
2021年2月19日 

 

English follows 

令和４年（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に出願予定の皆様へ 

 ※令和４年（2022）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 

 

「専門科目Ｉ」に関する変更について 

 

令和４年（2022）年度修士課程入学者募集分より、筆記試験科目のうち「専門科目Ｉ」に関し

以下のとおり変更される予定です。 

詳細は、2021年５月初旬～中旬に公開予定の令和４年（2022）年度募集要項でご確認願います。 

入試関係情報は、随時本研究科ホームページ上に掲載・公開しますので、最新情報を見落とさ

ないようご確認お願いします。 

（本研究科ＨＰ http://www.m.u-tokyo.ac.jp/daigakuin/apply/appguidemain.html） 

 

記 

 

 

 従来 → 令和４年（2022）年度入学者募集以降 

名称 分野別問題 → 専門総合問題 

問題構成 

（出題数） 

４問 

・ 細胞生物学、分子生物学、病

理学（１問） 

・ 生理学、脳科学（１問） 

・ 統計学（１問） 

・ Chemical Biology（１問） 

→ ６問 

・ 細胞生物学、分子生物学、病理学（２

問） 

・ 生理学、脳科学（２問） 

・ 統計学（１問） 

・ Chemical Biology（１問） 

選択解答数 上記４問から１問解答 → 上記６問から２問解答 

 

※「専門科目Ｉ」のうち、基礎問題に関しての変更は行わない予定です。従来どおり、「生物学」、

「物理学」、「化学」から１問選択解答いただく予定です。 

 

 

 

 

ご不明な点がありましたら、事務担当までお問い合わせ願います。 

以上 

【事務担当】東京大学医学部学務チーム（大学院担当） 

in@m.u-tokyo.ac.jp 

 

http://www.m.u-tokyo.ac.jp/daigakuin/apply/appguidemain.html
mailto:in@m.u-tokyo.ac.jp


February 19, 2021 

 

Dear all applicants for the Master’s Program of Medical Science, Graduate School of Medicine,  

The University of Tokyo (year of 2022) 

 ※This is the entrance examination information for admission in April 2022. 

 

Graduate School of Medicine, The University of Tokyo 

 

Changes on Subject Test I 

 

From the recruitment of master's program students of 2022 entry, the written examination for " Subject 

Test I " is to be changed as follows.  

Please make sure to check details in the application guidelines of 2022 entry, which will be available 

in the beginning-mid. of May 2021. 

Information about entrance examinations will be published on our website. Check the website 

frequently to keep yourself updated. 

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

 

 

 Current → Updated 

Name Fields Questions → Field-specific Questions 

Question Structure 

(Number of Questions) 

four questions 

- Cell Biology, Molecular 

Biology, Pathology (1) 

- Physiology, Neuroscience (1)  

- Statistics (1) 

- Chemical Biology (1) 

→ six questions 

- Cell Biology, Molecular 

Biology, Pathology (2) 

- Physiology, Neuroscience (2)  

- Statistics (1) 

- Chemical Biology (1) 

Number of Questions to 

be answered 

Choose one question from four 

questions above 

→ Choose two questions from six 

questions above 

 

※ No changes will be made with regard to “General Questions” in the Subject Test I. Applicants will 

be required to answer one question among Biology, Physics and Chemistry as usual. 

 

 

Should you have any questions, please feel free to contact us. 

 

Graduation Student Affairs Section 

Graduate School of Medicine, The University of Tokyo 

in@m.u-tokyo.ac.jp 

 

end of document 
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