支払い22

支払い完了後、E-支払いサイトの「申込内容照会」にアクセスし、受付完了時に通知された[受付番号]と

[生年月日]を入力して【照会結果】を印刷してください。　※プリンタのある環境が必要です。

●レジにて
「インターネット支払い」と
店員に伝え、印刷した【払込票】
を渡すか、【払込票番号】を
伝えてお支払いください。

マルチコピー機は使用しません

セブン-イレブン
【払込票番号:13ケタ】

Famiポート へ
↓

代金支払い
↓

各種代金お支払い
↓

番号入力画面に進む
↓

【お客様番号】【確認番号】入力

ファミリーマート
【お客様番号:11ケタ】【確認番号:4ケタ】

Loppi へ
↓

各種サービスメニュー
↓

各種代金・インターネット受付
↓

各種代金お支払い
↓

マルチペイメントサービス
↓

【お客様番号】【確認番号】入力

ローソン・ミニストップ
【お客様番号:11ケタ】【確認番号:4ケタ】　

※お支払いされるカードの名義人は、
   受験生本人でなくても構いません。
但し、「基本情報入力」画面では、
必ず受験生本人の情報を入力してく
ださい。

Web申込みの際に、
支払いに利用するカードを選択

↓
画面の指示に従い、

支払手続を行ってください。

「税金・各種料金(ペイジー)」
を選択
↓

収納機関番号に【58021】と入力
↓

【お客様番号】【確認番号】を入力
↓

支払方法を選択
（現金またはキャッシュカード）し、

検定料をお支払い

ペイジー対応ATM
ゆうちょ、みずほ、三井住友、りそな銀行他

ネットバンキングにログインし、
「税金・各種料金の払込（ペイジー）」

をクリック
↓

収納機関番号に【58021】と入力
↓

【お客様番号】【確認番号】を入力
↓

画面上で金額を確認し、
検定料をお支払い（口座引落扱い）

ペイジー対応ネットバンク
ゆうちょ、みずほ、三井住友、りそな銀行他

お申し込み確定画面から
『ネットバンクでの支払い』

をクリック
↓

支払う銀行を選択して、
インターネットバンキングにログイン

↓
払込内容を確認し、

検定料をお支払い（口座引落扱い）

ネット専業銀行
楽天、auじぶん、ジャパンネット銀行他

※一度、ブラウザを閉じてしまった場合は、E-支払いサイト
　の「申込内容照会」からログインしてください。
　その際には、11ケタのお客様番号が必要です。

レジで代金を支払い、「入学検定料・選考料

取扱明細書（チケット）」を受け取ってください。

Webで事前申込み11

画面の指示に従って必要事項を入力し、お支払いに必要な番号を取得。

本学ＨＰ
からも
アクセス
できます！

https://e-shiharai.net/
※番号取得後に入力ミスに気づいた場合はその番号では支払いを行なわず、もう一度入力し直して、新たな番号を取得して
　お支払いください。支払い期限内に代金を支払わなかった入力情報は、自動的にキャンセルされます。
※カード決済完了後の修正・取消はできません。申込みを確定する前に内容をよくご確認ください。

※確定画面に表示される番号
　をメモしてください。

学校一覧から、 東京大学大学院（国立大学法人）  を選択してください。

東京大学大学院 医学系研究科 検定料払込方法


