
 

令令和和５５年年度度第第11・・22回回岩岩手手医医科科大大学学大大学学院院医医学学研研究究科科学学生生募募集集要要項項  

≪≪  博博  士士  課課  程程  ≫≫ 

 

1．募集人員 50 名（社会人特別選抜を含む第 1・2 回合計募集人員） 

専攻 入学定員 分 野 

生 理 系  6名 
人体解剖学・発生学、組織学・細胞生物学、医化学、薬理学、 

神経細胞生理学・システム神経科学、実験動物学 

病 理 系  3名 医科応用病原微生物学、機能病態学、分子人体病理学、腫瘍生物学、分子病態解析学 

社 会 医 学 系  2名 
法医病理学、衛生学・公衆衛生学、医学教育学、総合臨床医学、医療安全学、 

睡眠行動医学、臨床遺伝学、メディカルゲノミクス、母体発達医学 

内 科 系 20名 

消化器内科学、肝臓学、糖尿病代謝内分泌学、腎臓・高血圧内科学、循環器内科学、 

呼吸器内科学、膠原病・アレルギー内科学、血液内科学、神経学、小児科学、皮膚科学、

神経精神科学、放射線診断学、臨床検査医学、総合診療医学、臨床腫瘍学、緩和医療学、

放射線腫瘍学、神経科学 

外 科 系 19名 

外科学、脳神経外科学、心臓血管外科学、呼吸器外科学、運動器傷病学、形成外科学、 

産婦人科学、耳鼻咽喉科学、頭頸部外科学、眼科学、泌尿器科学、麻酔学、救急医学、 

災害医学、リハビリテーション医学、脳機能画像解析学、定量生物学 

※各分野は、別表（25～28 頁）に示すとおりです。志願者は分野を第二志望まで選ぶことができます。 

※志願者は予め第一志望の分野担当責任者と連絡を取り、研究テーマ等について説明を受けてください。 

※なお、専攻分野の責任者への事前連絡でお困りの際は、医学部教務課までご相談ください。 

 

2．出願・入学資格 

出願・入学できるのは次の各号のいずれかに該当する者です。 

（1）大学（医学、歯学、獣医学又は薬学（6 年制）を履修する課程）を卒業した者（令和 5 年 3 月卒業

見込者を含む） 

（2）外国において学校教育における 18 年の課程（最終の課程は医学、歯学、獣医学又は薬学（6 年制）

を履修する課程）を修了した者 

（3）文部科学大臣の指定した者（昭和30年文部省告示第39号） 

（イ）旧大学令（大正7年勅令第388号）による大学の医学又は歯学の学部において医学及び歯学を

履修し、これらの学部を卒業した者 

（ロ）防衛省設置法（昭和29年法律第164号）による防衛医科大学校を卒業した者 

（ハ）修士課程又は学校教育法（昭和22年法律第26号）第99条第2項の専門職大学院の課程を修了し

た者及び修士の学位の授与を受けることのできる者並びに前期及び後期の課程の区分を設け

ない博士課程に2年以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた者（学

位規則の一部を改正する省令（昭和49年文部省令第29号）による改正前の学位規則（昭和28

年文部省令第9号）第6条第1号に該当する者を含む。）で大学院又は専攻科において、大学の

医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な

能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上

の学力があると認めた者 

 



 

（ニ）大学（医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実

践的な能力を培うことを主たる目的とするもの及び獣医学を履修する課程を除く）を卒業し、

又は外国において学校教育における16年の課程を修了した後、大学、研究所等において2年以

上研究に従事した者で、大学院又は専攻科において、当該研究の成果等により、大学の医学

を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力

を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学

力があると認めた者 

（4）その他、本大学院が大学（医学、歯学、獣医学又は薬学（6年制）を履修する課程）を卒業した者

と同等以上の学力があると認めた者 

 

備考（1）社会人特別選抜は、上記「2．出願・入学資格」の各号のいずれかに該当し、医療関係分野（臨

床研修医を含む）、官公庁、企業等に就業あるいは就業予定者を対象とします。 

（2）臨床研修医（初期研修及び専門研修）は、研修期間中は年間 2 単位以上の取得が可能で且つ

研修修了後は本学での研究に専従することを原則とし、研究に専従する期間は 2 年間以上と

します。 

（3）臨床研修医以外の社会人特別選抜での入学者に関しては、就業等の事情を勘案の上、カリキ

ュラムを編成します。 

（4）医学部卒業者で医師の資格が必要な分野を志願し入学試験に合格した者が、第 117 回医師国

家試験に不合格となった場合は入学を取り消します。 

（5）医学部卒業者以外の者は、医師の資格が必要な専攻分野別コースは専攻できません。 

 

3．出願期間 

試験回数 出願期間 

第1回 令和 4年10月 3日（月）～令和 4年11月 1日（火） ※17時必着 

第2回 令和 5年 1月18日（水）～令和 5年 2月 7日（火） ※17時必着 

 

4．出願手続 

出願にあたり、志願者は予め第一志望の分野担当責任者と連絡を取り、研究テーマ等についての説明

を受けてください。下記(1)～(11)が出願書類です。 

（1） 入学願書（29頁） 

（2） 履歴書・健康状況申出書（31頁） 

（3） 志望理由書（33頁） 

（4） 成績証明書・卒業（見込）証明書（出身大学（学部）長の発行する所定様式の証明書） 

※本学医学部卒業（見込）者は不要 

（5） 修士課程修了（見込）証明書・成績証明書 ※修士課程修了（見込）者のみ提出 

（6） 医師免許等（写） ※医師免許等取得者のみ提出 

（7） 写真2枚（出願3ヶ月以内に撮影したもの） 

※無帽、上半身、正面、縦3cm×横3cmで裏面に氏名記入。(うち1枚は入学願書に貼付)  

（8） 入学検定料（40,000円） ※郵送の場合は郵便普通為替にし、受取人指定欄は記入しないこと 

 

 

 



 

（9） 受験許可書又は在職証明書（様式任意） 

※社会人特別選抜での出願者のみ提出 

※本学初期研修医及び専門研修医若しくは研修予定者は不要 

※出願時に医療関係分野（臨床研修医含む）、官公庁、企業等に在職中の方又は就業予定者は、

当該所属長の受験許可書を提出すること。なお、入学式以降に在職証明書の提出をもってこれ

に代えることができる。 

（10）受験票（35頁） 

（11）長期履修申請書（42頁） ※希望者のみ入学願書と併せて提出 

 

※ 郵送により出願する場合は、必ず書留郵便とし、封筒に「大学院医学研究科入学願書在中」と朱書し

てください。 

 

 

5．試験期日及び試験場 

≪一般選抜≫ 

（1）第1回：令和 4年11月16日（水） 

区分 時間 試験場 

 英 語 試 験※ 10：30～12：00（90分） 矢巾キャンパス本部棟２Ｆ大堀記念講堂 

専 門 試 験 13：00～ 第一志望の分野の研究室等 

 

（2）第2回：令和 5年 2月17日（金） 

区分 時間 試験場 

 英 語 試 験※ 10：30～12：00（90分） 矢巾キャンパス本部棟２Ｆ大堀記念講堂 

専 門 試 験 13：00～ 第一志望の分野の研究室等 

 

≪社会人特別選抜≫ 

（1）第1回：令和 4年11月16日（水） 

区分 時間 試験場 

 英 語 試 験※ 10：30～12：00（90分） 矢巾キャンパス本部棟２Ｆ大堀記念講堂 

小 論 文 13：00～14：00（60分） 同上 

専 門 試 験 14：30～ 第一志望の分野の研究室等 

 

（2）第2回：令和 5年 2月17日（金） 

区分 時間 試験場 

 英 語 試 験※ 10：30～12：00（90分） 矢巾キャンパス本部棟２Ｆ大堀記念講堂 

小 論 文 13：00～14：00（60分） 同上 

専 門 試 験 14：30～ 第一志望の分野の研究室等 

 

6．試験当日の注意事項 

（1）志願者は、試験開始 20 分前までに試験場（矢巾キャンパス本部棟２Ｆ大堀記念講堂）に集合して

ください。 

（2）専門試験は、口答又は筆記試験により、第一志望の分野について行います。 

（3）英語試験は、辞書の持ち込みを認めます（但し、医学辞書及び電子辞書は不可）。 



 

7．合格の決定及び発表 

（1）合格者の決定 

学科・面接試験及び出身大学の成績を総合して判定します。 

（2）合格者の発表 

試験回数 日時 発表方法 

第1回 令和 4年12月14日（水）18時頃 本学ホームページに合格者の受験番号を掲

載するほか、本人に合格通知書及び入学手

続書類を郵送します。 
第2回 令和 5年 3月 8日（水）18時頃 

 

8．入学手続 

合格者は、入学手続書類を下記期間内に提出してください。なお、期間内に手続が完了されない場合

は、入学の意思がないものとみなします。 

 

試験回数 入学手続期間 

第1回 令和 5年 1月 4日（水）～令和 4年 1月11日（水） 

第2回 令和 5年 3月 9日（木）～令和 5年 3月16日（木） 

 

9．その他 

（1）受理した出願書類及び入学検定料は、いかなる事由があっても返還いたしません。 

（2）出願に際し提出された個人情報については、機密保持の原則に従って厳格に取り扱い、合否の判定

に係ること、合格通知の発送、入学後の学籍情報以外の目的には使用しません。 

（3）入学試験に合格し、入学手続完了後（学納金納入後）止むを得ない事由により入学を辞退する場合

は、納入金を返還しますので、令和 5 年 3 月 20 日（月）17 時までに「入学辞退届」と「学納金等

返還願」を提出してください。 

 

10．学生募集要項のダウンロード 

大学院医学研究科募集要項は、本学ホームページからダウンロードできます。下記書類の提出に際し

ては、指定の用紙サイズ（A4サイズ）を遵守してください。 

（1）入学願書 

（2）履歴書・健康状況申出書 

（3）志望理由書 

（4）受験票 

※岩手医科大学ホームページ https://www.iwate-med.ac.jp/ 

 

11．出願・入学手続場所（お問い合わせ先） 

岩手医科大学 医学部教務課 大学院担当 

住  所：〒028-3694 岩手県紫波郡矢巾町医大通1-1-1   

電話番号：019-651-5111（内線5512、5511、5510） 

 

≪医学部教務課窓口受付時間≫  

8時30分から17時まで（但し、第1・4土曜日は12時30分までとし、第2・3・5土曜日、日曜日及び祝日は除く） 

 

https://www.iwate-med.ac.jp/

