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入学願書作成時の注意事項について（国際保健学専攻博士後期課程） 

※ 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 本学の学生及び教職員のみ記入すること。 

学生共通アカウント 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。 

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 
・ 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。 

・ 出願期間を過ぎた場合、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係（電話 03-5841-3309）へ連絡すること。 
  

・ 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」により確認すること。 
  
・ TOEFL 成績又は IELTS 成績を利用した外国語審査を行っています。詳細については、後頁の「国際

保健学専攻博士後期課程入試の外国語（英語）について」を参照のこと。 

 



国際保健学専攻（International Health） 
令和４年（2022）年度 

東京大学大学院医学系研究科〔博士後期課程〕指導教員一覧 
 
○専攻分野と指導教員 
 (1) 志願者は、志望する専攻の教員（教授又は准教授）を指導教員とします。 
 (2) 志願者は、出願書類を提出する前に必ず指導教員に連絡を取ってください。 
 (3) 各専攻分野の指導教員並びに研究分野は下表のとおりです。本年度で退職予定の教員等は、指導でき

ない場合があります。 
 (4) 所属講座（部門）の略称は次を表します。 
   寄＝医学部寄附講座、科＝医科学研究所、医教＝医学教育国際研究センター 
 
国際保健学専攻 
                                                                            
2021. 12現在 

専攻分野 指導教員 研   究   分   野 所属講座（部門） 
国際地域保

健学 
教 授 神 馬 征 峰 国際保健、ヘルスプロモーション、健康と人権、感染

症対策 (HIV感染症/AIDS, 結核、マラリア、NTDs
等)、学校保健、栄養、母子保健、コミュニティ・エン

パワーメント 

国際社会医学 

国際保健政

策学 
教 授 
 
准教授 

橋 爪 真 弘  
 
Chris Fook 
Sheng Ng 

環境疫学、気候変動、プラネタリーヘルス 
 
Environmental statistics and data science, air 
quality and health, population exposure-
response modeling and risk assessment. 

国際社会医学 
 
国際社会医学 

人類遺伝学 教 授 藤 本 明 洋 人類遺伝学、集団遺伝学、がんゲノミクス、人類進化 国際生物医科学 
発達医科学 教授 

 
 
 
准教授 

Meng Ling 
Moi 
 
 
田 中 輝 幸 

Tropical and emerging virus, immunology, 
epidemiology, field research, vaccine and 
therapeutics 
 
脳形成の分子機構（ニューロン移動、神経回路形

成）、発達障害の分子機構 

国際生物医科学 
 
 
 
国際生物医科学 

人類生態学 教授 
 
 
 
 
准教授 

梅 崎 昌 裕 
 
 
 
 
小 西 祥 子 

栄養適応と人類の進化における腸内細菌叢の役

割。地域／国レベルにおける高齢化および人口減少

による健康影響の低減。アジアオセアニアにおける

人類集団の行動栄養適応。医療人類学。 
 
重金属、大気汚染、都市環境、環境の劣化によるヒト

健康影響の評価。ポスト人口転換期における低出生

力および妊孕力の生物学的・行動学的要因の解明。 

国際生物医科学 
 
 
 
 
国際生物医科学 

生物医化学 教 授 
 
 
 
准教授 

野 崎 智 義 
 
 
 
渡 邊 洋 一 

生化学、分子生物学、分子寄生虫学：代謝制御機

構、寄生現象、感染および適応進化の解析。薬剤開

発。 
 
RNAおよびRNA結合タンパク質の解析と応用。極

限微生物の解析と応用。 

国際生物医科学 
 
 
 
国際生物医科学 

国際疫学     
国際環境保

健学 
准教授 キ ム ・ ユ ン ヒ  Environmental epidemiology, health risk 

assessment of climate change and variability 
and/or air pollution 

国際社会医学 

医学教育国

際協力学 
講 師 大 西 弘 高 医学教育、医療専門職教育、学習者評価、プログラ

ム評価、臨床教育、臨床推論、保健分野の国際教育

協力 

医教－医学教育

国際協力学 



 
※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Ｗｅ

ｂ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。 



国際保健学専攻博士後期課程入試の外国語（英語）について 

 

 東京大学大学院医学系研究科国際保健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。 

 本専攻の博士後期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、以下のものに限定します。 

【2021年 10月入学選抜】2019年７月１日以降に受験したもの 

【2022年 4月入学選抜】2020年１月１日以降に受験したもの 

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 。 

提出期限 

【2022年 4月入学選抜】   2022年 1月 11日（火）必着 

※ 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。なお、ETSから「Institutional Score Report」が本研究科へ到着するまでには、

６週間程度を要しますので、 2022 年 4 月入学選抜に出願の方は上記の提出期限に間に

合うよう請求してください 。 

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) 提出期限までに ETSから「Institutional Score Report」が届かなかった場合 

（2022年 4月入学選抜のみ） 

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

いない場合 

(3) 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 

(4) 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、以下のものに限定します。 

【2021年 10月入学選抜】2019年７月１日以降に受験したもの 

【2022年 4月入学選抜】 2020年１月１日以降に受験したもの 

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 

提出期限 

【2022年 4月入学選抜】 2022年 1月 11日（火）必着 

 IELTS事務局から「Test Report Form」が本研究科へ到着するまでには、ある程度

の日数を要しますので、 2022年 4月入学選抜に出願の方は上記の提出期限に間に合う

よう請求してください 。 

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) 提出期限までに IELTS事務局から「Test Report Form」が届かなかった場合 

（2022年 4月入学選抜のみ） 

(2) 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 

(3) 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 

(4) 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、以下期限までに、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)。 

     【2021年 10月入学希望者】2021年 5月 20日（木） 



【2022年 4月入学希望者】 2021年 11月 8日（月） 



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


