
東京大学大学院医学系研究科 

健康科学・看護学専攻 修士課程（保健師コース・看護師コース） 

入学試験案内 

 

【通知】保健師コース・看護師コースは令和４(2022)年度実施

（令和５(2023)年度入学）の入学試験をもって廃止する。  

  
 近年の看護に関する社会的情勢は、高齢社会を反映して、その重要度を増すととも 

に、より実践的な研究・教育が必要になってきている。そのような状況の中で、看護 

の実践的な分野に貢献する人材を養成することを目的として両コースを設置した。 

 保健師コースは臨地実習に重点をおくと共に、修士論文等により調査研究能力を培 

うことを目的とする。また、看護師コースは実務経験のあるものに対し、いくつかの 

専門分野において専門的トレーニングを行ない、修士論文により研究開発能力・実践 

変革力を付与し、臨床実践の向上を図ることを目的とする。 

 修業年限２年、コース修了により修士(保健学)が授与される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．各コースの概要 

 

 

 

 
コース名 コ   ー   ス   概   要 

保健師コース 今回は募集いたしません。 

看護師コース 

看護師としての実務経験のあるものに対し、いくつかの専門分野＊におい

て専門的トレーニングを行ない、修士論文により研究開拓能力・実践変革

力を付与し、臨床現場へ復帰させて、臨床実践の向上を図るコースである。 

*創傷看護、退院支援、家族心理看護、長期ケア看護 

注意事項 

 (1) 入学後の円滑な研究・臨地実習のために、出願前までに必ず連絡を取ること。 

 担当教員のメールアドレスは、4～7ページに記載されている。 

 (2) 修業年限2年、受入予定人員は両コース併せて若干名。コース修了により、 

 修士（保健学）が授与される。 

    

  

２．資格および実務経験について 

   修士課程出願資格の要件を満たし、かつ各コースが下記に定める資格または実務

経験を有する者 

コース名 資 格 に つ い て 実 務 経 験 

保健師コース 今回は募集いたしません。  

看護師コース 看護師免許を有する者 

実務経験３年以上 

(在職期間証明書および所属長の推

薦状(看護職管理者推薦状)が必要) 

 



 

 

 

大学院修士課程における「看護師コース」の教育カリキュラムについて 

 

            健康科学・看護学専攻 

１. 教育･研究上の基本方針 

 

○特定機能病院等との連携を深め、高度な医療を受ける患者の看護に関する教育･研究を行

う 

・ 高度な医療の一端を担う新分野の看護専門職が必要となり、従来日本にはなかった

高度看護技術を有し、教育、研究を行える時代の要請にこたえる看護師を育成する。

その先駆けとして創傷看護、退院支援、家族心理看護、がん看護、長期ケア看護な

どに特化した看護師を育成する。 

・ 産学協同による新しい看護技術に関する研究を東京大学大学院医学系研究科および

医学部附属病院などが推進し、その成果を国内外に発信する。 

 

○学際的・国際的な教育・研究活動が行える人材を育成する 

・ 看護学に関係する領域として医学、薬学、栄養学、リハビリテーション学、心理社

会学、医用工学などの他領域と連携をとり、優れた基礎的および臨床的研究を推進

できる人材を育成する。 

・ わが国の保健・医療・福祉における重大な関心事である少子高齢社会の看護学につ

いて、国際的視点に立って新しい看護技術を導入し、患者の QOL の向上と医療資源

の有効活用に貢献できる人材を育成する。 

 

２. 期待される成果 

○ 特定機能病院等の看護の質を向上することにより、患者の QOLの向上と医療費の削

減に貢献する（予防の徹底、治癒率の向上、在院期間の短縮） 

○ 新しい看護の専門分野を開拓し、社会の要請に応えるとともに、世界に向けてその

技術を発信する。 

 

３．入学試験と定員 

○ 入学資格：看護師としての臨床経験 3年以上があり、4年制大学卒業あるいはそれと

同等の学力を有するもの 

 ○ 定員：若干名 

 

４．必須単位等 

○ 東京大学大学院医学系研究科における修士課程として、３０単位（修士論文を含む） 

○ 教育期間：２年間 

 

５．内容 

創傷看護 

創傷看護領域では、創傷管理を集中的に研究し、その成果を臨床応用できる人材を育

成する。そのためには、実践、教育、研究の 3領域での能力が要求される。 

・ 実践―創傷の予防と管理 

高齢者の褥瘡、糖尿病の足潰瘍、動脈・静脈性下腿潰瘍、感染創、ろう孔

に関する患者の生活の支援と創傷管理 



 

 

 

・ 教育―看護師への創傷予防・管理技術の指導 

医師、他の医療専門職者への創傷管理方法の啓発 

・ 研究―創傷予防におけるアセスメント技術の開発 

創傷管理の看護技術の開発 

産学協同研究における創傷管理機器の開発（看護工学） 

 

退院支援 

退院支援領域に関しては、退院支援の上級実践、研究、教育に携わる人材を育成する。

具体的な目標は以下の通りである。 

 

実践能力の向上 

・ 退院支援に関連する多様な学問領域に関する知識の向上 

・ 退院支援の臨床実践において要求される能力（ニーズアセスメント、面接技術、

院内・院外での連絡・調整、ケアマネジメントなど）の向上 

実践活動の標準化・改善・普及を目指した研究の実施 

・ ケーススタディによる支援プロセスの明確化と改善 

・ 退院支援の実践研究による、患者のタイプ別支援内容、資源と必要コストの明確化 

 

家族心理看護 

家族心理看護領域では、家族心理教育の理論・研究と技術を習得し、その成果を各自

の専門領域（小児看護、母性看護、緩和ケア看護、精神看護など）において応用実践

できる人材を育成する。 

・ 実践―医師が行う疾患や治療に関する説明を補う家族心理教育 

検査や処置、看護ケア、日常生活に関する家族心理教育 

家族教室（両親学級・遺族の会・患者家族会など）のファシリテーター 

・ 教育―看護師への家族心理教育や家族教室実践の指導 

医師・ケースワーカー・心理士など協働する職種への家族心理教育の教育

支援 

・ 研究―家族介護者や遺族の心理過程に関する研究 

看護師への「家族心理教育」の教育効果 

簡便に実践できる家族アセスメント技術の開発 

 

 

長期ケア看護 

長期ケア看護領域では、加齢・障害や慢性疾患を抱えながらいかに日々の QOLを維持

するかを追求する看護の研究と臨床への還元を行う人材を育成する。地域包括ケア時

代を迎え、個別の看護実践（病院・施設・在宅）の詳細な振り返りからの新たな知の

構築や、新たなケアの提供システムの構築を目指す。 

・ 研究―加齢・障害や慢性疾患を抱えて生活することおよびそのような当事者・家

族を看護する実践の研究（事例研究・現象学的研究・当事者研究を中心に）、

看護ケアの質の保証・改善、新たなケア提供システムの開発 

・ 実践―事例研究等をもとにしたより良い看護実践の普及、ケアの質評価および改

善、新たなケア提供システムの開発への提言 

 

 



「創傷看護」 

担当教員名（職位） 

仲上豪二朗（教授）gojiron@g.ecc.u-tokyo.ac.jp 

「創傷看護」とは何ですか？ 

傷にはいろいろな種類があります。傷の中でも、日常生活の支援が必要な創傷、つまり人工肛門の皮

膚障害、褥瘡、糖尿病性足潰瘍、失禁による接触性皮膚炎などの予防と管理を創傷看護といいます。

創傷予防・管理では局所治療だけでなく、ベッド、椅子、靴の整備や栄養状態の管理、失禁、発汗な

どのスキンケアが重要になります。創傷看護技術を提供する場は、急性期の病院ばかりでなく、高齢

者施設、在宅と多岐にわたり、また対象者は小児から高齢者と幅広い発達段階にある人々です。これ

ら対象者のおかれた環境や年齢を考慮して、創傷を予防、管理し、その人らしい生活ができるように

支援することが創傷看護の醍醐味です。 

「創傷看護」の実践の現状はどのようになっていますか？ 

日本には皮膚・排泄ケア認定看護師が 2,268名おります（平成 29年 4月）。スキンケアを専門として

いますが、なかでも創傷領域では、医療機関で褥瘡対策委員会を運営するだけでなく、最近では在宅

にも場を広げており、主体的な看護実践を展開できる領域のひとつです。近年の医療の複雑化に伴い

足潰瘍や感染創も増え、創傷予防・管理は患者の QOL ばかりでなく医療経済上も重要な問題といえ

るでしょう。創傷管理では基礎疾患のコントロールが重要であるため、病態生理を熟知した上でケア

を提供しなければなりません。また常に新しい技術が要求され、臨床に根ざした研究も不可欠です。

しかし、日本には創傷看護を専門とする大学院教育がないために、研究的視点をもった創傷看護のス

ペシャリストが不足しています。 

「創傷看護」に関連する学問領域にはどのようなものがありますか？ 

看護学はもちろんのこと、医学、栄養学、リハビリテーション学とのコラボレーションが必要となり

ます。また、新しい創傷予防・管理に必要となる技術の開発も視野に入れた工学や薬学との連携も必

須です。さらにこれら新しい機器の開発には産学連携によるアプローチも不可欠です。 

「創傷看護」を修士課程で学ぶと、将来どのような道が拓けますか？ 

病院・施設などにおいて、創傷看護技術を提供するトランスレーショナルリサーチができるスペシャ

リストとして活躍できます。また、看護機器や創傷管理用具の開発にたずさわる企業に研究職として

就職も可能です。また創傷関係の用品を扱う企業などに勤務し、看護師の実践への教育活動に従事す

ることもできます。 

もちろん、博士課程に進学し、研究・教育職への道も大きく開かれています。 

※ 自由に「創傷看護」をアピールしてください。 

創傷看護ほど、やりがいのある仕事はないと実感しています。それは、創傷が目にみえる病態である

ため、傷自体が患者さまと看護師のコミュニケーションの手段となり、心をひとつにして治癒に向か

って互いが努力できるからです。さらに傷はユニバーサルであり、傷を通して日本の高度な看護技術

を世界に発信できます。看護技術の概念が広がり、看護師による直接ケアから診断、治療機器の開発

まで、臨床現場に還元される研究を楽しめる、これこそ看護師冥利につきます。そして、これが国民

の保健・福祉への貢献につながります。THINK BIG, ACT SMART, ENJOY RESEARCH! 

 



 

 

「退院支援」 

担当教員名（職位） 

山本則子（教授）noriko-tky@g.ecc.u-tokyo.ac.jp 

「退院支援」とは何ですか？ 

退院支援とは、患者が、適切な時期に病院を退院し、円滑に次の療養場所に移行できるようにするた

めの支援です。先進諸国では、医療費の高騰により、在院日数の短縮への圧力が高まるとともに、高

齢化や医療の高度化に伴って、医療・介護を要する患者の退院が増加しています。一方で、家族介護

力の低下により、多様なサービスに支えられなければ在宅で療養できないケースが増えています。変

化が続く医療・福祉制度の下で、サービスを選択しながら上手に次のステップを踏むことは、患者・

家族にとってとても難しいのが現状です。その結果、退院支援の重要性がますます高まっています。 

「退院支援」の実践の現状はどのようになっていますか？ 

診療報酬改定における退院支援に対する加算が充実したことを受け、病院における退院支援はますま

す促進されています。2010 年の調査では、全国の 100 床以上の病院のうち、退院支援を専門に行う

部署を有する病院が 7 割を占めており、10 年前の 3 割に比べて大幅に増加しています。在院日数の

短縮化、在宅医療の高度化が進行する中で、疾患を持ったまま退院・転院するケースは増加しており、

看護職が、身体面・医療面に強いという特性を生かして、ソーシャルワーカーなどの多職種と協働し

て退院支援に積極的に取り組んでいく必要性が増大しています。 

「退院支援」に関連する学問領域にはどのようなものがありますか？ 

臨床医学・看護学に関しての幅広い知識が必要なだけでなく、ニーズ把握のための面接、家族関係の

アセスメントや介入、社会資源の探索と利用、ケアプランの立案、関係機関との連絡調整、病院内で

の連絡調整といった、退院支援の各過程で、心理学、家族看護学、医療福祉学、社会福祉学、看護管

理学、在宅看護論などが関わってきます。さらに、病院経営や地域における資源開発に関わる経済学、

組織論、システム工学なども、関連領域として挙げられます。 

「退院支援」を修士課程で学ぶと、将来どのような道が拓けますか？ 

現在、退院支援を実施する病院は増加しており、退院支援を専門に担当する看護職も増えていますが、

入院患者への個別対応のみでなく、在宅ケア・看護管理・病院経営等に通じているとは限らないのが

現状です。修士課程修了後には、退院支援のスペシャリストとして病院実践の第一線で活躍するとと

もに、病院全体の看護職や多職種に対する普及啓発、同じ道を歩む看護職の育成に当たっていくこと

が望まれています。過去の修了生は、退院支援関連部署や、地域連携に関連の深い病棟で実践に当た

っています。また、臨床看護と地域の資源の両方に精通しているという特色を活かして、訪問看護や

地域ケアにおいてリーダー的役割を果たしていくという道も考えられます。 

※ 自由に「退院支援」をアピールしてください。 

退院支援の重要性は広く認識され、多くの病院で取り組まれつつあります。患者・家族にとってのよ

りよい療養環境の実現と、ベッドの効率的利用・コスト削減という、一見、相反する目標を、同時に

達成しようとするのが退院支援です。患者・家族、病院、そして国民全体（医療費）のそれぞれにと

って最善の解を求めるため、退院支援の研究に共に取り組み、一緒に発展させていきましょう。 

 



 

 

「家族心理看護」 

担当教員名（職位） 

 池田真理（教授） maritakeikeda@g.ecc.u-tokyo.ac.jp 

「家族心理看護」とは何ですか？ 

 「家族心理看護」は、特に認知や体験・関係性などの家族の心理面のアセスメントやケアに重きを

おいた家族看護学の実践です。心理面をケアすることは、家族が移行期や危機を生きぬき、新しい段

階に適応し発達していく過程を支援します。領域としては、対象別看護（小児・母性・成人・老年看

護学）、疾病期別看護（急性期・慢性期・回復期・終末期看護学）、領域別看護（在宅・地域看護学）、

精神看護学のどの看護学領域に対しても、重要な看護と言えます。 

 検査・処置・治療の説明や指導（例：服薬指導・オペオリ・日常生活指導・退院へ向けてのセルフ

ケアの指導など）、家族教室（例：両親学級・子どもを亡くした家族の会・患者家族会など）などの、

看護の活動と併せて学習します。 

「家族心理看護」の実践の現状はどのようになっていますか？ 

 各看護師や保健師のセンスや経験に任されて実施されています。このため、技能の積み重ねや継承

が困難であるのが現状と言えます。たとえば、小児看護領域で、子どもに検査や処置の説明をすると

き、家族に医療的ケアの手技を指導するときを例に考えましょう。テクニック的なことや手順などに

ついてはマニュアルを作成して、誰でも同じ説明や指導ができるシステムができている病棟はありま

す。しかし、説明や指導が効果を発揮するためには、子どもや家族の体験が最重要であると言っても

過言ではないにも関わらず、説明や指導をする前の子どもや家族の心理的準備状態のアセスメントや、

子どもや家族がこの説明や指導をどのように体験しているのかのアセスメントについては、各看護師

のセンスに任されていることがほとんどと言えます。 

「家族心理看護」に関連する学問領域にはどのようなものがありますか？ 

 家族看護学、家族療法（特に家族心理教育）、臨床心理学（特に精神力動論）、健康教育学などと深

く関連しています。 

「家族心理看護」を修士課程で学ぶと、将来どのような道が拓けますか？ 

 臨床へ戻ったときに研究的視点を有した実践家として、自分の専門とする領域において、従来の説

明や指導に家族心理看護の視点を加えた形での、患者/家族への看護心理教育の実践と評価を行うこと

ができます。あるいは、自分の専門とする領域で、家族教室を組織・運営し、またその評価をするこ

とが可能になります。 

 将来的には、実践のエキスパートとして後進の指導にあたる道や、実践にもとづいた研究を進める

道が拓けるといえるでしょう。 

※ 自由に「家族心理看護」をアピールしてください。 

このコースでは、患者/家族への看護心理教育や家族教室など、構造のある看護実践に併せて「家族心

理看護」を学び、研究的視点とともに実践力を身につけます。そうすることにより、これまで個人的

なセンスに任されてきて修得の難しかった、患者様の療養上の世話などの日常的な看護における「家

族心理看護」の実践力も養うことができます。またこれまで「不安の軽減」「障害の受容」「闘病意欲

の向上」などの看護目標をかかげても、アプローチ方法に戸惑うことがあったと思いますが、「家族心

理看護」の修得により、アプローチが容易になるとともに、看護実践の深まりを体験することができ

るでしょう。 

 



 

 

「長期ケア看護」 

担当教員名（職位） 

山本則子（教授）noriko-tky@g.ecc.u-tokyo.ac.jp  

「長期ケア看護」とは何ですか？ 

これまでの日本の看護は主として人間の回復過程に焦点をあて、疾病からの治癒を支援・促進するこ

とを役割として構成・教育されてきました。しかし、高齢化と疾病構造の変化により加齢や各種の慢

性疾患・障害を抱えて生活する人が増えています。治癒・回復をゴールとするのではなく、加齢・障

害や慢性疾患を抱えながらいかに日々の QOL を維持するかをゴールとする新しい看護の原理と知の

蓄積が求められています。そのような看護を提供する新たなケア提供システムの構築も求められてい

ます。 

「長期ケア看護学」では、そのような新しい看護学の構築を目指しています。長期ケア看護の実践の

場は病棟および外来、長期療養施設、在宅（訪問看護）などが含まれます 

「長期ケア看護」の実践の現状はどのようになっていますか？ 

長期ケア看護はあらゆる実践に前提とされていますが、改めて教育・研究的な焦点が当てられてきま

せんでした。地域包括ケアシステムの構築が叫ばれる今日、長期ケア看護の実践はあらゆる場でより

意識化され強調される必要があります。継続看護の発想のもと、施設・在宅はもとより特定機能病院

の病棟においても長期ケア看護の発想を持った看護実践は必要と言えます。 

「長期ケア看護」に関連する学問領域にはどのようなものがありますか？ 

人間の長い人生と日々の生活に密着した看護ですので、日本の文化に基づいた人間観・看護観が前提

となり、人間にかかわるあらゆる学問領域とのコラボレーションが求められます。関連する学問領域

は、医学、社会福祉学、教育学はもとより、哲学、文化人類学、社会学、心理学、情報学などに広が

ります。 

 

「長期ケア看護」を修士課程で学ぶと、将来どのような道が拓けますか？ 

実践では、より良い看護のために論理的に考え発言し、当事者・家族の QOL に貢献できる実践を開

拓できるようになります。医療システムの構築発展に、看護の視点からの貢献ができるようになるで

しょう。看護が自らの実践や考えを論理的に整理し発言することで、医療はより良く当事者の QOL

を追求できるようになります。教育の場においても、説得力のある教育を実践し、質の高い看護師の

育成が可能になります。将来博士課程に進学し、研究者の道を追求するのも魅力的です。 

※ 自由に「長期ケア看護」をアピールしてください。 

長期ケア看護は当事者の生活に根差した関わりが求められるため、元来看護師が得意とする生活に寄

り添い支えるケアがより活かされる領域です。また、長期ケア看護という新しい括りで看護実践を見

つめることは、忙しい日々に感じている問題意識ややりがいの正体を、じっくり整理することにもな

るでしょう。自分の実践している看護を他の看護師と共有可能なかたちにまとめ、ともに発展できる

ような研究に取り組んでみませんか。現象学、グラウンデッドセオリーアプローチ、統計学、技術開

発、システム構築、アクションリサーチなどを主な技法として、当事者と家族に寄り添う看護の実現

に貢献しようと考えています。 

 



修士課程入試の外国語（英語）について 

※令和５（2023）年４月入学のための入試情報です。 

 
 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@gs.mail.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、2020年８月１日以降に受検したものに限定します。 

３ 提出物① 
「Test Taker 
Score Report」 

ETS（Educational Testing Service）が本人に発行する「Test Taker Score Report」
のコピー１部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 へ請求

した Web 画面を印刷したもの（請求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」 

上記３「Test Taker Score Report」と同じ受検日の「Institutional Score Report」を

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

よう ETS に請求してください 。 
※ 東京大学(”9529”）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 から海外便で「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、 出願以前に請求しておくことをお勧

めします。これから TOEFL を受検する方は受検時に請求してください。なお、TOEFL
を複数回受検したことにより「Institutional Score Report」が複数枚研究科に届いた

際は、上記３と同一のスコアを採用します。 
詳細は TOEFL ホームページ（http://www.ets.org/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) ETS から「Institutional Score Report」が届かなかった場合 

(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）より前に受検した 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、2020年８月１日以降に受検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１部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検時の「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 

 
※ 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、出願以前に請求しておくことをお勧めします。これか

ら IELTS を受検する方は受検時に請求してください。なお、IELTS を複数回受検

したことにより「Test Report Form」が複数枚研究科に届いた際は、上記３と同一

のスコアを採用します。 
詳しくは IELTS のホームページ（http://www.eiken.or.jp/ielts/）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) IELTS 事務局から「Test Report Form」が届かなかった場合 

(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）より前に受検した 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、2022 年 5 月 30 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@gs.mail.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） 2010～2012、2014、2017年度 330円／1年 

 医科学専攻修士 2015年度 ～ 2022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） 2014～2020、2022 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、１２：３０～１６：００（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 

  

○建物配置図 ○総合中央館内の配置図

総合中央館　１階

EV

EV

総合中央館玄関を入って、右側の階段で地下へ

図書入口

WC(男)WC(女)

総合中央館地下１階

東京医学会

階段下りて突き当たりを右側へ

医学部本館(２号館)

医学部１号館

医学部３号館別棟

総合中央館

医学部大学院係

医学部教育研究棟

医学部３号館

ｹﾞｰﾄ

①玄関を出て左手へ
②建物沿いにゲートの方向へ

① ②

※医学部大学院係からの順路



  

 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(手数料込) ］  ＊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    2015年度～2019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 

   
 東京大学医学系研究科大学院担当 

 Tel: 03-5841-3309 (平日 9:00 ～ 17:00) E-mail: in.m@gs.mail.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4年6月1日(水) ～6月30日(木)

令和4年6月20日(月)～7月19日(火)

令和4年12月1日(木) ～
　　　　　　  令和5年1月6日(金)

博士後期課程
（国際保健学専攻[10月入学選抜]） 令和4年5月23日(月) ～6月22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ポートまたは、
マルチコピー機 へ

↓
代金支払い

↓
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、PayPay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


