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Ⅳ． 
Ｕｎｉｔ４ 専門コース 

Ｕｎｉｔ５ 専門研究 

［必修］ 
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･･･ 
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  21）救急・災害医学（救急・災害医学研究室） ･･･ 
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  23）神経生理学（生理学第一講座） ･･･ 

  24）眼科学（眼科学講座） ･･･ 

  25）神経学（神経学講座） ･･･ 

  26）脳神経外科学（脳神経外科学講座） ･･･ 
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Ⅴ． 共同研究施設  

 （ 以下に、別冊、「研究施設の概要」の目次を掲載しています［ご参考］ ） 
 
各研究センターの利用を希望する方へ 

研究施設組織図 

 研究施設の概要  

Ⅰ．研究基盤センター 

Ⅱ．アトピー疾患研究センター 

Ⅲ．老人性疾患病態・治療研究センター 

Ⅳ．疾患モデル研究センター 

Ⅴ．環境医学研究所 

Ⅵ．感染制御科学研究センター 

Ⅶ．スポートロジーセンター 

Ⅷ．先導的がん医療開発研究センター 

Ⅸ．ゲノム・再生医療センター 

Ⅹ. スポーツ健康医科学研究所 

Ⅺ. 女性スポーツ研究センター 

 研究施設の詳細  

１．研究基盤センター 生体分子研究室 

２．研究基盤センター 細胞機能研究室 

３．研究基盤センター 形態解析イメージング研究室 

４．研究基盤センター アイソトープ研究室 

放射線管理室 

５．研究基盤センター 共同研究・研修室（Ⅰ） 

６．アトピー疾患研究センター 分子生物学研究室 

７．疾患モデル研究センター 遺伝子解析モデル研究室（10 号館 11 階） 

              疾患モデル研究室（9 号館 13 階） 

８．環境医学研究所 

８-1．環境医学研究所 環境・遺伝要因解析室 

９．フォトセンター 

１０.セル・プロセッシング室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



序  言 

 

大学院のあるべき姿は何か、大学院の果たすべき役割は何か、その抱える問題点は

何か、大学院生でない人々に与えるネガティブな効果は何か、というように大学院問

題をネガティブな方向に考えていくと際限がない。大学院の持つポジティブな面を積

極的に考えていきたい。それは、大学院を通しての大学の研究活動、そして臨床レベ

ルの向上である。即ち、大学院を梃にして医学部、医療看護学部、スポーツ健康科学

部を有する大学を賦活化していくことが非常に重要なことであろう。 

まず第一に、①大学院・大学院生を通じて学内での講座間の交流、特に基礎学域と

臨床学域（現場）との交流が計れることであり、計るべきであろう。医学系の大学院

の場合、臨床に進む人間が圧倒的に多いのは事実である。臨床を目指す若き医学徒に、

臨床学域を目指すが故にその大学院の 4 年間のある時期、たとえば 1 年とか 2 年、基

礎学域に行くことを奨励したい。このことは、基礎学域の活性化にもつながるもので

ある。基礎学域の活性化は、すなわち臨床学域の活性化につながり、臨床の裾野の拡

がりとして良き臨床医の育成にフィードバックされてくるのである。これは医療看護

学研究科、スポーツ健康科学研究科においても同じである。即ち大学内の研究・教育

部門における院生をコアとした交流の重要性である。 

第二に、②大学院を通しての学外との交流、国公私立大学の枠を越えた交流、大学

といわず優れた研究者を有する国公民の研究機関との交流が計れることである。我々

の大学にないもの、我々の講座・研究室にないもの、それを積極的に所属するその講

座・研究室から打って出て、学内外との連携研究を通じてその講座・研究室に持ち帰

る、その重要な役割を担う研究者として大学院生があろう。 

そして第三に、③学内、国内等と言わず国際的な交流もこの大学院及び大学院生の

活用により、積極的に計ることが出来るであろう。優れた講座・研究室、優れたリー

ダーに率いられた講座・研究室、学流であるからこそ、それらをさらに進展させてい

くためにも、そのリーダーのあるいはその講座・研究室の保有していない技術、知識

の修得が必要なわけである。 

大学院をネガティブな方向から論ずればきりがない。大学院をむしろポジティブな

面で抱え、これをダイナミックに運用・展開させていくことが肝要である。文部科学

省の大学審議会においても、各大学の特色のある教育体制、大学院での研究指導体制

を大いに奨励している。本学が全国あまたある国公私立大学のなかで、特色ある大学

としてその地位を保ち、さらに発展していくためには、大学院の賦活化、更なる前進、

不断前進は不可欠な最重要課題である。 

順天堂大学は 175 年以上の伝統を有するとはいえ、他の伝統ある国公立大学を凌駕

した研究活動を展開し、それを実践・臨床の場にフィードバックさせていくという役

割を果たしていくためには、本学のおかれたキャパシティーの少なさ、あるいは私学

としてのデメリットを論ずるよりは、日本の中心としての東京に位置する、学閥のな

い自由な学風を有する私立大学であるという特性をむしろ積極的に活かし、諸制度を

柔軟に運用し、人知を傾けて、諸制度を率先して試行していくという進取の気性は不

可欠である。 

本学が今後さらに大きく、国内さらには国際レベルにおいても飛躍し得るか否かは

この大学院制度の整備とその運用が要を得ているかどうかにかかっている。諸問題を

ポジティブに考え、斬新な考えを導入し、改めるべき点は改め、大学院をますます活

用・発展させていくことが本学発展の最重要課題であろう。 

 

学校法人順天堂 理事長 小川 秀興 



 

 

研究科長メッセージ 

～大学院生が望む多様なキャリアパスを支援します～ 

 

医学研究科長 代田 浩之 

 

大学院医学研究科には２つの大きな役割があります。一つは、

優れた研究者を育成することです。大学院は「研究の最前線」で

あり、研究技術を学ぶとともに、論理的思考力、科学的な目や批

判力を養う重要な教育課程です。研究することは、研究者として

解決すべき問題に対して、自分自身で考え、探求し判断する力を

育成し強化します。探求心を持って研究することによって一度サイエンスの奥深さ

に触れると、自分の知る生命科学や医学の世界は一気に広がります。つまり、研究

をすることは自らの可能性を大きく伸ばし、そして研究力のみならず教育力そして

臨床の力の向上にもつながります。 

大学院の役割のもう一つは、臨床医学、医療やスポーツ医科学などさまざまな分

野の高度なプロフェッショナル、専門家を育成することによって、社会に貢献する

ことです。医学の分野では、日々進歩する医学に常に向かい合う研究的な視点をも

つ医師、Physician Scientist を育成し、臨床現場から発信すること、そしてその

研究成果を医療・医学へフィードバックすることが大学院の極めて重要な機能と考

えられます。 

本医学研究科では、進路を大きく基礎医学者コースと臨床医学者コースに分け、

いずれのコースでも大学院入学者の希望に添ったキャリアパスを支援するプログラ

ムを整備しています。医学部出身者だけでなく他学部出身者も、国籍を問わず広く

迎えて、幅広い領域において優れた研究者、高度な専門家を育成します。臨床医学

者コースでは、博士（医学）の学位取得と関連学会等の専門医資格（各領域学会の

条件による）の取得を目指す充実した教育が行われます。 

大学院の教育・研究の大部分は、63 の研究分野の研究室と 12 の研究推進センタ

ー、そして 15 の寄付講座、そして 9 つの共同研究講座と 4 つの連携大学院コース（国

立がん研究センター、国立国際医療研究センター、国立病院機構 相模原病院、国立

研究開発法人理化学研究所）、および研究支援センター（研究基盤センター）で行わ

れます。これらの最新の設備を整えた施設を十分に活用して欲しいと思います。さ

らに 3,418 床を有する 6 つの附属病院群は、安全で的確な医療技術・態度を習得し、

また臨床研究能力を涵養する場であるとともに、新しい研究プロジェクトを提案で

きる場でもあります。この病院群が保有する豊富な臨床症例を有効に利用して、世

界に発信してもらいたいと考えています。 

新しい真実の発見を目指す研究者にも、高度なプロフェッショナルを目指す者に

も若い情熱とエネルギーが必要です。本医学研究科はそのような意欲ある大学院生

を歓迎するとともに、大いに期待しています。 



 

履修の手引き  
 

主な学事予定（平成３０年度） 
 

4 月 6日（金） 大学院入学式・集中ガイダンス・学生証発行 

4 月 9 日（月） 講義開始 

4 月 9 日（月）～13 日（金） Unit1 基礎教育 Basic Course 開講 

4 月 20 日（金） 履修計画表提出期限 

5 月中旬 春季定期健康診断 

5 月 15 日（火） 大学創立記念日 

5 月 7 日（月）～9 日（水） Unit1 基礎教育 Research Support Course 開講 

5 月中旬 
Unit3 レクチャーシリーズ 

大学院特別講義 を順次開講 

6 月中旬 Unit2 実践教育コース順次開講 

8 月上旬 
研究進捗状況確認 

1 年次：研究計画書 の提出 

10 月 15 日（月）～18 日(木) Unit1 基礎教育 Advanced Course 開講 

11 月中旬 秋季定期健康診断 

11 月 15 日（木） 平成 30 年度修了予定者の学位論文審査申請提出期限 

12 月中旬～1月下旬 

単位認定・進級判定資料の作成・提出 

①Unit4・5 履修評価表 

②到達目標自己評価表 

③研究進捗状況報告（ポートフォリオ） 

3 月 

研究進捗状況確認 

1 年次：研究計画書 の提出 

2 年次：研究進捗状況報告書 の提出 

3 年次：ポスターセッションによる中間評価 

3 月 5 日（火）（第 1火曜日） ポスターセッション（3年次必修） 

3 月 12 日（火） 単位認定・進級判定会議 

3 月下旬予定 大学院修了式（学位記授与式） 

 

 

 

 



 

 

規則等(研究科規程、学位規程) 

 

順天堂大学大学院医学研究科規程 

○順天堂大学大学院医学研究科規程 

〔 昭和34年4月21日 規第34―15 号 〕 

改正 平成30年4月1日 

(目的) 

第1 条 この規程は、順天堂大学大学院学則(以下「学則」という。)に基づき医学研究科(以下「研究科」

という。)に関し必要と認める事項について定めることを目的とする。 

2 博士課程は、医学を人間に関する総合科学と位置づけ、不断前進する医学的知識・技術を理解、実践

し、更にはこれを自ら更新する能力を修学する教育・研究の場である。 

そして、常に相手の立場にたって物事を考え、人間として、あるいは医学者として他を慮り、慈しむ

心、これ即ち学是、「仁」の心を兼ね備えた医学・医療の指導者・実践者を国際的レベルで育成する教

育研究の拠点である。 

このような基本理念に立脚して、生涯にわたって医学と向き合う姿勢をもった基礎医学者と臨床医学

者、あるいはその両方を兼ね備えたPhysician-Scientist、究極的には心身共に病める人々を救済する

“志高き医師・医学者”を育成することを人材養成目的とする。 

3 修士課程は、医学以外の教育を受けた学生を受け入れ、医学・生命科学・医療学の知識を系統的に修

得できるカリキュラムのもと、創造的で幅広い視野を持ち、生涯にわたって医科学と向き合う姿勢、

能力を涵養する教育、研究の場である。 

本学の学是「仁」の精神－常に相手の立場にたって物事を考え、他を慮り、慈しむ心を兼ね備えた“志

高き医学・医療の研究者・高度専門職業人"を育成することを人材養成目的とする。 
 

(入学試験及び期日) 

第2 条 入学試験の選抜方法並びに期日については、医学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)

で定めあらかじめ発表する。 
 

第3 条 削除 
 

(入学手続) 

第4 条 入学を許可された者が行なう入学手続の細目は、研究科委員会において定める。 
 

(授業科目単位数及び履修方法) 

第5 条 学生は別表1 又は別表2 に従って授業科目を選択履修しなければならない。 

2 授業科目の単位数は、すべて半年間15 週を標準として、毎週時数講義1 時間、演習2 時間、実験実

習3 時間を1 単位とする。 

3 博士課程の学生は入学後原則として1 ケ月以内に主科目担当教授の指示をうけてその研究方針並び

に履修する授業科目の選択を決定し、研究科長に報告しなければならない。 

4 博士課程の学生は前項によるほか、毎学年初め主科目担当教授の指示によって、当該学年内に履修し

ようとする学科目を定め届出なければならない。 

5 修士課程の学生は、別表2 に規定する授業科目について、一般教育科目8 単位以上、専門教育科目14 

単位以上、特別研究科目必修8 単位の計30 単位以上を修得しなければならない。 

6 学生の履修した科目の単位認定は、毎学年末指導教授が各担当教員の報告に基づき、これを行ない、

認定単位数並びにその成績を研究科長に報告しなければならない。 

7 試験は、授業の完了した科目について学期末に行なう。ただし、科目担当教員は平常の成績または報

告をもって試験に代えることができる。 

 

 

 

 

 

 



 

(学期) 

第6 条 学年は4 月に始まり翌年3 月に終る。 

2 1 学年は次の学期に分ける。 

前期 4月1日から9月30日まで 

後期 10月1日から翌年3月31日まで 

3 定期休業日及び臨時休業日については学部の規定を準用する。 
 

 (学位論文等学位審査) 

第7 条 本学において授与する学位の種類、論文審査及び試験の方法その他学位に関し必要な事項は、

順天堂大学学位規程による。 

第8 条 削除 

第9 条 削除 
 

(再入学) 

第10 条 学則第25 条の規定により退学を許可された者が、再入学を希望するときは、学長は、研究科

委員会の議を経てこれを許可することがある。 

2 削除 

3 再入学に際しては所定の入学金並びに授業料を納入しなければならない。 

4 本条による再入学者といえども、その通算在学年数は学則第6 条による在学年限を超えることができ

ない。 
 

(再入学者の単位) 

第11 条 再入学者の前在学中における取得単位は、研究科委員会の認定により学則第8 条に規定する単

位と認めることができる。 
 

(休学中の学費の減免) 

第12 条 学則第21 条または第24 条の規定により、休学を許可あるいは命じられた期間の授業料につい

ては、本人からの願い出により研究科委員会の審議を経て、学長において減免することがある。 
 

(諸証明手数料) 

第13 条 諸証明手数料については医学部の規定を準用する。 
 

附 則 

この規程は、昭和34年4月1日から施行する。 

附 則 

この改正規程は、昭和34年6月26日から施行する。 

附 則 

この改正規程は、昭和36年6月8日から施行する。 

附 則 

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成19年12月1日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成20年4月1日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成21年10月1日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成25年4月1日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成27年4月1日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成28年4月1日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成29年4月1日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成30年4月1日から施行する。 

(別表1)博士課程 

(別表2)修士課程 



 

 
順天堂大学学位規程 
 
 

○順天堂大学学位規程 

昭和35年12月1日

規第34―13号

改正 平成30年4月1日

(目的) 

第1条 この規程は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)並びに順天堂大学(以下「本学」という。)学則第5

条及び順天堂大学大学院(以下「本大学院」という。)学則第16条の規定に基づき、本学において授与する

学位、論文審査及び試験の方法その他学位に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

(学位の種類) 

第 2 条 本学において授与する学位は、学士、修士及び博士とする。 

 

(学位授与の要件) 

第3条 本学の各学部において、学則各学部規定に定める基準に合格した者に対し、次の学位を授与する。 

医学部 学士(医学) 

スポーツ健康科学部 学士(スポーツ科学、スポーツマネジメント学、健康学) 

医療看護学部 学士(看護学) 

保健看護学部 学士(看護学) 

国際教養学部 学士（国際教養学） 

 

2 本大学院の各研究科において、各課程の所定の単位を修得し、学位論文の審査及び 終試験に合格した者

に対し、その課程に応じ次の学位を授与する。 

医学研究科 修士(医科学) 

博士(医学) 

スポーツ健康科学研究科 博士前期課程 修士(スポーツ健康科学) 

博士後期課程 博士(スポーツ健康科学) 

医療看護学研究科 博士前期課程 修士(看護学) 

博士後期課程 博士(看護学) 

3 前項に規定するもののほか、本学に学位論文を提出して、その審査及び試験に合格し、かつ前項の課程に

よる所定の専攻科目について所定の単位以上を修得した者と同等以上の学力を有することが試問により

確認された者に、各研究科に係る博士の学位を授与する。 

4 （削除） 

 

(博士課程・博士後期課程における学位論文の提出) 

第4条 医学研究科に3年以上在学し、所定の専攻科目について30単位以上修得した者は、学位論文を提出す

ることができる。 

2 スポーツ健康科学研究科又は医療看護学研究科博士後期課程に2年以上在学し、所定の専攻科目について

スポーツ健康科学研究科は10単位以上、医療看護学研究科は18単位以上修得した者は、学位論文を提出す

ることができる。 

3 学位論文は、在学期間中に提出するものとし、その期日は各研究科委員会において定める。 

4 学位論文は、論文審査願に論文目録、論文要旨、履歴書及び別に定める審査手数料を添えて、各研究科長

に提出するものとする。 

5 学位論文は、原則として1篇とする。この場合、Ⅰ報、Ⅱ報等のように分けて掲載されたものを併せて提

出することができる。また、参考として他の論文を添付することができる。 

 

(修士課程及び博士前期課程による者の学位論文の提出) 

第5条 学位論文は、論文審査願に論文要旨及び別に定める審査手数料を添えて、各研究科長に提出するもの

とする。 

2 学位論文は、在学期間中に提出するものとし、その期日は各研究科委員会において定める。 

 

(学位論文及び審査手数料の返付) 

第6条 一旦受理した学位論文及び審査手数料は、いかなる事由があっても返付しない。 

 

(学位論文の審査) 

第7条 研究科長は、学位論文を受理したときは、研究科委員会に、その審査を付託するものとする。 

 

 



 

 

 

(審査委員) 

第8条 研究科委員会は、学位論文ごとに研究科委員会委員から学位論文審査委員(以下「審査委員」という。)3

人以上を定める。 

2 審査委員には、必要に応じ、前項に定める者のほか、研究科委員会委員以外の本学大学院専任教員、又は

他の大学の大学院、若しくは研究所等の教員等をあてることができる。 

 

(審査委員の職責) 

第9条 審査委員は、学位論文の審査及び 終試験を行う。ただし、論文審査の結果、著しく不備なる場合に

は、 終試験を行わないことがある。 

 

( 終試験) 

第10条 本大学院の課程による者の 終試験は、所定の単位を修得し、学位論文の審査を終了した者に対し、

学位論文を中心としてこれに関連ある科目について、口頭又は筆答により行うものとする。 

 

(審査期間) 

第11条 学位論文の審査及び 終試験は、論文を受理した後、当該学年末までに終了しなければならない。

ただし、博士論文の場合は、1年以内とすることができる。 

 

(審査委員の報告) 

第12条 審査委員は、学位論文審査及び 終試験を終了したときは、論文審査の要旨及び 終試験の成績を

文書をもって研究科委員会に報告しなければならない。 

 

(研究科委員会の議決) 

第13条 研究科委員会は前条の報告に基づき、学位を授与すべきか否かを議決する。 

2 前項の議決を行うには、研究科委員会委員(海外出張中及び休職中の者を除く。)の3分の2以上の出席を必

要とし、かつ、出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。 

3 前項の議決は、無記名投票により行う。 

4 研究科委員会は、必要に応じ、第8条第2項の規定により委嘱した審査委員を出席させ、その意見を徴する

ことができる。 

 

(研究科長の報告) 

第14条 研究科委員会が前条の議決を行ったときは、研究科長は学位論文に論文審査の要旨、 終試験の成

績及び議決の結果を添えて、学長に報告しなければならない。 

 

(課程を経ない者の学位授与の申請及び受理) 

第15条 第3条第3項の規定により学位論文を提出して博士の学位を請求しようとする者は、学位申請書に学

位論文、論文目録、論文要旨、履歴書、研究歴証明書及び別に定める審査手数料を添え、学長に提出する

ものとする。 

2 本大学院の博士課程を退学した者が論文を提出しようとするときは、前項の規定によるものとする。 

3 学位論文の受理は、各研究科委員会に付託し、その議に従って学長が決定する。 

 

(課程を経ない者の論文審査) 

第16条 受理された学位論文の審査、試験及び試問等は、各研究科委員会に付託するものとする。 

 

(課程を経ない者の試験) 

第17条 第3条第3項に規定する試験は、学位論文を中心としてこれに関連ある科目について、口頭又は筆答

により行うものとする。 

 

(課程を経ない者の試問) 

第18条 第3条第3項に規定する試問は、口頭又は筆答によるものとし、専攻学術に関し、博士課程を終えて

学位を授与される者と同等以上の学識を有し、かつ、研究を指導する能力を有するか否かについて行う。

この場合、外国語については、各研究科委員会において特別の理由があると認めた場合を除き、英語を課

するものとする。ただし、英語を母国語としない外国人については英語又は日本語を、英語を母国語とす

る外国人については日本語をそれぞれ課すものとする。 

2 前項の試問は、第8条に定める審査委員が行う。 

3 課程を経ない者が論文提出の前に各研究科委員会が行う外国語試験に合格している場合は、本条第1項の

試験のうち、その外国語に関する試問を免除することができる。 

 

 

 

 



 

(課程を経ない者の審査等準用規定) 

第19条 第3条第3項による学位授与の申請、審査及び試験に関しては、第4条第4項、第6条、第8条、第9条

及び第11条から第14条までの規定を準用する。 

2 本条の準用規定において、「 終試験」とあるのは「試験」と読み替えるものとする。 

3 試験又は試問を経ないで、学位を授与できない者と決定したときは、第14条の規定にかかわらず、試験の

成績又は試問の成績を添付することを要しない。 

 

 (学位の授与) 

第20条 学長は第14条の報告に基づいて、第3条第2項による者については、課程の修了の可否を、第3条第3

項による者については、その論文の合否を決定し、学位を授与すべき者に所定の学位記を交付し、学位を

授与できない者には、その旨を通知する。 

 

(報告及び審査要旨の公表) 

第21条 学長は前条により博士の学位を授与したときは、3月以内に文部科学大臣に所定の報告書を提出する

と共に、学位を授与した日から3月以内に、その学位論文の要旨及び論文審査の結果の要旨を「順天堂大

学学術情報リポジトリ（以下「リポジトリ」という。）」に登録し公表するものとする。 

 

(学位論文の公表) 

第22条 博士の学位を授与された者は、学位を授与された日から1年以内に、その学位論文をリポジトリに登

録し公表しなければならない。ただし、学位を授与される前に、すでに公表したときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由がある場合には、研究科委員会の議を経た後、研究科長の承

認を得て、当該学位論文の全文に代えて、その内容を要約したものを公表することができる。この場合、

当該研究科は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。 

3 前2項の規定により公表する場合は、その学位論文に「順天堂大学審査学位論文(博士)」と明記しなけれ

ばならない。 

 

(学位の名称) 

第23条 本学の学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは次の通り明記する。 

修士(医科学)(順天堂大学） 

博士(医学)(順天堂大学) 

修士(スポーツ健康科学)(順天堂大学) 

博士(スポーツ健康科学)(順天堂大学) 

修士(看護学)(順天堂大学) 

博士(看護学)(順天堂大学) 

 

(学位の取消) 

第24条 本学の博士又は修士の学位を授与された者が、次の各号の一に該当するときは、学長は研究科委員

会の議決を経て、すでに授与した学位を取消し、学位記を返付させ、かつ、その旨を公表するものとする。

(1) 不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき。 

(2) 学位を授与された者が、その名誉を汚辱する行為を行ったとき。 

2 研究科委員会において、前項の議決を行う場合は、第13条第2項の規定を準用する。 

 

(学位記及び書類) 

第25条 学位記及び学位授与申請関係書類の様式は、別に定める。 

 

(規程の改廃) 

第26条 この規程の改廃は、学長においてあらかじめ関係学部の教授会及び大学協議会、又は関係研究科の

研究科委員会及び大学院委員会の意見を聴き、理事会の承認を得るものとする。 

 

附 則 

1 この規程は、昭和36年4月1日から施行する。 

2 昭和32年7月4日付、校大第173号をもって文部大臣認可の順天堂医科大学学位規程は、昭和36年3月31日

をもって廃止する。 

附 則 

この規程は、昭和36年5月12日から施行する。 

附 則 

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。 

附 則 

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成3年7月1日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成8年4月1日から施行する。 



 

附 則 

1 この規程は、平成9年1月1日から施行する。 

2 第18条に定める試問の外国語については、従前の外国語2種類のうち、この規程の施行日以前の英語合格

者については他の1種類を、英語を母国語としない外国人で日本語合格者については英語を、それぞれ免

除するものとする。 

附 則 

この規程は、平成12年4月1日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成16年4月1日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成21年3月1日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成23年1月1日から施行する。 

   附 則 

この規程は、平成25年4月1日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成25年4月1日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成26年4月1日から施行する。 

 附  則  

この規程は、平成27年4月1日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成30年4月1日から施行する。 

 
 
 
 
 
 



 

 

本学大学院で学ぶ意義 

 

1．医学者にとって大切なことは、科学者であると同時に、教養人であるということです。すな

わち、医学者は、高度な知性と技能を磨き、そして、豊かな感性を涵養し続けなければなり

ません。 

 

2．本学大学院では、このような医学者の養成を目指します。すなわち、本学大学院で学位を取

得することが、医学者へのスタートラインに立つということです。 

 

3．科学は、常に発展し続けるものです。常に進歩しているため、現時点で人智を尽くして正し

いと信じられるものであっても、数年後には正しくないということもあり得ます。本学大学

院で学修するということは、不断前進する医学を、生涯にわたってキャッチ・アップし、ア

クティブに学習し、正すべきは正し、新しい知識・技術を理解、実践する能力を涵養させる

ことを目的としています。自らの医学者としての活動を生涯に亘って継続できる基本的学習

法、思考法を進取する気性を修学させます。 

 

4．本学の学是は「仁」です。本学に集うものすべてが共有している“心映え”です。常に相手

の立場にたって物事を考え、人間として、医学者として他を慮り、慈しむ心“仁”を大切に

します。医師はまず感性豊かな教養人であることの証しとして、本学で創立以来、大切にし

ているもの、それは“仁”の学是です。 

 

5．このような本学の基本理念に立脚して、本学大学院では基礎医学者と臨床医学者を育成しま

す。本学医学研究科（博士課程）では、前 2 者育成は、究極的には心身共に病める人々を救

済することを目標とします。基礎医学者然り、臨床医学者然りであります。本学大学院では、

この明確な専攻目的のもとで、科学的な思考法や研究方法論を学修するための体系的な教育

が展開されます。 

 

6．本学大学院における研究者養成コースは、自立した研究者として、先進的な医学を追究し、

国際的な若手研究者として成長する重要なステップと位置づけています。その研究環境は充

実しています。発表される研究論文をみますと、国際的に高い評価を受け、そのインパクト・

ファクター（ＩＦ）やサイテーション・インデックス（ＣＩ）の高い論文が数多く発表され

ております。 

 

7．本学大学院では、基礎医学群と臨床医学群との群内及び群間の相互交流が盛んなことも特徴

です。基礎医学の高い活性が臨床医学をさらに活性化すると全学で共通認識しておりますの

で、基礎医学から臨床医学への応用、そして臨床医学の基礎医学へのフィードバックが、非

常に盛んです。学内外そして国際的な共同研究を含め、幅広い学術交流の場が整備されてい

ます。 

 

8．一方、臨床医学者（臨床医）の重要な責務は、 新の医学を臨床に安全に還元する医療を通

して社会に貢献することです。医学は日々進歩しますから臨床医としての責務を遂行するた

めには、人間に関する総合科学である医学と常に立向う姿勢、すなわち研究するということ

の基本を身につけることが求められます。 



 

9．この研究マインドの涵養が、医療を求める人々への安全で正確な医療提供の源泉となります。

そのための研究能力と専門性を育む教育が、本学大学院の高度臨床専門家養成コースの

Physician scientist プログラムです。 

 

10．臨床医を Physician scientist に養成するためには、豊富な臨床例が必要です。本学では、

6 附属病院が各々機能分化し、外来一日当たりの平均患者数約 10,000 名、入院ベッド数 3,418

床という附属病院群の診療実績があります。豊富な臨床例は、Translational Research（Ｔ

Ｒ）を容易に行うことのできる臨床研究環境を提供しますから、高度臨床専門家養成コース

から研究マインドを修得した卒業生が数多く輩出されています。 

 

11．臨床医が臨床研究に携わることは、医療を求める人々のために、自らの医療の向上のために、

そして将来指導的立場に立ち、現在そして未来の社会に貢献するために、現在 も強く求め

られている基本であります。 新の医学知識を身につけた指導的医師として成長する出発点

が、本学大学院での学修にあります。 

 

12．この大学院教育を支えている指導者は、1,000 名以上の常勤教員であります。 

 

13．文部科学省は、平成 19 年 4 月から大学における教員（助教：旧助手）資格の一つとして学

位又はそれに匹敵する専門的資格取得を原則としました。医学を進展させる使命を本学は担

っていますから、医学に携わる臨床医にとっても、今後学位を取得することが社会的な活動

においても大切なことと評価しております。 

 

 



 

 

カリキュラムポリシー 

 

❂カリキュラムポリシー（教育課程編成・実施の方針） 

本専攻においては、研究者に必要な基礎的能力を養うコアプログラム

と、それを応用する方法を学ぶ専門プログラムからなる教育課程を編成

します。 

 

 

1.コアプログラム 

大学院初等教育として、Basic Course（基礎医学から医療法制に至

るまでの基本的知識）・Research Support Course（実験方法や解析方

法の基礎的知識）、Advanced Course（研究プロジェクト遂行と学位論

文作成のための基礎教育）、大学院実践教育コース（15 のテーマから選

択可能な基礎・臨床医学融合型のコースワーク）の 3 つのプログラム

で、実践的な研究遂行能力を育成します。これらと並行して、大学院

教育レクチャーシリーズでは、大学院特別講義（英語による講義を含

む）、Current Topics（学内で開催される 先端の医学・医療セミナー）

及び E-learning 等のコースワークを編成します。 

 

2.専門プログラム 

大学院生が希望する研究領域の研究室における個人指導によって、

自ら研究プロジェクトを遂行し、研究の本質を見極める判断力、独創

的な発想、強い責任感と高い倫理観及び新たな分野を切り開く能力を

修得するプログラムを編成します。これには、研究者養成コース（基

礎系・臨床系）、高度臨床専門家養成コース（臨床研究）、スペシャリ

スト養成コース（感染制御専門家養成コース、次世代先導的がん研究

者養成コース、健康・予防医学専門家養成コース）を置き、各コース

はコースワークと専門研究で構成され、キャリアパスに応じ、コース

間の乗り入れを可能としています。 

 

3.研究遂行・成果発表 

研究計画書に基づいて研究を遂行し、3 年次後半に学位論文の研究に

関する研究成果の中間発表を行います。中間発表は抄録作成・口頭発

表ともに英語で行い、英文による論文作成を指導します。審査員によ

る評価と助言を受けると同時に研究の進捗状況が研究科委員会に報告

されます。それらの評価結果の活用を通じて教育方法の改善を図りま

す。 

 

以上のような大学院教育によって、生涯にわたって医学と向き合う

姿勢を持った基礎医学者や臨床医学者、及びその両方を兼ね備えた

Physician-Scientist、究極的には心身共に病める人々を救済する“志

高き医師・医学者”を育成します。 



 

 

カリキュラム概略図／授業構成の解説 

【カリキュラム概略図】 



 

 

【授業構成の解説】 

1．コアプログラム 

1）Unit１基礎教育 Basic Course ［1年次 必修］ 

Basic Courseでは、大学院における初期教育として、がん学、免疫学、遺伝医学、臨

床薬理学、形態学的手法、統計学的手法、動物実験やRI・放射線の基礎、医療情報シス

テム、リスクマネージメント、医事法制学といった研究手法の原理・科学的思考法など

の基礎知識を学習します。 

 

2）Unit１基礎教育 Research Support Course ［1年次 必修］ 

Research Support Courseでは、研究基盤センターの各研究室（生体分子研究室，細

胞機能研究室，超微形態研究室，細胞病理イメージング研究室，アイソトープ研究室，

共同研究・研修室，疾患モデル研究室，放射線管理室）より、研究施設の概要、設置機

器等の説明及び利用上の注意等の講義を行い、今後、研究基盤センターの研究施設を有

効に利用し、研究を発展させていく場となることを目標とします。 

研究基盤センターの詳細については、別冊シラバス「研究施設の概要」に掲載してい

ます。 

 

3）Unit１基礎教育 Advanced Course [2年次 必修］ 

Advanced Courseでは、学位論文を作成するための基礎的な教育として、研究計画の

立て方、論文の作成方法、研究行動規範、効果的なプレゼンテーション方法、知的財産

管理など論理的思考、課題解決法、表現力の基本を学習します。 

 

4）Unit２実践教育 ［1年次 選択必修］ 

実践教育には、15のコースワーク（分子病態生物学、画像病理形態学、ライフサイク

ル医学、免疫アレルギー学、腫瘍医学、神経医科学、ライフスタイル医学、社会の中の

医学、再生・再建医学、動物実験、環境中の耐性菌分離と同定法体得、臨床統計入門、

臨床統計応用、医療・医学入門、臨床オミックス）があります。それぞれ基礎医学系と

臨床医学系双方が連携して講義・演習・実習を組み合わせた統合化した授業内容となっ

ています。大学院生のキャリアパスに応じてコースを選択できます。1年次に1つのコー

スを選択します。希望によっては、2年次以降に追加で選択することも可能です。 

 

5）Unit３レクチャーシリーズ ［1～4年次 選択必修 ／ 選択］ 

レクチャーシリーズは、大学院特別講義、E-Learning、Current Topics等で構成され、

夜間開講の科目が多く、1年次から4年次にまたがって履修できます。この科目群は、関

連領域の研究を幅広く学習すると共に、大学院生としての豊かな教養の涵養と国際的通

用性を身につけることが学習目標です。日本語クラスや英語集中プログラム、英語によ

る講義シリーズも用意されています。Current Topicsは、特別に各講座・研究室、寄付

講座等において国内外から研究者を招聘したときに開催される講演会等で構成されま

す。毎年多くの国際的な研究者が招聘されますので、これらの特別講義等を通して世界

における医学の進歩を体験して知的関心を深めることができます。 



 

2．専門プログラム 

 

1）Unit４専門コース ［1～4年次 必修］ 

専門コースは、主専攻とする主科目コース、主専攻を補完する科目の副科目コースか

らなり、高度な知識、技術を身につけ、自らの専門性を高めるための授業です。専門コ

ースには、研究者養成コース、高度臨床専門家養成コース、スペシャリスト養成コース

から構成されています。 

スペシャリスト養成コースには、本学を拠点とした「がんプロフェッショナル養成基

盤推進プラン」の実践コースである「次世代先導的がん研究者養成コース」があり、本

学独自のがん研究者養成カリキュラムを提供しています。また、ＣＯＥプログラムを契

機に本研究科に新設された感染制御専門家養成コースでは多種多様な分野に国内外で

活躍する感染制御科学者を多く輩出しています。さらに健康・予防医学専門家養成コー

スでは、スポートロジーセンタ－による研究が行われています。これらの授業には、各

自の専門分野に関連させた専門科目のみ履修することもできます。 

 

2）Unit５専門研究 ［1～4年次 必修］ 

専門研究（必修）は、論文基礎・応用演習です。「論文作成指導」と「3年次ポスタ

ーセッション発表指導」から構成されます。論文の作成は自立した研究者として成長す

る大事なステップです。特に3年次から4年次には、論文作成の基礎・応用演習を通じて

研究結果を論文としてまとめます。本学では、国際的な医科学雑誌（英文論文）への投

稿を奨励しております。現在も多くが国際的に評価の高い医科学雑誌に発表されていま

す。30単位以上の単位の取得・学位論文審査および試験によって大学院修了にふさわし

い研究能力と学識が認定されれば、博士（医学）の学位が授与されます。 

 

・大学院生は、専門プログラムの中の研究分野において、研究課題にふさわしい指導教授の下で、

一人一人の希望に添った教育コースワークが組まれ、研究活動が進められます。授業は、講義・

フィールドワーク・実験・自己学習等を組み合わせて構成されます。 

・研究に従事しながら学会における認定医・専門医を取得すべく診療に参加することができます。

履修管理・ポートフォリオシステムにより、認定医・専門医等の資格申請に必要とされる研究

成果等の学修データの蓄積が可能となります。 

・研究課題によっては、国内あるいは国外の他の大学院、研究所、医療機関等で研究を進めるこ

とができます。指導教授と相談の上、大学院医学研究科長に「学外施設学修申請書」を提出し

ます。この制度を利用して毎年数多くの院生が国内外に留学し、活躍しています。 

・本学大学院医学研究科では、学位授与率が非常に高いのが特徴です。これは院生一人一人につ

いて日常的なチュートリアル研究指導が十分なされているということの反映です。また、評価

システムとして各年次の学修進捗度評価と3年次のポスターセッション（研究発表）における研

究成果の中間評価が円滑な学位授与を支えております。 

・本学では、大学院生も参加した大学院教員の教育力向上ワークショップを毎年実施し、グルー

プワークによる討議内容を踏まえて恒常的にカリキュラムの点検、改善を行っています。 

 



 

（医学研究科博士課程カリキュラム 科目番号（ナンバーリング）表） 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ディプロマポリシー／学位授与の条件 

 

❂ディプロマポリシー（卒業認定・学位授与に関する方針） 

標準修業年限（4 年）在籍して、体系的教育コース（コアプログラム）

及び専門領域における研究指導コース（専門プログラム）合計で 30 単位以

上を修得し、次の資質・能力を身に付けるとともに、査読のある国際的学

術誌に筆頭著者として公表する原著論文についての学位審査及び 終試験

に合格した者に対し、博士（医学）の学位を授与します。ただし、評価の

高い国際雑誌に論文を発表し、高度の研究能力とその基礎となる豊かな学

識を確認できた場合には、3 年次に学位試験を受験することができます。 

①：基礎医学研究及び臨床医学研究に必要な幅広い研究領域の知識・技能

及び研究を企画・遂行できる能力 

②：大学院生が希望する研究領域の研究において、専門的知識・技能を駆

使し自ら研究プロジェクトを遂行できる能力、同時に研究の本質を見

極める判断力、独創的な発想、強い責任感と高い倫理観及び新たな分

野を切り拓く能力 

③：国際的視野を持ち、研究成果を国際的に発信し当該分野の研究の発展

に貢献できる能力や高度の専門性を求められる職業等に活かし指導的

役割を果たす能力 

 

 

ディプロマポリシー ① ②  ③  

Unit1 基礎教育 ○  ○  

Unit2 実践教育 ○  ○  

Unit3 レクチャーシリーズ ○  ○  

Unit4 専門コース  ○  ○  

Unit5 専門研究  ○  ○  

 

1．学位論文の審査と試験に合格した者に、博士（医学）の学位が授与されます。 

2．本学医学研究科に 3 年以上在学し、所定の科目 30 単位以上を修得した者は、学位申請をする

ことができます。 

3．学位授与には、査読制度の確立している学術誌の掲載証明書が必要です。原則として、3 月定

例医学研究科委員会（原則、3 月第二火曜日）までに論文が掲載受理されない場合、学位審査

に合格し、大学院修了式にて学位授与されていても（学術誌の掲載証明書が大学に提出され

るまで）学位記は手渡されません。 

 

 

 

 



 

4．3 年修了認定制度について 

＜3年修了の学位申請要件 ： （1）（2）のいずれかの要件を満たす場合 ＞ 
  
3 年修了のための要件（次のいずれかを満たすこと。） （平成 27 年 1 月 13 日改訂）    
（1）提出される学位論文（主論文）及び副論文＊1が、主要国際誌＊2に掲載＊3されており、

掲載雑誌のインパクト・ファクター（IF）＊4の合計が 6以上の場合。 

複数筆頭著者による論文は１つまでとする。それ以外に、単独の筆頭著者となってい

る論文を 1 編以上必要とする。なお、複数筆頭著者による論文については、IF＊4を筆

頭著者の数で除した数値をもって評価の対象とする。 

（2）提出される学位論文が、主要国際誌＊2に掲載＊3されており、学位論文掲載雑誌の IF＊4

が 4 以上である場合。なお、複数筆頭著者による論文については、IF＊4を筆頭著者の

数で除した数値をもって上記の評価の対象とする。 

（注）＊1：学位論文、副論文ともに、申請者が筆頭著者である原著論文に限る。副論文と

は、主論文が作成された過程が分かる関連ある論文とする。 

＊2：査読制度の確立されているものに限る。 

＊3：掲載受理（決定）を含む。 

＊4：申請時期により、以下の IF を基準とする。 

4 月～6 月：前年に公表された IF（前々年数値） 

7 月～11 月 15 日：当該年に公表された IF（前年数値） 

  

 

＜申請の流れ＞ 

① 主任教授から「大学院医学研究科を 3 年で修了する件に関する審査願」にて申請 

【期間：4 月～10 月】 

② 大学院検討委員会、研究科委員会における学位申請受理の可否を審査（可の場合③へ） 

【申請後の直近の委員会】 

③ 論文審査申請                   【 終締切日：11 月 15 日】 

 

＜3 年修了者数＞ 

年度 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

平成 13 平成 14 平成 15 平成 16 平成 17 平成 18 平成 19 平成 20 平成 21 平成 22 平成 23 平成 24 平成 25 平成 26

人数 4 2 1 2 4 3 3 3 3 2 4 1 6 7 

年度 
2015 2016 2017 

計 
          

平成 27 平成 28 平成 29           

人数 6 9 3 60           

 



 

 

学位論文の審査申請から学位授与まで 

（4年生及び 3 年修了予定者は必読） 
 

1．申請受付窓口 ：本郷・お茶の水キャンパス事務室 教務課（大学院担当）         

（以下「教務課（大学院担当）とする」） 

2．申請書ファイル：対象者には 4 月に所属講座・研究室を通じて案内します。申請書類の電子

媒体は、メール添付にて教務課（大学院担当）から送付します。（履修管理

システムからダウンロードすることもできます。） 

3．論文審査申請の 終締切日は毎年 11 月 15 日です（土日祭日等の場合は前日となります）。 

終締切日［重要］：平成３０年１１月１５日（木） 

                    ※学位審査料 50,000 円 

4．所定の単位を取得したにもかかわらず、期日（11 月 15 日）までに論文審査申請に至らなかっ

た場合は、以下のいずれかとなります。 

①研究継続の必要性等の理由が認められ、引き続き学位取得のため在学を希望する場合は、

「在学期間延長許可願」を提出し、医学研究科委員会において承認を得る必要があります。

在学期間延長許可願が必要な方は教務課（大学院担当）までご相談ください。 

②学位取得のための在学を希望しない場合は、医学研究科を満期退学になります。満期退学

後に学位申請する場合には、論文博士（乙）での申請受け付けとなります。 

5．試験の実施日時の調整は、教務課（大学院担当）が行い、日程調整後、日時の予備通知を本

人および関係者に行います。 

6．教務課（大学院担当）から申請者への各種連絡通知は、すべて主任教授を経由して行います。 

7．審査委員（主査、副査）は、研究科委員会において決定されます。また、指導教員、論文共

著者、および自身と同じ研究分野（授業科目）の教員審査委員にはなれません。 

8．申請の翌月第 2 火曜日（8 月休会）の研究科委員会において、受理可否審議があり、受理承認

後、審査委員と実施期日が正式決定します。 

9．試験は、原則として受理承認月の中旬以降に実施されます。 

10．試験時間は、原則として 30 分（発表 15 分・質疑応答 15 分）です。必要に応じて、主査の

判断により審査時間が 60 分まで延長となることがあります。試験は公開制で行なわれてい

ます。公開にあたっては、審査論文名、主査、副査、実施期日、会場を公示しております。 

11．試験終了後、医学研究科委員会において試験結果報告が行われ、学位授与可否審議と可否投

票が行われます。 

12．授与可となった場合、学位授与式は、毎年 3 月に挙行されます。 

13．学位授与者は、順天堂学内ニュースに掲載するとともに、文部科学省・国立国会図書館に学

長名をもって報告されます。 



 

 

単位認定：到達目標と成績評価について 

1．平成３０年度における授業名称と単位 

 

 

 

 



 

 

2．授業の到達目標と成績評価 

担当教員が、医学研究科の理念・目標に沿った上で，授業科目の特性に応じた到達目標

を設定し，それを基に成績評価を行います。 

 

3．到達目標 

担当教員が医学研究科の理念・目標を踏まえて、授業の特性に応じて重点的に評価する

項目を設定し、シラバスに明示しています。 

 

4．各授業科目の単位修得の認定 

履修状況、試験または研究報告等により行います。成績評価は、原則として、Ａ（優秀）、

Ｂ(普通)、Ｃ(要指導)、Ｄ（不合格）の4段階で評価されます。 

 

5．ポートフォリオ 

履修管理システムにおけるポートフォリオ機能を利用して、学修実績・研究業績等を蓄

積することが可能です。ポートフォリオに蓄積された実績・業績の情報は、年度末の単位

認定・進級判定（審議）の際に使用します。 

 

［語学］ 

TOEFL TOEFL を受験した場合、スコアを入力し、スコア証明書を添付 

TOEIC TOEIC を受験した場合、スコアを入力し、スコア証明書を添付 

IELTS IELTS を受験した場合、スコアを入力し、スコア証明書を添付 

日本語能力試験 
外国人学生の方で日本国際教育支援協会および国際交流基金が実施する日本

語能力試験を受験した場合、スコアを入力し、スコア証明書を添付 

その他の語学試験 
TOEIC,TOEFL,IELTS,日本語能力試験以外の語学試験を受験した場合、スコアを

入力し、スコア証明書を添付 

［研究業績］ 

論文発表 学術誌等へ論文が掲載された場合、掲載情報を入力し、掲載内容を添付 

図書発表 
図書を出版した場合、または図書の一部に研究成果が掲載された場合、掲載情

報を入力し、内容のわかる資料を添付 

学会発表（国内） 
国内での学会で発表した場合、下記に必要事項を入力し、発表内容のわかる資

料を添付 

学会発表（国外） 
国外での学会で発表した場合、下記に必要事項を入力し、発表内容のわかる資

料を添付 

研究費の獲得 研究費等を獲得した場合、下記に必要事項を入力し、採択通知等を添付 

受賞 受賞を受けた場合、下記に必要事項を入力し、受賞通知等を添付 

知的財産（特許等）の出願 
知的財産（特許等）について出願した場合、下記に必要事項を入力し、証拠書

類を添付 

その他の研究業績 上記以外の研究成果がある場合、下記に必要事項を入力し、証明書類を添付 

［教育業績］ 

CITI 大学院低学年コース コースの受講が修了した場合、コース修了時に発行される修了証を添付 

CITI 大学院高学年コース コースの受講が修了した場合、コース修了時に発行される修了証を添付 

※マニュアルはシステム上からダウンロードすることができます。 

※上記以外に登録事項がある場合には、教務課（大学院担当）までご相談ください。 



 

 

履修管理システムへのログイン方法 

 

医学研究科では、大学院生の研究環境を支援するため履修管理システム

（研究進捗ポートフォリオシステム）を導入しています。履修計画の作成、

新の授業日程の確認・資料のダウンロード、補講のための動画視聴、在

学中の学修実績・研究業績（資格取得、論文発表，学会発表，研究費の獲

得，受賞，特許出願など）の情報を蓄積するポートフォリオなどの機能を

備えています。 

 

1．ログイン画面にアクセス（ 履修管理システムＵＲＬ） 

http://lms.juntendo.ac.jp/ 

 

2．学籍番号とパスワードを入力してログインしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※新入生にはパスワードを別途、個別に連絡します。） 



 

3．トップ画面から各種操作を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（ ※ シ ス テ ム の 画 面 デ ザ イ ン ・ メ ニ ュ ー 等 は 、 バ ー ジ ョ ン ア ッ プ の た め 予 告 な く

変 更 さ れ る 場 合 が あ り ま す 。）  

 

＜主な機能＞ 

メニュー  機能の内容  

お知らせ  教務課（大学院担当）からの連絡事項を随時掲載してい

ます。  

授業日程表（受講登録）  Unit1.2.3の 新の授業日程表を掲載しています。また講

義資料のダウンロードを行うことができます。  

（※ Unit３大学院特別講義の受講登録を行うことができ

ます。）  

オンデマンド動画視聴  授業の動画を公開します。申請後、授業の復習や補講が

可能です。補講受講の場合はレポートを作成することが

できます。  

（※一部動画を公開していない授業もあります。）  

課題レポート作成  「出席した授業」でレポート提出が課せられた場合に、

レポート作成（添付）を行うことができます。  

ポートフォリオ  学修実績、研究業績等の情報を蓄積することができます。

履修計画  １年間の履修計画を作成します。（４月）  

Unit４ ,５履修評価  到達目標の自己評価表及び、専門プログラムの評価表を

作成することができます（年度末）。  

プロファイル  パスワード変更等を行うことができます。  

各種情報  各種申請書や資料のダウンロードを行うことができま

す。  

CITI Japan 研究倫理の e-learning（ CITI Japan Onスクリーン eラー

ニング講座）を受講することができます。  

Juntendo-Mail 順天堂メール入口へのリンクです。  

（ 2018.4.1現 在 ）



 

 

履修計画・履修方法・受講方法 等 

 

【履修計画表の作成について（4 月）】 

 

1．履修計画（平成３０年度） 

各自の研究課題に基づき、シラバスを参照し、指導教員の指導を受けて、平成３０年度の

履修計画を立ててください。（※履修計画は、年度毎に行います） 

2．履修計画表の作成手順 

履修管理システムにより、履修計画表を作成してください。 

（履修登録の流れは以下①～④の通りです。） 

①履修管理システムにログインして、「履修計画」メニューから履修計画表

の作成・登録を行う。 

（※履修管理システムの操作方法については、ログイン後にマニュア

ルをダウンロードしてご利用ください。） 

②登録完了後、「履修計画表」をプリントアウトする。 

③プリントアウトした履修計画表を指導教授に確認し、承認印をもらう。 

④承認を受けた履修計画表を所属講座・研究室に提出する。 

⑤履修計画表は、所属講座・研究室にて取りまとめ、本郷・お茶の水キャ

ンパス事務室 教務課（大学院担当） に提出する。 

3．履修計画表の作成期間について 

1）作成期間：平成３０年４月初旬～４月２０日（金） 

2）提出期限：平成３０年４月２０日（金） 

3）提 出 先：所属する講座・研究室 

 

 

 

 

【履修方法・受講方法 等】 

 

1. Unit１基礎教育：Basic Course／Research Support Course／Advanced Course 

履修方法 受講方法 単位認定基準 

履修計画（4 月） 開始時間前に指定の教室に入室し

てください。コース終了後、レポ

ートを提出してください。（詳細

は、別途連絡）また、条件を満た

す場合には WEB（ビデオオンデマ

ンド）補講を認めます。 

 

必修ですので、原則として全出席で

す。 

ただし、やむを得ない理由により、

事前連絡のうえ欠席する場合には、

この限りではありません。やむを得

ず欠席した場合の補完方法について

は、後日通達があります。 



 

 

2. Unit２ 実践教育 ［1 年次選択必修］ 

履修方法 受講方法 単位認定基準 

履修計画（4 月） 開始時間前に指定の教室に入室し

てください。詳細については、コ

ースワークオーガナイザーからア

ナウンスがあります。 

なお、定員が決められているコー

スワークにおいては、希望者数が

定員を超過する場合、抽選になる

ことがあります。 

出席状況および、レポート等に基づ

き評価を行います。 

 

 

3. Unit３ レクチャーシリーズ 

1）大学院特別講義および大学院特別講義（英語） 

履修方法 受講方法 ［要受講登録］ 単位認定基準 

履修計画（4 月） 講義日の 2 週間前までに受講登録

注）参照 

受講することによって成績評価の対

象となります。 

注）４月の「履修計画」時に履修登録した場合であっても、正確な受講者数を担当教員に連絡

するため、原則として講義日の 2 週間前までに、必ず以下［受講方法の詳細］の①または

②の方法で受講登録（本登録）をしてください。 

履修計画表（4 月）に記載しなかった授業でも、講義日の 2 週間前までに受講登録（本登

録）を行い、授業を受講すれば成績評価の対象となりますので、積極的に出席してくださ

い。 

［受講方法の詳細］ 

①履修管理システム上で受講登録（本登録）する場合 

・履修管理システム http://lms.juntendo.ac.jp/ にアクセス 

・ログイン（学籍番号 と パスワード が必要です。） 

・メニューから「授業日程表（受講登録）」を選択 

・希望の授業を探し、「本登録」をクリック 

・本登録の□欄にレ（チェック）がつけば登録完了です。 

  （参考） 

 

②教務課（大学院担当）へ受講の申し出をする場合 

電話番号：（学外から）03-5802-1020／（学内から）内線 3223、3555 

メールアドレス：LMS@juntendo.ac.jp 

メール件名： 大学院特別講義受講登録（学籍番号・氏名） 

メール本文： 

次の大学院特別講義の受講登録を希望します。 

・講   義   日： 平成**年**月**日 

・講義タイトル： **************** 

・受   講   者： 学籍番号・氏名 

 



 

［年間の受講回数（必修）］ 

大学院特別講義は、1 年次～3 年次の年度毎に計 5 回の出席が必修となっています。ま

た、そのうち２回は「大学院特別講義（英語）」の中からの受講が必修です（Current Topics

は大学院特別講義の出席としてカウントできません）。 

科目名 要出席回数 

大学院特別講義 ３回 計５回 

必 修 大学院特別講義（英語） ２回 

 

2）E-Learning（e-mail による通信添削） 

履修方法 受講方法 単位認定基準 

履修計画（4 月） 

 

 

 

主にＥメールを利用した通信添削

による授業です。メールでのレポ

ート提出が必要となります。履修

を希望した場合は、選択した授業

の担当教員と必ず連絡をとってく

ださい。 

受講することによって成績評価の対

象となります。 

 

受講後の手続き方法 

①成績評価表 

②レポート 

を期限内に授業担当教員へ提出し評

価を受ける。 

 

3）Current Topics 

履修方法 受講方法 単位認定基準 

履修計画（4 月） 

の登録は不要 

 

履修管理システムから出席票を各

自で印刷し、開始時間前に指定の

教室に入室してください。 

下記［受講方法の詳細］を確認し

てください。 

受講した際には、出席票に授業担当

教員、もしくは教室の指導教員から

出席確認印をもらってください。 

［受講方法の詳細］ 

・各講座・研究室等において、国内外から研究者を招聘した際に開催される研究会等が対

象となります。開催情報（ポスター等）は大学院ホームページ、履修管理システムのほ

か、学内掲示板などに掲載されます。ポスター等に記載されている申込先に直接申し込

んでください。 

・ポスター等に貼付されているオレンジ色の「大学院単位認定」のシールが目印です。 

（例） 

 

 

 

（注意事項）Current Topics の出席を、必修講義である大学院特別講義の出席に振り替える

ことはできません。 



 

4）英語集中プログラム① 

履修方法 受講方法[条件] 単位認定基準 

履修計画（4 月） 定員なし、全講義に出席できる者

が望ましい。 

受講することによって成績評価の対

象となります。 

 

5）英語集中プログラム② 

履修方法 受講方法[条件] 単位認定基準 

履修計画（4 月） 約 30 名定員制、全講義に出席でき

る者が望ましい。 

受講することによって成績評価の対

象となります。 

 

6）日本語集中プログラム①     ［留学生 N5 未取得者必修］ 

履修方法 受講方法[摘要] 単位認定基準 

履修計画（4 月） JLPT（日本語能力試験）N5 未取得

の留学生は必修 

6 割以上出席し JLPT N5 に合格する

ことによって成績評価の対象となり

ます。 

 

7）日本語集中プログラム②     ［留学生 N4 未取得者必修］ 

履修方法 受講方法[摘要] 単位認定基準 

履修計画（4 月） JLPT（日本語能力試験）N4 未取得

の留学生は必修 

6 割以上出席し JLPT N4 に合格する

ことによって成績評価の対象となり

ます。 

 

8）日本語集中プログラム③     ［留学生 N4 取得者で N3 未取得者必修］ 

履修方法 受講方法[摘要] 単位認定基準 

履修計画（4 月） JLPT（日本語能力試験）N4 取得者

で N3 未取得の留学生は必修 

6 割以上出席し JLPT N3 に合格、

または期末試験に合格することによ

って成績評価の対象となります。 

 

9）日本語集中プログラム④    ［留学生 N3 以上取得者必修］ 

履修方法 受講方法[摘要] 単位認定基準 

履修計画（4 月） JLPT（日本語能力試験）N3 以上を

取得している留学生は必修 

6 割以上出席し教員評価におけ

る総合評価を受けることによっ

て成績評価の対象となります。 

 

10）日本語講座①（中級）     ［留学生 N2・N3 取得者必修］ 

履修方法 受講方法[摘要] 単位認定基準 

履修計画（4 月） 約 10 名定員制 受講することによって成績評価の対

象となります。 

 

11）日本語講座②（上級） ［留学生 N1 取得者必修］ 

履修方法 受講方法[摘要] 単位認定基準 

履修計画（4 月） 約 15 名定員制 受講することによって成績評価の対

象となります。 

 



 

12）日本語講座③（研究科長日本語特別講義）  ［留学生必修］ 

履修方法 受講方法[摘要] 単位認定基準 

履修計画（4 月） 各年次において全 6 回開講される

講義から 4 回の受講が必修 

受講することによって成績評価の対

象となります。（4 回の受講が必修）

 

回数 担当教員 講義内容 必修受講数 

1 医学研究科長 

基礎医学または臨床医
学に関する講義 

5 回中 
3 回必修 

2 

研究科長が指名する医学研究科の
教授 4 名 

3 

4 

5 

6 医学部一般教育が指名する教員 日本文化を含む講義 必修 

 

13）抗菌薬使用に関するベーシックレクチャーシリーズ 

履修方法 受講方法 単位認定基準 

履修計画（4 月） 定員なし、全講義に出席できる方

が望ましい。 

受講することによって成績評価の対

象となります。 

 

14）医療経営学入門 

履修方法 受講方法[条件] 単位認定基準 

履修計画（4 月） 定員なし、全講義に出席できる者

が望ましい。 

受講することによって成績評価の対

象となります。 

 

15）次世代先導的がん研究者養成コース 連携大学 ICT 特別講義および次世代先導的がん専門医

療人養成コース（インテンシブ・コース） 

履修方法 受講方法 ［要受講登録］ 単位認定基準 

履修計画（4 月） 講義日の 2 週間前までに、大学院

特別講義[3. 1)]と同様の方法で

受講登録 ※P.27～28 参照 

受講することによって成績評価の対

象となります。 

 



 

4.Unit４ 専門コース ［1～4 年次必修］ 

1）各研究分野での専門コース 

履修方法 受講方法 単位認定基準 

履修計画（4 月） 指導教授をはじめとする担当教員

のもとで学修をしていきます。所

属する研究分野の担当教員の指示

に従って、履修してください。 

評価は年度ごとに授業担当教員が行

います。授業への出席状況、専門知

識等の理解度、思考度、独創性、目

標の達成度、専門知識の理解度など

の観点から、学年到達目標における

到達度に照らし、客観的・総合的に

成績評価がなされます。 

 

［授業形態の区分］ 

授業形態 授業内容の代表例 

講義（特講） 専門分野の講義、各種講習会参加、講演会（学外・学内）参加 等 

演習 
研究集会参加、学会参加、各種ケースカンファレンス、CPC、各種セ

ミナー、症例検討会、抄読会 等 

実験実習 

各種検査、各種手術、ＩＣＵ患者管理、外来、教授回診、その他の回

診、各種実習、データ解析、関連病院での活動、学部学生指導、各種

実験、フィールドワーク 等 

 

［履修評価方法の詳細］ 

  毎年度 12 月頃に教務課（大学院担当）から各大学院生宛に連絡します。 

大学院生が各自で履修管理システムを利用して①②の履修評価資料を作成し、指導教員

（所属講座・研究室）に提出してください。 

③は大学院生個人の学術・研究成果を蓄積するものです。当該年度の研究成果をシステ

ムから登録してください（紙媒体提出不要、登録のみ）。 

 作成・提出する資料 システムのメニュー項目 

① Unit4 履修評価表 Unit4,5 履修評価  → 履修評価 

② 到達目標自己評価表 Unit4,5 履修評価  → 到達目標評価 

③ 研究進捗状況報告 ポートフォリオ   → ポートフォリオ 

（※履修管理システム上でマニュアルをダウンロードできます。） 



 

5. Unit５ 専門研究  ［1～4 年次必修］ 

1）各研究分野での専門研究 

履修方法 受講方法 単位認定基準 

履修計画（4 月） 指導教授と相談のうえ、論文作成

指導を受けてください。 

なお、3 年次ではポスターセッシ

ョンでの発表も加わります。 

授業担当教員が評価を行う。 

 

（※評価方法は Unit４専門コースに

準じる。） 

 

2）研究進捗状況の報告・評価 

①研究計画書・研究指導計画書（1 年次 必須） 

②研究進捗状況報告書（2 年次 必須） 

様式名 案内方法 提出方法等 

研究計画書・研究指導計画書 
5 月頃に教務課から対

象者に案内 

様式に記載し、指導教授の署名・捺

印のうえ、期限までに提出する。 

研究進捗状況報告書 
1 月頃に教務課から対

象者に案内 

様式に記載し、指導教授の署名・捺

印のうえ、期限までに提出する。 

 

3）ポスターセッション（3 年次必修） 

履修方法 受講方法 単位認定基準 

履修計画（4 月） 11 月頃に教務課から対象者に参

加要領等の資料を配布 

評価委員からの評価を受ける（質疑

応答形式） 

【必修：4 年次への進級要件】 



 

 

CITI Japan ON スクリーン講座の受講 

 

本学大学院医学研究科は、CITI Japan On スクリーン ｅラーニング講座に機関登

録をしています。文部科学省の公正な研究活動の推進に向けた「研究活動の不正行為

への対応のガイドライン」においては、研究倫理教育が必須とされる予定であること

から、平成 27 年度より大学院生もこのｅラーニング講座の受講が必須となりました。 

---------------------------------------------------- 

CITI Japan  On スクリーン ｅラーニング講座 

https://edu.aprin.or.jp/ 

---------------------------------------------------- 

【平成 30 年度設定コース及び単元】（ 単 元 名 等 が 変 更 と な る 場 合 が あ り ま す 。）  

1．大学院低学年コース（博士課程 2 年次までに必須） 

  ※低学年コースの受講は 3 年次への進級要件です。 

（1）責任ある研究行為について 

（2）研究における不正行為 

（3）データの扱い 

（4）共同研究のルール 

2．大学院高学年コース（博士課程修了時までに必須） 

  ※高学年コースの受講は博士課程修了要件です。 

（1）利益相反 

（2）オーサーシップ 

（3）盗用 

（4）公的研究資金の取り扱い 

 ※ 4 年次の大学院生においては、本講座を受講必須としてからの移行期間のため、

大学院低学年コースのみを必須とします。 

3．その他、オプション単元もありますが、任意での受講となります。 

【受講の流れ】 

1．  CITI Japan のホームページを開き、各自履修管理システム上に表示されている

「ユーザ名」及び「パスワード」を入力し、ログイン。 

2．コース毎に設定された単元を受講。 

3．コース毎に設定された単元を全て修了すると修了証が発行されるので、履修管理

システムのポートフォリオにて登録をし、完了。 

【受講にあたっての留意点】 

1．履修管理システムのポートフォリオへの登録をもって受講完了とします。 

2．単元ごとの修了証は発行されません。 

3．本講座を受講修了しても、単位付与はありません。 

4．大学院高学年コースについて、学年に関係なく、前倒しにて受講しても構いませ

ん。研究開始時点で指導教員にご相談の上、必要な単元（必須、オプション問わ

ず）については受講してください。 

5．ログイン後、パスワードの変更ができますが、自己管理となります。 

 受講にあたり、不明な点は教務課（大学院担当）へお問い合わせください。 



 

 

大学院生の学外施設における学修手続き 

 

1．大学院生が本学以外の研究施設を利用して学修を継続することができます。 

 

2．当該学修を単位として申請する場合には、指導教授からの「学外施設学修申請書」及び「学

修計画書」の提出が必要となりますので、指導教授にご相談ください。申請書が提出された

場合には、医学研究科委員会で単位認定が審議されます。 

 

3．学外施設は国内外の研究施設・病院などが対象となります。 

 

4．学修期間は半年から 1 年以内としますが、研究の必要性により更新も可能です（年度ごとの

更新です）。 

 

 

実習先（常勤先）の変更 

 

1．実習先（常勤先）の変更がある場合（実習先（常勤先）の有無の変更を含む）は、速やかに

教務課（大学院担当）に「医学研究科（博士課程）大学院生異動届」を提出してください。 

 

2．大学院生の異動状況については、診療業務手当※に関する処遇適否の根拠として使用します。 

  ※医師免許を有し、本学附属病院において診療業務に携わる大学院生に対して、月額 10 万円

の手当てが支給されます（雇用保険・労災保険適用、別途宿日手当あり）。なお、初期臨床研

修中の大学院生は、当制度ではなく、初期臨床研修医として別途処遇します。 

 

3．本学附属病院以外の学外施設に異動する場合（国内留学・国外留学等を含む）は、別途「学

外施設学修申請書」及び「学修計画書」を提出してください。 

 

4．レジデント等のため、診療科をローテーションする場合等、同一施設内での異動については、

異動届の提出は不要です。 

 

5．様式は履修管理システム上でダウンロードできます。 

 



 

 

連携大学院・交流協力校等における授業 

1．連携大学院授業科目は、本学大学院と学生交流に関する協定を締結した他の大学院等の授業

科目を相互に履修する単位互換制度によるものです。 

 

2．連携大学院・交流協力校一覧 

（1） 連携大学院 

 

機関名 

［博士課程コース名］ 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 

［ 先端がん臨床研究コース ］ 

国立研究開発法人国立国際医療研究センター  

［ 高度専門医療研究コース ］ 

独立行政法人 国立病院機構 相模原病院  

［ アレルギー・臨床免疫研究コース ］ 

国立研究開発法人 理化学研究所  

［ 臨床オミックス研究コース ］ 

（2） がんプロフェッショナ

ル養成基盤推進プラン 

による連携大学 

島根大学、鳥取大学、岩手医科大学、東京理科大学 

明治薬科大学、立教大学 

［ 次世代先導的がん研究者養成コース ］ 

（3） 「首都大学院コンソー

シアム」学術交流に関す

る協定校 

共立女子大学大学院、順天堂大学大学院、専修大学大学院、 

玉川大学大学院、中央大学大学院、東京電機大学大学院、 

東京理科大学大学院、東洋大学大学院、日本大学大学院、 

法政大学大学院、明治大学大学院 

 

3．申請方法：指導教授と相談のうえ、教務課（大学院担当）に申し出てください。「推薦書」な

どが必要になります。（別途実習費等がかかる場合があります。希望する大学等により履修手

続等が異なります。） 

 

4．上記連携大学院協力校以外の国公私立大学大学院での授業を希望する場合には、指導教授に

ご相談ください。 

 

5．連携大学院・交流協力校で修得した単位は、本学大学院研究科の定めにより、修了に必要な

単位として認定されます。 

 

6．連携協定，交流協定のない施設等において研究指導を受ける場合には、実習費の支払いが生

じる場合があります。原則として学生負担となります。 



 

 

国外協力協定校での学修 

 

1．国外の協力協定校への留学も可能です。 

 

2．協力協定校一覧（平成 30 年 2 月 1 日現在）   

中国 1.華中科技大学 

2.中国医科大学 

3.四川大学 

4.北京大学 

8.香港大学 

9.蘭州大学 

10.復旦大学 

11.寧夏医科大学 

 5.北京体育大学* 12.大連理工大学 

 6.天津医科大学 13.中日友好医院 

 7.ハルピン医科大学 14.北京大学人民医院 

タイ 1.チュラロンコン大学 

2.メーファーラン大学 

3.スラナリー工科大学 

5.チェンマイ大学 

6.タマサート大学**  

7.カセサート大学* 

 4.マヒドン大学  

アメリカ 1.ハワイ大学 4.ニューメキシコ大学* 

 2.スタンフォード大学 5.ブリガム＆ウィメンズ病院 

 3.MD アンダーソンがんセンター 6.ミネソタ大学 

インドネシア 1.インドネシア大学 

2.パジャジャラン大学 

3.ガジャ・マダ大学 

4.アイルランガ大学 

韓国 1.韓国体育大学* 3.蔚山科学技術大学校  

 2.漢陽大学* 4.仁済大学 

台湾 1.高雄医学大学 

2.台北医学大学 

3.国立台湾大学医学院 

スペイン 1.サラマンカ大学 2.マドリードカルロス三世大学 

イギリス 1.ロンドン大学聖バーツ病院 2.デモントフォート大学** 

マレーシア 1.マラヤ大学  

ハンガリー 1.ゼメルバイス大学*  

ドイツ 1.シャリテ医科大学  

バーレーン 1.アラビアンガルフ大学  

ベルギー 1.ブリュッセル自由大学*  

トルコ 1.アジュバーデム大学  

ブラジル 1.ペルナンブコ連邦大学*  

ロシア 1.カザン連邦大学  

カナダ 1.ブリティッシュコロンビア大学  

フィンランド 1.ユヴァスキュラ応用科学大学  

オーストラリア 1.西シドニー大学  

ニュージーランド 1.オタゴ大学  

イラン 1.テヘラン医科大学  

フランス 1.ストラスブール大学  

   無印…本郷・お茶の水キャンパス   *…さくらキャンパス  **…浦安キャンパス 

      合計 56 校 



 

 

医療・医学研究倫理 

 

順天堂大学大学院医学研究科で行われるヒトを直接対象とした医学の研究及

び医療行為が次に掲げる宣言及び指針の趣旨に沿って倫理的配慮のもとに行わ

れるよう、医学研究科においては、倫理審査及び生命倫理審査を行っています。 
 

1.順天堂大学大学院医学研究科・研究ガイドライン （別冊で配布） 

ガイドラインの目的（抜粋） 

本ガイドラインは、順天堂大学大学院医学研究科で研究を行う研究者が、研究を計画・

実行し、報告・公表する際に留意すべきことをまとめたものである。これらは、順天堂

大学が世界に発信する研究成果・エビデンスの質の向上に関わり、外部からの信頼を高

める一方、研究成果に関わる知的財産を確保することにつながる。 

2.医学研究に関する指針一覧 

1) ヘルシンキ宣言 

2) 医の倫理マニュアル（世界医師会） 

3) 人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 

4) ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針  

5) 遺伝子治療等臨床研究に関する指針 

6) 手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方 

7) 厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針 

8) 異種移植の実施に伴う公衆衛生上の感染症問題に関する指針 

9) ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針 

10) 疫学研究に関する倫理指針 

11) 臨床研究に関する倫理指針 

12) ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針   など 

 

※これらの指針は以下のＵＲＬからダウンロードできます。 

（日本医師会のホームページ） 

http://www.med.or.jp/wma/helsinki.html 
http://www.med.or.jp/doctor/ 

（厚生労働省ホームページ） 

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/i-kenkyu/index.html 
（文部科学省 ライフサイエンスの広場） 

http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/index.html 
 

※ご自身の研究が「どの指針に該当するか」を確認したい方は、以下の URL に掲載されてい
るフローチャートをご参照ください。 

「研究倫理指針・申請書ナビ」 （CITI Japan） 

 http://edu.citiprogram.jp/japan/GuidelineNavigation.pdf 



 

 

学内で実施される遺伝子組換え実験、動物実験、病原体および向精神薬を使

用する実験等については、学内の承認を得たのち学内規程および関係法令を遵

守し実験を行ってください。 

上記研究は、法令による制限があります。自身の判断で研究を開始すること

なく、不明な点はお問い合わせください。 

問合せ先：研究戦略推進センター 

内 線：3184・ 3118・ 3225（センチュリータワー北棟 15 階） 

メール：kenkyusuisin@juntendo.ac.jp 

 

 

休学・復学・退学・転科 

 

次に該当する場合は、それぞれの事項にしたがって、すみやかに教務課（大学院担当）に所

定の用紙を提出してください。 

 

1．休学 

(1) 病気、その他の理由で学習することができない場合は、休学することができます。指導

教授を経て医学研究科長に願い出をしてください。なお、病気の場合は本学の教員が発

行した診断書を添付してください。無断で長期欠席すると、除籍となりますから注意し

てください。 

(2) 年度の中途からの休学は、許可された日から当該年度末（3 月 31 日）までの期間です。

1 年間ではありませんので注意してください。 

(3) 休学期間は、更に 1 年以内に限って、期間延長の願い出をすることができます。 

(4) 休学期間は、在学年数に算入されません。 

(5) 休学すると当該年度の履修科目は、無効となります。 

(6) 休学とするには、当該年度の学費の全額が完納されていることが必要です。 

(7) 休学期間中も正規の学費がかかります。 

 

2．復学 

(1) 復学願は、復学を予定する期日の 1 ヶ月前までに提出しなければなりません。 

(2) 病気休学した場合は、通学に支障がない旨の診断書を添付してください。 

 

3．退学 

(1) 病気、その他の理由で学業継続が困難となった場合は、退学届を提出してください。退

学届が提出されず時期が経過すると、一定の期間をもって除籍となります。 

(2) 休学期間中に退学する場合は、受理日をもって処理します。 

 

4．転科 

入学後に専門を変更する場合には、医学研究科委員会の承認が必要となりますので、教務課

（大学院担当）に相談してください。 

 

（各様式は履修管理システム上でダウンロードできます。） 



 

 

研究施設における安全衛生管理 

 

1．安全衛生管理に関する本学の指針 

 

（1）大学院生と学部学生は、報酬を得ていないため労働基準法が定める労働安全衛生法の対

象外ですが、院生等に対する安全衛生管理対策については、本学としても重要な課題と

考え、学校教育法や学校保健法の規定を踏まえつつ、安全衛生に係る十分な指導や管理

を積極的に行っています。 

（2）本学の安全衛生管理対策の基本的な考え方として、実験には一定のリスクが存在すると

の認識しております。これを限りなく減らすために継続的な改善等を加え、より安全な

教育研究環境づくりを行っております。また研究環境を良好なものにすることにより、

利用者や従事者等の疲労やストレスを軽減し健康を確保することが、ヒューマンエラー

による事故防止等を図ることができるものと考えております。このために多くの講習会

等を開催しておりますので、出席し安全衛生について十分な理解を修得してください。 

 

2．バイオセーフティに関する講習会 

 

（1）アイソトープ実験室利用者講習会 

①更新・再登録 

申請書提出 平成 30 年 4 月 5 日（木）締切  

講習会（第 1 回） 平成 30 年 4 月 17 日（火）16:00～17:00 

10 号館 1 階 105 カンファレンスルーム 希望日 

を選択 講習会（第 2 回） 平成 30 年 4 月 20 日（金）16:00～17:00 

10 号館 1 階 105 カンファレンスルーム 

②新規登録 

申請書提出 平成 30 年 4 月 12 日（木）締切 
新規登録者

法定講習 
講習会 平成 30 年 5 月 10 日（木）13:00～18:20（※） 

10 号館 1 階 105 カンファレンスルーム 

（※）上記時間以外に別途管理区域立ち入りまで 1 時間以上の講習が課せられます。な

お、他事業所で放射線業務従事履歴を有する方は、その事業所の発行する証明書（教育

訓練、健康診断、被ばく、取扱歴）を提出することで、講習の一部が法律の規定により

免除されます。（Unit1 Basic Course の「RI、放射線の基礎知識」または大学院修士課

程医科学研究方法論 ラジオアイソトープ実験方法論を受講した方は、法定講習 6 時間

の内、1 時間分が免除され、14 時からの講習になります。） 

 

（2）組換えＤＮＡ（動物実験）講習会 

（3）危機管理等に関する講習会（事故/インシデント・レポート） 

（4）倫理審査申請講習会 

（5）知財・成体物に関する講習会 

（6）病原体等安全管理に関する講習会 

 

 

 



 

3．健康管理 

（1）本学では、定期健康診断を毎年、5 月と 11 月の 2 回実施しています。受診することが義

務ですので、当該健康診断開催期間中に受診することをあらかじめ計画してください。 

（2）健康管理室では、健康面の相談等を受け付けています。また学内で体調不良となった場

合にも、ご利用ください。 

・受付時間： 平日 9：00～17：00、土曜日 13：00 まで（第二土曜日、日祭日を除く） 

・受付場所： 健康管理室 センチュリータワー北棟 14 階（内線 3108） 

 

災害補償（学生教育研究災害傷害保険等） 

1．本学は、教育研究活動中の不慮の災害事故補償のために「学生教育研究災害傷害保険」の賛

助会員となり、本学学生は全員が加入しています。(大学負担) 

 

2．この保険の対象となる事故が発生した場合、直ちに教務課（大学院担当）に報告してくださ

い。事故発生から 30 日以内に報告がない場合、保険金が支払われない場合があるのですみや

かに届け出るようにしてください。 

 

3．保険の概要について 

（1）正課中 

①講義、実験・実習、演習または実技による授業（以下総称して「授業」といいます。）

を受けている間をいい、次に掲げている間を含みます。 

②指導教員の指示に基づき、卒業論文研究または学位論文研究に従事している間。ただし、

もっぱら被保険者の私的生活にかかる場所においてこれらに従事している間を除きま

す。 

③指導教員の指示に基づき授業の準備もしくは後始末を行っている間または、授業を行う

場所、大学の図書館、資料室もしくは語学学習施設において研究活動を行っている間。 

（2）学校行事中 

大学の主催する入学式、オリエンテーション、卒業式など教育活動の一環としての各種

学校行事に参加している間。 

（3）（1）（2）以外で学校施設にいる間大学が教育活動のために所有、使用または管理してい

る施設内にいる間。ただし、寄宿舎にいる間、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間

または大学が禁じた行為を行っている間を除きます。 

（4）学校施設外で大学に届け出た課外活動を行っている間 

大学の規則に則した所定の手続により、大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化

活動または体育活動を行っている間。ただし、山岳登肇やハンググライダーなど危険な

スポーツを行っている間を除きます。 

（5）保険金が支払われない場合 

故意、闘争行為、犯罪行為、疾病、地震、噴火、津波、戦争、暴動、放射線・放射能

による傷害、無資格運転、酒酔い運転、施設外の課外活動で危険なスポーツを行ってい

る間など。 
 

 



 

大学院生を対象とした研究助成 

 

1．学長特別共同プロジェクト研究 

（1）目  的 

① 学部・研究科をまたぐプロジェクトチームによる研究を支援することにより、5 学部・3

研究科の連携を推進する。 

② 若手研究者及び女性研究者が主導する研究を積極的に支援する。 

（2）申請資格： 

研究代表者となれるのは本学に所属する専任教員・ＰＤ・学振ＰＤ・大学院生（博士課程）・

特任教員。教授職（及び教授職相当）、非常勤教員、大学院生（修士課程）は研究代表者と

して申請はできない。ただし女性研究者は教授職の身分であっても研究代表者として申請可。 

（3）公募時期：5 月下旬頃。採択は、審査委員会において書類選考を行い、学長が決定します。 

（4）採択件数の総額：1,200 万円。1 件につき 2,000 千円以内。 

（5）採択通知： 9 月以降、学長から研究代表者に通知。 

（6）報告書の作成：採択者は所定の様式を以て報告書を作成のうえ、別途定める期日 

（翌年 3 月頃）までに提出する。 

 

2．共同プロジェクト研究 

（1）目   的 

本学の若手研究者が主導して実施する共同研究プロジェクトのうち以下の点に着目し支援する。 

 ①講座・学部の枠を超えた共同研究・研修室研究であるか。 

 ②大学院生の研究活動のキックオフとなるか。 

 ③競争的資金等の獲得につながる優れた着想があるか。 

（2）申請資格 

【大学院生枠】 

・本学の医学研究科（博士課程）に在籍する者。 

・日本学術振興会特別研究員（DC）に採択されていない者。 

【教員枠】 

・職員名簿上「現職」として本学の医学部または医学研究科に在籍する専任教員（教授職は除く） 

および PD（学振 PD は含まない） 

・平成 31 年 4 月 1 日現在で博士の学位取得後 8 年未満。複数の博士の学位を有している場合は、 

初に取得した学位の取得年月日から起算する。 

・平成 30 年度に研究代表者として科研費を保有していない者。 

・当プロジェクト研究費に採択された場合、平成 31 年度科研費（平成 30 年 9 月公募予定）に本

学から申請することを確約できる者。 

（3）公募時期：12 月上旬頃。採択は、審査委員会において書類選考を行い、医学研究科長が 

決定します。 

（4）採択件数の総額予定：2,000 万円。1 課題につき 600 千円以内。 

（5）採択通知：毎年 6 月下旬以降、研究代表者に通知する。採択の場合は、所定の用紙を 

もって研究報告書を作成の上、翌年 3 月中旬までに提出。 

問合せ先：研究戦略推進センター 

内 線：3184・ 3118・ 3225（センチュリータワー北棟 15 階） 

メール：kaken@juntendo.ac.jp 

 

 



 

 

日本学生支援機構奨学金制度 

 採用基準があるため、希望者は学生課へ照会のこと。 

1．種類と貸与月額： 

第一種奨学金（無利子）修士課程：50,000 円・88,000 円 

博士課程：80,000 円・122,000 円 

第二種奨学金（利子付）修士課程・博士課程共通 

50,000 円・80,000 円・100,000 円・130,000 円・150,000 円のうち希望する額 

入学時特別増額貸与奨学金（一時金）100,000 円・200,000 円・300,000 円・400,000

円・500,000 円 

2．問合せ先：学生部 本郷学生課（内線 3222） 

センチュリータワー南 13 階 本郷・お茶の水キャンパス事務室内 

 

その他財団等からの奨学金 

1．外国人留学生を対象としたもの、日本人学生を対象にしたもの等、応募資格は多岐にわたり

ます。募集の多くは 6～11 月ごろにかけて行われます。 

2．学内掲示板や学内ニュースなどの情報を注意して見てください。 

 

大学院研究施設内での雇用（ＲＡ制度） 

1．RA とは、Research Assistant の略です。研究科で行う研究プロジェクト等に、大学院生を研

究補助者として参画させ、研究活動の効果的な推進と学生の研究遂行能力の育成を図ること

を目的としています。 

2．その都度、募集がありますので、学内掲示板や学内ニュースなどの情報媒体に注意してくだ

さい。 

 

学費の納入 

1．学費の納入方法に使用する学費振込用紙は、毎年 4 月(予定)に財務部経理課から「学費納入

についてのお願い」と共に送付されます。学費の納入は、必ず所定の用紙を使って金融機関

送金窓口で振り込んでください。なお、一度納入した学費は返還いたしません。 

2．学費は大学から指定された期限までに納入しなければなりません。 

3．学費を期限までに納入しない場合は、除籍の対象となる場合もありますので充分に注意して

ください。 

①入学金 200,000 円 

②授業料 400,000 円（年額） 

③実験実習費 150,000 円（年額） 

初年度納付金額（①②③） 750,000 円 

2 年次以降の各年度（②③） 550,000 円 



 

 

外国人留学生の受入れ 

 

1.在外外国人を対象とした入学試験（外国在住外国人入試）も随時実施し、積極的に受入を行っ

ています。 

受  付 

（お問い合せ） 

国際交流センター 

内線：3228（センチュリータワー北棟 5 階） 

メール：juic@juntendo.ac.jp 

2.留学生寮：ドーミトリー千駄木寮（113-0022 東京都文京区千駄木 2-15-6） 

入寮申込み 

（お問い合せ） 

人事部給与厚生課 

内線：3122（センチュリータワー南棟 15 階） 

 

教務課（大学院担当）の窓口業務 

1．窓口受付時間等 

所    在    地 
センチュリータワー南棟１３階  ＜2018.3 現在＞ 

※エレベータ「Ｂ」をご利用ください。 

窓 口 受 付 時 間 

平日 9：00～17：10 ／ 土曜日 9：00～13：00 

※夜間講義対応として、講義のある平日の 17：10～20：00 頃まで

は職員 1～2 名が常駐しています。 

※第二土曜日、日祭日を除く 

電 話 番 号 
直 通：03-5802-1020   ／   内線：3223、3555 

ＦＡＸ：03-3813-3622 

メールアドレス LMS@juntendo.ac.jp 

履 修 管 理 

シ ス テ ム 
http://lms.juntendo.ac.jp 

学 内 専 用 

ホ ー ム ペ ー ジ 

学内専用入口ページ 

 http://www.juntendo.ac.jp/private/index.html 

学内専用ページＴＯＰ 

 http://www2.med.juntendo.ac.jp/top/index.html 

教務課（大学院担当）ページ（各種申請書を掲載しています。） 

http://www2.med.juntendo.ac.jp/blog/intra/gakujyutsuka1/ 

 

注）学外からアクセスする場合、「順天堂メール ***@juntendo 

.ac.jp」のアカウント・パスワードが必要となります。 

2．学生への公示・告示や学習上の必要事項は、ホームページや履修管理システム上に掲示しま

すので注意して見てください。 

 

 

 



 

3．休講・補講等、授業に関する連絡 

履修管理システムの「お知らせ」、または教務課（大学院担当）からお送りするメールを

確認してください。 

4．学生証（身分証明書）の発行 
 
（1）学生証の受け取り／更新 

【新入生（1 年生）】 

・入学式で配布します。住所が入学手続時と異なっている場合は、住所変更届を提出し

てください。 

【在学生（2～4 年生）】 

・発行済の学生証の裏面シール貼り換えて、更新してください。新しいシールは、教務

課（大学院担当）で配布しています。 

（2）学生証を盗難・紛失または汚損した場合は、直ちに再発行の申請をしてください。 

5．次の書類は、入学手続き時に提出されています。当該個人情報は、本学の教育等に関すること

以外には利用しません。 

（1）住民票記載事項証明書 

（2）卒業・修了証明書（卒業・修了見込で受験した者） 

6．通学定期乗車券を購入するために本学が証明する通学区間は、大学 寄駅と本人が居住する

住所（学生証記載の現住所）との区間です。 

7．学生割引証の交付は、下記により交付します。 

（1）交付限度：一人あたり年間 8 枚までです。 

（2）有効期間：在籍期間中で、発行日から 3 カ月間 

（3）申請窓口：本郷学生課（センチュリータワー南 13 階）に学生証を提示し、指定用紙に記

入のうえ、申請してください。 

8．各種証明書の発行と手数料 

（1）在学証明書（手数料 1 通 300 円） 

（2）修了見込証明書（手数料 1 通 300 円） 

（3）成績証明書（2 年次以上）（手数料 1 通 300 円） 

（4）修了証明書（手数料 1 通 300 円） 

（5）英文証明書（手数料 1 通 1000 円 ／ 発行までに 1 週間程度の期間を要します） 

 

※留学生が各種証明書を申請する場合は、事前に指導教授の許可印を受けてください。 

9．住所、改姓、父母・保証人の氏名変更とその住所変更等の変更手続 

10．国内、国外への出張願(届) 

・海外渡航への必要手続きに関しては履修管理システム内の「各種情報」から、「【案内・様

式】海外渡航（出張・留学・個人旅行）について」のページを参照し、必ず出発前に諸手

続きをしてください。 



 

11．その他 

(1)各種申請書等の様式について 

・履修管理システムの「各種情報」メニューからダウンロードすることができます。（※研

究費の募集など、一部の書式は学内専用ホームページのみに掲載する場合があります。） 

・ダウンロードすることができない様式については、教務課（大学院担当）までご連絡くだ

さい。 

(2)メールによる情報の送信について 

・大学院生個々の単位認定に関わる連絡については、教務課（大学院担当）からメールにて

随時、情報を送信しています。重要な情報を送信していますので、必ずご自身のメールア

ドレスを教務課（大学院担当）に登録するようにしてください。また、登録したメールは

定期的に確認するようにしてください。 

教務課（大学院担当）メールアドレス: LMS@juntendo.ac.jp  
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