
大学/学科 修士課程 入学時期 出願期間 試験日 合格発表 募集要項(PDF)他

1 大阪大学大学院医学
系研究科

修士課程
（第1回） 2022年度4 月入学

2021年7月12日(月)～ 
2021年7月15日(木)

2021年8月13日(金)（口頭試問） 2021年9月13日(月) 募集要項

2021年度10 月入学
2021年８月実施（６月中旬公開予

定）
６月中旬公開予定 ６月中旬公開予定 大学HP

2022年度4 月入学
2021年８月実施（６月中旬公開予

定）
６月中旬公開予定 ６月中旬公開予定 大学HP

博士前期課程
（第1期） 2021年7月26日(月)～

2021年7月28日(水)
2021年8月18日(水) 2021年8月27日(金)

博士前期課程
（第2期）

2021年10月25日(月)～
2021年10月28日(木)

2021年11月27日(土) 2021年12月17日(金)

博士前期課程
（第3期：募集しない
場合もあり）

2022年1月5日(水)～2021年1月11日(
火)

2022年1月25日(火) 2022年2月18日(金)

修士課程
（夏期日程）

2021年6月25日（金）～2021年7月
6日（火）

2021年7月17日（土）
合格内定発表：

2021年7月26日（月）

修士課程
（冬期日程）

2022年1月7日（金）～ 
2022年1月19日（水） 

2022年1月28日（金）
合格内定発表：

2022年2月3日（木） 

5 慶應義塾大学大学院
医学研究科

修士課程
2022年度4月入学

2021年7月5日(月)～2021年7月16 
日(金)

筆記：2021 年8 月26 日(木)
面接：2021 年8 月27 日(金)

2021 年9 月10 日(金) 大学HP

修士課程
（第1期）

2021年6月4日(金)～2021年6月10日(
木)

2021年6月24日(木) 2021年7月15日(木)

修士課程
（第2期）

2021年8月27日(金)～2021年9月2日(
木)

2021年9月16日(木) 2021年10月21日(木)

7

東京医科歯科大学大
学院医歯学総合研究科

修士課程・医歯学理
工保健学専攻

2022年度4月入学

2021年6月21日(月)～
2021年6月25日(金)

2021年 8月10日(火) 2021年8月31日(火) 募集要項

博士前期課程
（夏期入試）

2021年7月26日(木)～
2021年8月2日(木)

第１次試験（筆記）: 
2021年8月24日(火)
第２次試験（口述）：
2021年8月25日(水)

2021年9月3日(金) 募集要項

博士前期課程
（冬期入試）

2022年1月05日(水)～
2022年1月12日(水)

第１次試験（筆記）: 
2022年2月8日(火)
第２次試験（口述）：
2022年2月09日(水)

2022年2月21日(月) 募集要項

大学/学科 博士課程 入学時期 出願期間 試験日 合格発表 募集要項(
PDF)他博士課程

（第1回）
2021年 8月16日(月)
～2021年 8月20日(金)

専門科目及び面接　2021年10月 
7日(木)までに志望する各教室で実施

語学（英語）2021年10月 7日(木)
2021年11月15日(月) 募集要項

博士課程
（第2回）

2021年11月29日(月)
～2021年12月 2日(木)

専門科目及び面接

2022年 1月 
5日(水)までに志望する各教室で実施

語学（英語）

2021年 1月 5日(水)

2021年 2月14日(月) 募集要項

2021年度10月入学 2021年８月実施（６月中旬公開予

定）
６月中旬公開予定 ６月中旬公開予定

大学HP

2022年度4月入学 2021年８月実施（６月中旬公開予

定）
６月中旬公開予定 ６月中旬公開予定

大学HP

博士後期課程
（第1期）

 2021年10月25日（月）～

2021年10月28日（水）
 2021年11月27日（土） 2021年12月17日（金） 

博士後期課程
（第2期）

 2022年1月5日（水）

～2022年1月11日（火）
2022年1月25日（火） 2022年2月18日（金）

博士後期課程
（一般選抜）

2022年1月7日（金）～

2022年 1月28日（金）
2022年2月21日（月） 2022年3月9日（水）

博士後期課程
（社会人特別選抜） 2022年1月7日（金）～

2022年 1月28日（金）
2022年2月21日（月） 2022年3月9日（水）

5 慶應義塾大学大学院
医学研究科

博士課程 2022年度4月入学 2021年7月5日(月)～
2021年7月16 日(金)

筆記：2021 年9 月30日(木)
面接：2021 年10 月1 日(金)

2021 年10 月15 日(金)
募集要項

博士課程
第1期

2021年8月27日(金)
～2021年9月2日(木)

2021年9月16日(木) 2021年10月21日(木)

博士課程
第2期

2021年11月19日(金)～
2021年11月25日(木)

2021年12月9日(木) 2022年1月13日(木)

博士課程
（１次募集）

2021年7月26日(月)～
2021年7月30日(金)

2021年9月28 日(火) 2021年10月22日(金)

博士課程
（２次募集）

2021年11月22日(月)～
2021年11月26日(金)

2022年2月7日(月) 2022年3月4日(金)

2021年度10月入学 2021年7月26日(月)～
2021年8月2日(月)

2021年8月23日(月) 2021年9月3日(金) 募集要項

2022年度4月入学 今後公開の予定 2022年2月7日(月) 今後公開の予定 大学ページ

2022年度    連携大学院入試情報（2021年5月21日現在）
*詳細につきましては、各大学のホームページをご参照ください。

●修士課程

2

千葉大学大学院医学   薬
学府

修士課程

3 横浜市立大学生命医科学
研究科

2022年度4月入学
募集要項の入手方法に

ついて：

4

東京理科大学大学院        
                     生命科学研
究科 2022年度4月入学 大学HP

6

横浜市立大学大学院        
                     医学研究科

2022年度4月入学 募集要項

8 東京都立大学 2022年度4月入学

●博士課程

1 大阪大学大学院医学        
                     系研究科

2022年度4月入学

2

千葉大学大学院医学        
                     薬学府

博士課程

3

横浜市立大学生命医        
                     科学研究科

2022年度4月入学
募集要項の入手方法
について

4
東京理科大学大学院        
                     生命科学研
究科

2022年度4月入学 募集要項

2022年度4月入学 募集要項

7

東京医科歯科大学大        
                     学院医歯学
総合研究科

2022年度4月入学 募集要項

8 東京都立大学 博士後期課程

6

横浜市立大学大学院        
                     医学研究科
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