大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻
2025 年度（令和 7 年度）入学
博士前期課程入学試験における変更について
2022 年（令和 4 年）6 月
大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻
2024 年度（令和 6 年度）に実施する、2025 年度（令和 7 年度）入学の大学院医学系研究科保健学
専攻博士前期課程入学試験における選抜方法等を、下記のとおり変更します。これにより、分野ご
とに選抜方法が異なることとなるため、分野を越えての第 2・第 3 志望は認めないこととします。
記
分 野

統合保健
看護科学

2024 年度入学の入学試験まで

2025 年度入学の入学試験

入学者の選抜は、学力検査及び面接の結

入学者の選抜は、学力検査、英語外部検定試験

果、並びに成績証明書等の内容を総合して

の成績、面接の結果、並びに成績証明書等の内

行います。

容を総合して行います。

１）学力検査「外国語（英語）
・専門科目」 １）学力検査「専門科目（日本語で出題する）」
※辞書 1 冊の持ち込み可（電子辞書は不可）

２）面接

※辞書の持ち込み不可

２）英語外部検定試験成績
※詳細は 2 頁の統合保健看護科学分野を参照

３）面接

医療画像
技術科学

入学者の選抜は、学力検査及び面接の結

入学者の選抜は、学力検査、英語外部検定試験

果、並びに成績証明書等の内容を総合して

の成績、面接の結果、並びに成績証明書等の内

行います。

容を総合して行います。

１）学力検査「外国語（英語）
・専門科目」 １）学力検査「専門科目（日本語で出題する）」
※辞書 1 冊の持ち込み可（電子辞書は不可）

２）面接

※辞書の持ち込み不可

２）英語外部検定試験成績
※詳細は 2～3 頁の医療画像技術科学分野を参照

３）面接
入学者の選抜は、学力検査及び面接の結

入学者の選抜は、学力検査及び面接の結果、並

果、並びに成績証明書等の内容を総合して

びに成績証明書等の内容を総合して行いま

行います。

す。

医療検査
技術科学

１）学力検査「外国語（英語）
・専門科目」 １）学力検査「専門科目（英文を題材とする）
」
※辞書 1 冊の持ち込み可（電子辞書は不可）

２）面接

※辞書 1 冊の持ち込み可（電子辞書は不可）
※英語外部検定試験の成績の提出は不要

２）面接
※出願を希望する“分野”が分からない場合は、受け入れを希望する教員に確認をしてください。
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博士前期課程 英語外部検定試験成績提出についての詳細（予定）
分野によって、対象となる外部検定試験の種類等が異なりますので十分注意してください。

【統合保健看護科学分野】
１）統合保健看護科学分野においては、TOEFL-iBT®のスコア（成績）の原本（郵送で受験者の手元
に届くスコア／Examinee Score Record 又は Test Taker Score Report）の提出を予定しています。
※TOEFL iBT® Home Edition、TOEFL-ITP（団体特別受験制度）等は利用不可とします。
２）TOEFL-iBT ®は、Test Date Scores のみを出願スコアとし、MyBest Scores は利用しません。
３）提出できる TOEFL-iBT ®のスコアは 2022 年 7 月以降 に受験したものに限ります。
４）TOEFL-iBT ®のスコアの提出は、出願時あるいは入学試験日とします。ただし、出願時に提出し
た場合でも入学試験日の再提出を認めます。
なお、TOEFL の場合、ETS から直接志願大学等にスコアが送付される Official Score Report による
提出は認めていませんので、注意してください。

【医療画像技術科学分野】
１）医療画像技術科学分野においては、TOEFL-iBT®、IELTS(Academic Module)又は TOEIC
（Listening and Reading test）のスコア（成績）の原本（郵送で受験者の手元に届くスコア）の提出を
予定しています。
受理するスコアは次のいずれかとし、複数のスコアの提出があった場合、選抜にあたっては、最も高い
評価点のものを採用します。
■TOEFL の受験者用控えスコアレポート：Examinee Score Report 又は Test Taker Score Report
■IELTS の成績証明書：Test Report Form
■TOEIC の公式認定証：Official Score Certificate
※注）TOEFL iBT® Home Edition、TOEFL-ITP（団体特別受験制度）
、IELTS General Training Module、
IELTS Indicator、TOEIC IP、TOEIC Speaking & Writing Tests、TOEIC Speaking Test、TOEIC Bridge Test
等のスコアは利用不可とします。
２）TOEFL-iBT ®は、Test Date Scores のみを出願スコアとし、MyBest Scores は利用しません。
３）提出できる TOEFL-iBT®、IELTS(academic module)又は TOEIC（Listening and Reading test）のスコ
アは 2022 年 7 月以降 に受験したものに限ります。
４） TOEFL-iBT®、IELTS(academic module)又は TOEIC（Listening and Reading test）のスコアの提出
は、出願時あるいは入学試験日とします。ただし、出願時に提出した場合でも入学試験日の再提出を
認めます。
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なお、TOEFL の場合、ETS から直接志願大学等にスコアが送付される Official Score Report による
提出や、IELTS の場合、公益財団法人日本英語検定協会から直接志願大学等にスコアが送付される方
法による提出は認めていませんので、注意してください。
〇各スコアは手元に届くまで一定期間を要するので、出願に先立ち余裕を持って各英語力試験を受験し
ておいてください。
〇スコアの改ざん等を行った者は、入学後であっても入学を取消したり、当該課程の学位取得後であって
も学位を取消すことがあります。
〇提出された各スコアの原本は返却する予定です。
〇上記の他、詳細は確定次第研究科公式ウェブサイトで告知します。
URL: https://sahswww.med.osaka-u.ac.jp/jpn/index.html

医学系研究科保健学専攻博士前期課程 分野（予定）
（R4年6月現在）

分 野

研 究 領 域

プログラム

看護実践開発科学
生命育成看護科学
総合ヘルスプロモーション科学
統合保健看護科学研究プログラム

統合保健
看護科学

連携分野
（最新のホームページで確認してください）

保健師教育コース
ー

コ

助産師教育コース
ス
遺伝カウンセリングコース※

医療画像
技術科学

がん専門医療人材養成プログラム
高度がん看護専門看護師コース

高度がん看護専門看護師コース

ナースプラクティショナー
教育プログラム

ナースプラクティショナー
教育プログラム
医療画像技術科学

医療画像技術科学研究プログラム

連携分野
（最新のホームページで確認してください）

医療検査技術科学
医療検査技術科学研究プログラム

（最新のホームページで確認してください）
コ
ー

医療検査
技術科学

連携分野

ス

がん専門医療人材養成プログラム
ゲノム世代細胞検査高度診断コース
がん専門医療人材養成プログラム
分子ゲノムコース

遺伝カウンセリングコース※

ゲノム世代細胞検査高度診断コース
分子ゲノムコース

研究テーマ・連絡先は、大阪大学医学系研究科保健学専攻HP 研究室・部門 のページをご覧ください。
URL：https://sahswww.med.osaka-u.ac.jp/jpn/departments/
※「遺伝カウンセリングコース」の詳細はホームページでご確認ください。
URL：https://sahswww.med.osaka-u.ac.jp/jpn/guide2/iden-counseling.html
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【問い合わせ先】
大阪大学大学院医学系研究科保健学事務室教務係
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 1 番 7 号
E-mail： i-hoken-kyomu@office.osaka-u.ac.jp
お問い合わせは E メールをご利用ください。
（件名に「大学院入試について」
、本文に氏名と連絡先を明記してください。
）
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