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医学部は 年 月に設立された大阪市立医学専門学校から始まり、大阪市立医科大学を経て、大阪市立大学 医学部となり、

現在大阪市にある唯一の大学医学部です。最近の医学医療のめざましい進歩に対応するために、阿倍野キャンパスの整備・充実が行われ、

年の新学舎の完成とともに、医学部の専門教育に対する施設、設備が一新されました。

基礎医学部門に関連した実習設備、臨床実習前に模擬的に医療体験、実習を行うスキルスシミュレーションセンター

などは、全国でトップレベルに達しています。



ディプロマ・ポリシー
（学位の授与基準）


医学部学舎玄関前には三女神像が並んでいます。この女神像は「智・仁・勇」の三つの

基本理念を示しています。すなわち、本を抱く「智」の女神のように医学に対する旺盛な

向学心を持ち、薬壷を持つ「仁」の女神のように人への尊厳を有し、月桂樹を手にする「勇」の女神のように医療を実践するため

の決断の勇気を持つ医療人を育成することが、本学の使命です。この「智・仁・勇」を有する医療人を育成するという使命を

果たすために、大阪市立大学医学部卒業時に獲得すべき実践的能力を、以下の通りコンピテンスとして定めました。このコンピテ

ンスを修得するものに、学士の学位が授与されます。



カリキュラム・ポリシー
教育課程編成・実施の方針


ディプロマ・ポリシーで定めたコンピテンスを獲得するために、医学部医学科では全学共通教育・基礎医学教育（主に ～ 年生）、社会医学

教育ならびに臨床医学教育（主に ～ 年生）を行っています。 将来、「智、仁、勇」を備えた医師になることを自覚させるために、入学後早期か
ら、医療現場に触れさせる機会を創出しています（早期臨床実習）。
４～ 年生には （ ）を実施し、学生が医療チームの一員として実際の診療に参加し、より実践的な臨床能力を身に

付け、科学的思考に基づいた判断力・問題解決能力を備えた医師を育成する事を目的としています。

（全学共通教育）
全学共通教育は将来、社会人として役立つ素養を身につける（プロフェッショナリズム【智、仁、勇】）とともに、専門教育に対応できる下地を

学ぶものと位置付けています。
（基礎医学教育）
基礎医学では、まず人体の構造と機能のしくみを分子レベルから個体レベルまで総合的に学びます。次に病気の概念、本態やその機序を

系統的に学習します 医学および関連領域の知識【智】 。また、細菌、ウイルス、医動物などの病原性、その感染機序、ならびに生体の免疫機構を
学び、さらに薬物療法の基礎を学びます（医学および関連領域の知識【智】）。
（社会医学教育）
社会医学では、健康事象の地域的・経年的分布、生活環境要因の健康への影響、地域・国・世界の保健システムとその役割（グローバル

シンキング【智、仁】）、および法的問題と関わる心身の変化、反応、病的現象や障害などを学習します（医学および関連領域の知識【智】）。
さらに将来、医師として必要な幅広い知識と教養を身につけます（プロフェッショナリズム【智、仁、勇】）。
修業実習は 年生の終わりの 週間、基礎・社会医学系教室や研究室に学生を配属して実施され、教員の指導のもとに、特定のテーマにつ

いて学生が自ら研究します（科学的探究心【智】）。
（臨床医学教育）
臨床系の臓器別講義は 年生から始まります（医学および関連領域の知識【智】）。その後、臨床実習に必要とされる技能を学習し（基本的

総合診療能力【智、仁、勇】）、共用試験 知識を問う試験 、及び 態度、技能を問う試験 を受験します。

医
学
部
医
学
科

学
修
マ
ッ
プ Ⅰ プロフェッショナリズム （智、仁、勇）

Ⅱ コミュニケーション力 （智、仁、勇）
Ⅲ 医学および関連領域の知識 （智）
Ⅳ 基本的総合診療能力 （智、仁、勇）
Ⅴ 科学的探究心 （智）
Ⅵ 教育マインド （仁）
Ⅶ グローバルシンキング （智、仁）
Ⅷ 大阪住民の幸福と発展への貢献力 （智、仁、勇）

◆大阪市立大学医学部医学科コンピテンス◆

ユニットＥ

産婦人科 ･････････････････････････････････････････････････････････････････

小児科 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････

小児外科 ･････････････････････････････････････････････････････････････････

血液内科 ･････････････････････････････････････････････････････････････････

麻酔科 ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････

救命救急科 ･･････････････････････････････････････････････････････････････

拡大ＣＰＣ ･･･････････････････････････････････････････････････････････････

６年生

選択型ＣＣ ･･････････････････････････････････････････････････････････････

保健所・保健福祉センター実習 ････････････････････････････････････････････
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試験合格後、外来臨床実習（外来型 ）に進みます（コミュニケーション力【智、仁、勇】）。 年生では、全ての診療科を つのユニットに分
け、ローテートする参加型臨床実習（ユニット型 ）を行います（基本的総合診療能力【智、仁、勇】）。ユニット型 では、臨床研修医になっ
た時に、少しでも臨床を円滑に実践できるように講義時間を最小限に留めて、実習時間を増やしています コミュニケーション力【智、仁、勇】 。
６年生になると、さらに幅広い臨床技能を修得し、医療現場での経験を充実させるために、医学部附属病院、ならびに教育関連病院での

選択型 があります（大阪住民の幸福と発展への貢献力【智、仁、勇】）。選択型 は前期 週間、後期 週間の 回実施しています。
選択型 を海外の病院で受ける事もできます（グローバルシンキング【智、仁】）。選択型 における教育関連病院および診療科の選択と
調整に関しては、学生の自主性を尊重しています（プロフェッショナリズム【智、仁、勇】）。



アドミッション・ポリシー
（入学者受入れの方針）


本学では、「智・仁・勇」を有する医療人となりえる素地を持った人材を求めています。

自ら学習課題を設定し、その課題に向かって勉学に励める人の入学を希望します。
＜入学者選抜の基本方針＞
医学科では、一般入試のほかに推薦入試、 入試の つを行っています。いずれの入試においても、大学入試センター試験で、高等学校

教育段階においてめざす基礎学力を確認します。
【一般入試（前期日程のみ）】
個別学力検査では、医学科の学修に十分対応できる知識に基づいた思考力、判断力、表現力を確認します。さらに、個別面接を行い、
「智・仁・勇」を有する医療人になりうる資質についても確認します。
【推薦入試】
地域医療枠への入学を希望する人を対象に行います。大阪府出身者 で高等学校長の推薦を受けた人に対し、提出書類、面接・小論文
等で、将来、大阪の医療・医学に貢献しようとする志を確認します。 大阪府出身者の定義については、募集要項で確認して下さい。

【 入試】
医学、生命科学に深い関心を持つ人を対象に実施します。提出書類、面接・口述試験等で、勇気をもって真理の探究を行い、かつ共感で
きる高いコミュニケーション能力を発揮し、将来の医学をリードしたいという気概を確認します。



新入生へのメッセージ


本学では、いち早く、基礎系・臨床系をシームレスなチュートリアル形式とし、

また、低学年から医療現場に触れさせるため、 ～ 年生に早期臨床実習を
実施しています。
高学年では参加型臨床実習（ ）に力を入れ、 年生には選択型 として、

国内のみならず海外の連携病院での を推進し、希望者には海外の連携病院を
積極的に紹介しています。
学生主導で 年（平成 年）に創設された国際交換学生サークル は、

本学部の目指す“世界力”に共鳴した学生の意欲を象徴するものです。
また、公立大学の先陣を切って医学教育学講座が設置され 年 、卒後臨床研修センターおよびスキルスシミュレーションセンター

を運営するとともに、総合診療センターで臨床教育の実践を行っています。
とくに は、充実した設備とスタッフを有し、医療手技等の修練の場を若手に提供する類まれな施設として、内外で高い評価を得ており、

卒前・卒後の実習・講習にも多用されています。
最後に、皆さんに理解しておいて欲しいことがあります。医学科では専門教育が始まる 年生から大変な勉強量をこなさなければならない

ということです。しかも 年生進級前には全国共通の試験を受けなければなりませんし、当然卒業時には国家試験が待っています。
学位プログラムを履修していく上で、これらに十分耐えられるような知力・体力はもちろん、それに加えて精神力を身につけていくことが、

非常に大切な要素であることをぜひ理解しておいて下さい。
改訂：平成 年 月 日 教授会承認
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【　学修マップ　】
学　年

（全学共通科目）
総合教育科目A 12単位以上
総合教育科目Ｂ
基礎教育科目 12単位　　
外国語科目 8単位以上
健康・スポーツ科学科目 （選択）

合　計 32単位以上

（基礎医学科目・コース） （臨床医学科目）
医療倫理学 発生学
医学序論 メディカル・データ・サイエンス 早期臨床実習Ⅰ
遺伝と遺伝子 物理学の臨床医学への応用
遺伝医学 基礎医学研究推進コース 心肺蘇生法実習
細胞と組織の基本構造と機能

（全学共通科目）
外国語科目 2単位　　
（基礎医学科目・コース）
生体物質代謝・生化学 循環器系 腎・泌尿器系 神経解剖
医学史 生殖器系 脳機能系 分子系実習
細胞生物学 呼吸器系 内分泌・代謝 機能系実習
運動器系 免疫系 医学英語論文の読み方 肉眼解剖学（マクロ）実習
血液・造血器系 消化器系 漢方医学入門 ※1
感覚器・皮膚
（臨床医学科目）
早期臨床実習Ⅱ コミュニケーション

社
　
会
　
医
　
学
　
教
　
育

生体と薬物 原因と病態１ 原因と病態２ 細菌・真菌感染症
ウイルス感染症 医学英語 修業実習
原虫・寄生虫感染症
（社会医学科目）
産業医学Ⅰ 公衆衛生学Ⅰ
（臨床医学科目）

医の倫理 医用工学（ME）

（臨床医学科目・コース）
ユニット型 臨床臓器別講義 ※3

臨床臓器別講義
共用試験CBT* 外来型CC* プライマリケア医学コース
（社会医学科目）
産業医学Ⅱ 公衆衛生学Ⅱ 法医学

ユニットA

ユニットB

ユニットC

ユニットD

ユニットE

（社会医学科目）
法医学(CC) ※4

（臨床医学科目） （社会医学科目）
選択型CC 公衆衛生学(保健所・保健福祉センター実習)
卒業総合試験

※1  漢方医学入門は、2～4年生にて履修する。
※2  1月開講。2年生から3年生にかけて履修する。
※3  1月開講。3年生から4年生にかけて履修する。
※4  法医学(CC)は、ユニットAにて実習を行う。

医学科教育プログラムは再編時期を迎えておりプログラムに変更が生じております。

履　修　科　目・コース

臨
　
床
　
医
　
学
　
教
　
育

（基礎医学科目）※2

区　　分

全
　
学
　
共
　
通
　
教
　
育

早期臨床医学入門(早期診療所実習含む）

循環器内科、心臓血管外科、呼吸器内科、呼吸器外科、感染症内科、総合診療センター

消化器内科、肝胆膵内科、消化器外科・肝胆膵外科、放射線科・放射線治療科・核医学、病理診断科、医療安全学

基
　
礎
　
医
　
学
　
教
　
育

社
　
会
　
医
　
学

メディカル・データ・サイエンス

代謝内分泌・腎臓内科、乳腺・内分泌外科、泌尿器科、皮膚科、形成外科、整形外科

神経精神科、神経内科、眼科、耳鼻咽喉科、脳神経外科

産婦人科、小児科、小児外科、血液内科、麻酔科、救急救命科

（臨床医学科目・コース）

（臨床医学科目）ユニット型CC

臨床スターター実習(共用試験OSCE*

早期臨床実習Ⅲ

試験合格後、外来臨床実習（外来型 ）に進みます（コミュニケーション力【智、仁、勇】）。 年生では、全ての診療科を つのユニットに分
け、ローテートする参加型臨床実習（ユニット型 ）を行います（基本的総合診療能力【智、仁、勇】）。ユニット型 では、臨床研修医になっ
た時に、少しでも臨床を円滑に実践できるように講義時間を最小限に留めて、実習時間を増やしています コミュニケーション力【智、仁、勇】 。
６年生になると、さらに幅広い臨床技能を修得し、医療現場での経験を充実させるために、医学部附属病院、ならびに教育関連病院での

選択型 があります（大阪住民の幸福と発展への貢献力【智、仁、勇】）。選択型 は前期 週間、後期 週間の 回実施しています。
選択型 を海外の病院で受ける事もできます（グローバルシンキング【智、仁】）。選択型 における教育関連病院および診療科の選択と
調整に関しては、学生の自主性を尊重しています（プロフェッショナリズム【智、仁、勇】）。



アドミッション・ポリシー
（入学者受入れの方針）


本学では、「智・仁・勇」を有する医療人となりえる素地を持った人材を求めています。

自ら学習課題を設定し、その課題に向かって勉学に励める人の入学を希望します。
＜入学者選抜の基本方針＞
医学科では、一般入試のほかに推薦入試、 入試の つを行っています。いずれの入試においても、大学入試センター試験で、高等学校

教育段階においてめざす基礎学力を確認します。
【一般入試（前期日程のみ）】
個別学力検査では、医学科の学修に十分対応できる知識に基づいた思考力、判断力、表現力を確認します。さらに、個別面接を行い、
「智・仁・勇」を有する医療人になりうる資質についても確認します。
【推薦入試】
地域医療枠への入学を希望する人を対象に行います。大阪府出身者 で高等学校長の推薦を受けた人に対し、提出書類、面接・小論文
等で、将来、大阪の医療・医学に貢献しようとする志を確認します。 大阪府出身者の定義については、募集要項で確認して下さい。

【 入試】
医学、生命科学に深い関心を持つ人を対象に実施します。提出書類、面接・口述試験等で、勇気をもって真理の探究を行い、かつ共感で
きる高いコミュニケーション能力を発揮し、将来の医学をリードしたいという気概を確認します。



新入生へのメッセージ


本学では、いち早く、基礎系・臨床系をシームレスなチュートリアル形式とし、

また、低学年から医療現場に触れさせるため、 ～ 年生に早期臨床実習を
実施しています。
高学年では参加型臨床実習（ ）に力を入れ、 年生には選択型 として、

国内のみならず海外の連携病院での を推進し、希望者には海外の連携病院を
積極的に紹介しています。
学生主導で 年（平成 年）に創設された国際交換学生サークル は、

本学部の目指す“世界力”に共鳴した学生の意欲を象徴するものです。
また、公立大学の先陣を切って医学教育学講座が設置され 年 、卒後臨床研修センターおよびスキルスシミュレーションセンター

を運営するとともに、総合診療センターで臨床教育の実践を行っています。
とくに は、充実した設備とスタッフを有し、医療手技等の修練の場を若手に提供する類まれな施設として、内外で高い評価を得ており、

卒前・卒後の実習・講習にも多用されています。
最後に、皆さんに理解しておいて欲しいことがあります。医学科では専門教育が始まる 年生から大変な勉強量をこなさなければならない

ということです。しかも 年生進級前には全国共通の試験を受けなければなりませんし、当然卒業時には国家試験が待っています。
学位プログラムを履修していく上で、これらに十分耐えられるような知力・体力はもちろん、それに加えて精神力を身につけていくことが、

非常に大切な要素であることをぜひ理解しておいて下さい。
改訂：平成 年 月 日 教授会承認
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3～5桁目（分野）：BAS…Basic medicine、SOC…Social medicine、CLI…Clinical medicine

6桁目（学習段階）：基礎医学…1、社会医学…2、臨床医学…3

1～2桁目 3～5桁目 6桁目 7桁目 8～9桁目

提供学部 分野 学習段階 対象学年 連番

医療倫理学

遺伝と遺伝子

遺伝医学

細胞と組織の基本構造と機能

発生学

基礎医学研究推進コース

生体物質代謝・生化学

医学史

細胞生物学コース（細胞）

運動器系コース（運動器）

血液・造血器系コース（血液）

循環器系コース（循環）

神経解剖コース

脳機能系コース（脳機能系）

分子系実習

呼吸器系コース（呼吸器）

免疫系コース（免疫）

消化器系コース（消化器）

感覚器・皮膚コース（感覚皮膚）

内分泌・代謝コース（内分泌・代謝）

腎・泌尿器系コース（腎泌尿器）

生殖器系コース（生殖）

肉眼解剖学（マクロ）実習

機能系実習

医学英語論文の読み方

生体と薬物コース（*)

原因と病態１コース（*)

原因と病態２コース（*)

細菌･真菌感染症コース（*)

ウイルス感染症コース（*)

原虫・寄生虫感染コース（*)

医学英語（*)

修業実習

産業医学Ⅰ

公衆衛生学Ⅰ

産業医学Ⅱ

公衆衛生学Ⅱ（**)

法医学

法医学(CC）

ＢＡＳ

ＳＯＣ

授業科目

2019年度　医学部医学科　専門科目ナンバリング

ＭＡ
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1～2桁目 3～5桁目 6桁目 7桁目 8～9桁目

提供学部 分野 学習段階 対象学年 連番

心肺蘇生法実習

医学序論

メディカル・データ・サイエンスⅠ

早期臨床実習Ⅰ

早期臨床医学入門(早期診療所実習含む）

コミュニケーション

早期臨床実習Ⅱ

医用工学（ME）

医の倫理

早期臨床実習Ⅲ

メディカル・データ・サイエンス

ユニット型臨床臓器別講義（**)

臨床スターター実習(共用試験OSCE)

共用試験CBT

ユニット型ＣＣ

選択型ＣＣ

卒業総合試験

（*)：2年生の1月に授業開始

（**)：3年の1月に授業開始

ＣＬＩＭＡ

授業科目
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平成 31（2019）年度 医学部履修規程 
 
1．学科目 

1）全学共通科目については、次表に示すとおり修得しなければならない。 
 各科目の詳細は「全学共通科目履修案内・授業時間割表 平成 31年度」を参照すること。 

 

学年 総合教育科目 基礎教育 
科 目 外国語科目 健康・スポ－ツ 

科学科目 合計 

1 合計 
12単位以上 

(指定科目) 
12単位 

英語(指定科目) 4単位 
新修外国語(1か国語選択) 
4単位以上 

合計8単位以上 

修得することが

望ましい 
32単位 
以上 

2   英語(指定科目)  2単位  2単位 

なお、TOEFL等外部試験による英語単位認定については別途定める。（12頁参照） 
 

【地域志向系科目について】 
大阪市立大学は、大阪府立大学との共同申請で文部科学省「地（知）の拠点整備事業」に採択され、平成 25

年度から 5年間「大阪の再生・賦活と安全・安心の創生をめざす地域志向教育の実践」を推進してきました。
平成 30年度以降も、本学は、大学と自治体の連携を通して、全学的に地域を志向した教育・研究・社会貢献を
一層、進めています。 
なお、医学部においては、1年生の専門教育科目「早期臨床医学入門 1回生から始めるプライマリケア外来

診断学」を「地域志向系科目」として位置づけ、必須科目として提供しています。 
【副専攻制度について】 
大阪市立大学では、学部・学科で修得した専門分野の知識を、さらに広く活用する能力を養うため、「副専攻」

制度を平成 27年度から設けています。副専攻の具体的な内容については、別冊の副専攻ガイド冊子を参照して
ください。 
【初年次教育（学士課程導入教育科目）について】 

大阪市立大学では、入学前の学習から大学での学習に円滑に移行できるよう、必要なスキルや姿勢の修得を

目的とした、初年次教育を進めています。 
医学部では、1年生の専門教育科目「基礎医学研究推進コース」を「学士課程導入教育科目」として位置づ

け、必須科目として提供しています。 
 

2）専門教育科目は次記のとおりである。 

第 1学年 
(M1) 

医療倫理学、医学序論、遺伝と遺伝子、遺伝医学、細胞と組織の基本構造と機能、発生学、 
メディカル・データ・サイエンスⅠ、物理学の臨床医学への応用、基礎医学研究推進コース 
早期臨床医学入門（早期診療所実習を含む）、心肺蘇生法実習、早期臨床実習Ⅰ 

第 2学年 
(M2) 

生体物質代謝・生化学、医学史、医学英語論文の読み方、細胞生物学、運動器系、 
血液・造血器系、循環器系、神経解剖、脳機能系、分子系実習、呼吸器系、免疫系、 
消化器系、感覚器・皮膚、内分泌・代謝、腎・泌尿器系、生殖器系、 
肉眼解剖学（マクロ）実習、機能系実習、コミュニケーション、早期臨床実習Ⅱ 

第 3学年 
(M3) 

病理学（第 1，第 2）、薬理学（臨床薬理学含む）、細菌学、医動物学、ウイルス学、 
産業医学Ⅰ、公衆衛生学Ⅰ、ＭＥ、医の倫理、医学英語、 
メディカル・データ・サイエンス、早期臨床実習Ⅲ、修業実習 

第 4学年 
(M4) 

ユニット型臨床臓器別講義、 
共用試験 CBT(*1)、臨床スターター実習(共用試験 OSCE(*2))、 
産業医学Ⅱ、公衆衛生学Ⅱ、法医学 

第 5学年 
(M5) ユニット型 CC(*3)、法医学(CC) 

第 6学年 
(M6) 選択型 CC、卒業総合試験 

その他、必要に応じて科目を追加することがある。 
(*1) CBT ：Computer Based Test 
(*2) OSCE ：Objective Structured Clinical Examination 
(*3) CC ：Clinical Clerkship 
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3）授業科目・コースの学年配当は、1.1)、1.2)、2.4-1)及び「授業時間割表」による。ただし、全学共通科目につ

いては「全学共通科目履修案内・授業時間割表」のとおりとする。 
 
2．履修・評価 

1）各学年に配当された授業科目を履修し、その科目の試験（臨床実習の評価を含む）を受けなければならない。 
ただし、留年した者は、原則として、留年した学年の新たな進級条件を満たすように履修すること。なお、選

択型 CC の実習病院の選択にあたっては、教務委員会が提示した内規(309 頁)に従うこと。 
 
2）試験は、その科目・コースの授業が終了した際、あるいは学年末または学期末に行う。 
 
3）教務委員会が定めるやむを得ない理由*による欠席を除き、 
①各科目の講義は、2／3 以上出席しなければ、当該科目の試験を受けることができない。 
②実習は、原則としてすべて出席しなければ、その評価を受けることができない。 
③教務委員会が認定する講演会は、原則として出席しなければならない。 
*交通機関の事故・運休・遅延、病気、冠婚葬祭、裁判員制度による呼出、等。いずれもその事実を証明できる 
書類を用意すること。 

  
4－1）各学年において試験等による評価を行う科目ならびにコースは、次のとおりである。 

第 1 学年 
(M1) 

全学共通科目、医療倫理学、医学序論、遺伝と遺伝子、遺伝医学、細胞と組織の基本構造

と機能、発生学、メディカル・データ・サイエンスⅠ、基礎医学研究推進コース、物理学

の臨床医学への応用、早期臨床実習Ⅰ、心肺蘇生法実習、早期臨床医学入門（早期診療所

実習を含む） 

第 2 学年 
(M2) 

全学共通科目、生体物質代謝・生化学、医学史、医学英語論文の読み方、 
細胞生物学、運動器系、血液・造血器系、循環器系、神経解剖、脳機能系、分子系実習、

呼吸器系、免疫系、消化器系、感覚器・皮膚、内分泌・代謝、腎・泌尿器系、生殖器系、

肉眼解剖学（マクロ）実習、機能系実習、コミュニケーション、早期臨床実習Ⅱ 

第 3 学年 
(M3) 

原因と病態 1、原因と病態 2、生体と薬物、細菌・真菌感染症、ウイルス感染症、 
原虫寄生虫感染症、産業医学Ⅰ、公衆衛生学Ⅰ、ＭＥ、医学英語、修業実習、 
メディカル・データ・サイエンス、早期臨床実習Ⅲ、教育分野 FD(*4)講演会 

第 4 学年 
(M4) 

ユニット型臨床臓器別講義 
(ユニット A) 総合診療医学・行動科学、呼吸器病学、膠原病・リウマチ、 

感染症・化学療法、循環器 
(ユニット B) 消化管、放射線総論、核医学、肝・胆・膵・腹膜、臨床検査・病理、 

医療安全学 
(ユニット C) 腎・泌尿器、皮膚科、内分泌・代謝、形成外科、運動器 
(ユニット D) 眼科、神経精神科、神経内科・老年科、神経・脳神経外科、 

耳鼻咽喉科、歯科・口腔外科 
(ユニット E) 小児科、血液・造血器、産婦人科、麻酔、救急 

臨床スターター実習(共用試験 OSCE)、心肺蘇生法実習、プライマリケア医学、 
産業医学Ⅱ、公衆衛生学Ⅱ、法医学、チーム医療Ⅰ、外来型 CC、 
医療安全研修(*5)（医療安全・感染対策） 

第 5 学年 
(M5) 

ユニット型 CC 
(ユニット A) 法医学、循環器内科、心臓血管外科、呼吸器内科、呼吸器外科、 

感染症内科、総合診療センター 
(ユニット B) 消化器内科、肝胆膵内科、消化器外科･肝胆膵外科、 

放射線科・放射線治療科・核医学、病理診断科、医療安全学 
(ユニット C) 代謝内分泌・腎臓内科、乳腺･内分泌外科、泌尿器科、 

皮膚科、形成外科、整形外科 
(ユニット D) 神経精神科、神経内科、眼科、耳鼻咽喉科、脳神経外科 
(ユニット E) 産科婦人科、小児科、小児外科、血液内科、麻酔科、救命救急科 

拡大 CPC、教育分野 FD(*4)講演会 
第 6 学年 

(M6) 
選択型 CC 
公衆衛生学(保健所・保健福祉センター実習)、医療安全研修 （医療安全・感染対策） 

 
(*4) 教育分野 FD（Faculty Development）： 

授業改善やカリキュラム改革などをテーマに、学部教育の質向上を目的とした組織的な取り組み。 
医学部では年 4 回、講演会を実施している。第 3 学年と第 5 学年でそれぞれ 1 回ずつ出席すること。 
開催日程等については、掲示板にて周知する。 

 

平成 31（2019）年度 医学部履修規程 
 
1．学科目 

1）全学共通科目については、次表に示すとおり修得しなければならない。 
 各科目の詳細は「全学共通科目履修案内・授業時間割表 平成 31年度」を参照すること。 

 

学年 総合教育科目 基礎教育 
科 目 外国語科目 健康・スポ－ツ 

科学科目 合計 

1 合計 
12単位以上 

(指定科目) 
12単位 

英語(指定科目) 4単位 
新修外国語(1か国語選択) 
4単位以上 

合計8単位以上 

修得することが

望ましい 
32単位 
以上 

2   英語(指定科目)  2単位  2単位 

なお、TOEFL等外部試験による英語単位認定については別途定める。（12頁参照） 
 

【地域志向系科目について】 
大阪市立大学は、大阪府立大学との共同申請で文部科学省「地（知）の拠点整備事業」に採択され、平成 25
年度から 5年間「大阪の再生・賦活と安全・安心の創生をめざす地域志向教育の実践」を推進してきました。
平成 30年度以降も、本学は、大学と自治体の連携を通して、全学的に地域を志向した教育・研究・社会貢献を
一層、進めています。 
なお、医学部においては、1年生の専門教育科目「早期臨床医学入門 1回生から始めるプライマリケア外来

診断学」を「地域志向系科目」として位置づけ、必須科目として提供しています。 
【副専攻制度について】 
大阪市立大学では、学部・学科で修得した専門分野の知識を、さらに広く活用する能力を養うため、「副専攻」

制度を平成 27年度から設けています。副専攻の具体的な内容については、別冊の副専攻ガイド冊子を参照して
ください。 
【初年次教育（学士課程導入教育科目）について】 

大阪市立大学では、入学前の学習から大学での学習に円滑に移行できるよう、必要なスキルや姿勢の修得を

目的とした、初年次教育を進めています。 
医学部では、1年生の専門教育科目「基礎医学研究推進コース」を「学士課程導入教育科目」として位置づ

け、必須科目として提供しています。 
 

2）専門教育科目は次記のとおりである。 

第 1学年 
(M1) 

医療倫理学、医学序論、遺伝と遺伝子、遺伝医学、細胞と組織の基本構造と機能、発生学、 
メディカル・データ・サイエンスⅠ、物理学の臨床医学への応用、基礎医学研究推進コース 
早期臨床医学入門（早期診療所実習を含む）、心肺蘇生法実習、早期臨床実習Ⅰ 

第 2学年 
(M2) 

生体物質代謝・生化学、医学史、医学英語論文の読み方、細胞生物学、運動器系、 
血液・造血器系、循環器系、神経解剖、脳機能系、分子系実習、呼吸器系、免疫系、 
消化器系、感覚器・皮膚、内分泌・代謝、腎・泌尿器系、生殖器系、 
肉眼解剖学（マクロ）実習、機能系実習、コミュニケーション、早期臨床実習Ⅱ 

第 3学年 
(M3) 

病理学（第 1，第 2）、薬理学（臨床薬理学含む）、細菌学、医動物学、ウイルス学、 
産業医学Ⅰ、公衆衛生学Ⅰ、ＭＥ、医の倫理、医学英語、 
メディカル・データ・サイエンス、早期臨床実習Ⅲ、修業実習 

第 4学年 
(M4) 

ユニット型臨床臓器別講義、 
共用試験 CBT(*1)、臨床スターター実習(共用試験 OSCE(*2))、 
産業医学Ⅱ、公衆衛生学Ⅱ、法医学 

第 5学年 
(M5) ユニット型 CC(*3)、法医学(CC) 

第 6学年 
(M6) 選択型 CC、卒業総合試験 

その他、必要に応じて科目を追加することがある。 
(*1) CBT ：Computer Based Test 
(*2) OSCE ：Objective Structured Clinical Examination 
(*3) CC ：Clinical Clerkship 
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 (*5) 医療安全研修（医療安全・感染対策）: 
附属病院実施の医療安全・感染対策研修に、第 4学年（外来型 CC以降）と第 6学年でそれぞれ 1回ずつ 
出席すること。なお、開催日程等については、掲示板にて周知する。 
 

4－2）上記以外に次の試験を行う。 
          第 4学年    共用試験（CBT・OSCE） 
          第 6学年    ・卒業総合試験（法医学、公衆衛生学、循環器内科、呼吸器内科、内科学 2、消化器内科、

肝胆膵内科、神経内科、小児科、産科、婦人科、血液内科、放射線科、麻酔科、救急、外科

学、脳神経外科、整形外科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、形成外科、神経精神科、

臨床感染制御学、総合診療医学） 
                      ・Post-CC OSCE 

ただし、上記の試験は、それに関連した科目の試験に含め、実施することがある。 
 
5）試験の成績は、各科目につき 60％以上の点数を得たものを合格とする 
ただし、第 4学年においては、7頁 2．4）に記載のコース毎に試験等を実施するが、最終の成績は 6頁 1．2）の
項に記載の科目において、下表の通り評価する。 
 
＜第 4学年対象科目＞ 
ユニット型臨床臓器別講義 各コース 60％以上の点数を得たもの 
産業医学Ⅱ 60％以上の点数を得たもの 
公衆衛生学Ⅱ 60％以上の点数を得たもの 
法医学 60％以上の点数を得たもの 
共用試験 CBT IRT標準スコア 359以上の値を得たもの 
臨床スターター実習(共用試験 OSCE) ユニット型 CCに参加する能力があると教務委員会が判断したもの 
※ M6 前期選択型 CC 実習先選択時の順位付けに、共用試験の成績を利用する。  
※ M6 後期選択型 CC 実習先選択時の順位付けに利用する科目・コースは下記の通りとする。  

1.  プライマリケア医学コース (TBL(*6)で学ぶ症候学、漢方医学入門含む ) 
2.  ユニット型臨床臓器別講義  
なお、成績採用率については「選択型 CC 実習病院選択に関する内規」 (309 頁 )参照。  

(*6)TBL：Team Based Learning 
※ 外来型 CCについては、第 5学年のユニット型 CCにおいてその評価に取り入れる。 

 
6）授業及び試験をやむを得ない理由により受けることができなかった者については、その理由(診断書等証 
明書類を添付)を明記して、「欠席届」を（試験の場合は「追試験願」を併せて）学務課に届出なければならな 
い。 

   
7）試験を受けることができなかった者については、教授会の認定する場合に限り追・再試験を行うことがある。 
 
8）試験中に不正行為があった者については、教授会の認定により当該科目を不合格とし、進級を認めない。 

     ただし、別に定めている全学共通科目は除く。 
 

9）レポート作成についての留意事項 
  他人のレポートを写す（剽窃） 
  インターネット・書籍等を写す（盗作） 
以上の行為は不正行為となり留年の対象とする。引用する場合は必ず出典元を明記すること。 

 
10）成績は、合格、不合格とし、合格には次のような評価を行う。ただし、点数化できない科目については、合格と
表記する。 

AA：90～100点、A：80～89点、B：70～79点、C：60～69点 
 
3．再試験 

各科目とも点数が 60％未満のとき、教務委員会及び教授会の認定により、次のとおり再試験を許可する。 
 

1）第 1学年 
全学共通科目の外国語科目・基礎教育科目のうち、不合格科目が 4科目以内で各科目とも担当者が再試験実    

施を可と認めたとき。専門教育科目については、不合格科目数は問わず、各科目の主任者が再試験実施を可と認

めたとき。 
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2）第 2学年 
全学共通科目については、外国語科目のうち、不合格科目の担当者が再試験実施を可と認めたとき。専門教育

科目については、不合格コースの主任者が再試験実施を可と認めたとき。 
なお、不合格コース（欠席したコースを含む）が試験受験コース全体の半数以上あった場合、再試験を受ける

ことができない。なお、体調不良による試験の欠席は、「診断書」を添え「欠席届」、「追試験願」を試験日よ

り 1週間以内に学務課へ提出し、追試験の申請をすること。 
 

3）第 3学年 
不合格科目数は問わず、各科目の担当者が再試験実施を可と認めたとき。医学英語については、担当教員が不合

格と判定した場合には別途指示した再評価期間の授業に出席し、再評価を受けること。 
 

4）第 4学年 
・ユニット型臨床臓器別講義の試験で 60％未満（不合格）の点数のコースがあるとき。なお、不合格コース（欠
席したコースを含む）が 10コース以上あった場合、再試験を受けることができない。ただし、体調不良による試
験の欠席は、「診断書」を添え「欠席届」、「追試験願」を試験日より 1週間以内に学務課へ提出し、追試験の
申請をすること。 
・CBTの IRT標準スコアが 359未満の値のとき。 
・OSCEについては著しく能力が不足していると教務委員会が判断したとき。 
なお、臨床スターター実習において、教務委員会の定める回数を欠席した場合、OSCEの再試験を受けること

ができない。ただし、やむを得ない理由による欠席*を除く。 
 

5）第 5学年 
    ・ユニット型 CC評価において定められた基準を満たしていないとき。 
・法医学（CC）で定められた基準を満たしていないとき。 

 
  6）第 6学年 
・選択型 CCにおいて、「再教育が必要である」と評価を受けたとき。 
・卒業総合試験が不合格のとき。 

 
4．進級・留年   

1）第 1学年及び第 2学年の全学共通科目については 6頁の 1．学科目 1）の表のとおり修得し、かつ第 1・2学 
    年は 6頁の表に定める専門教育のすべての科目・コースに合格しなければ、それぞれ次の学年に進級できない。 
    第 2学年の留年者は、各コースの主任からなる担当者会議（M2教務担当主任会議）が指定するコースを再履修
する。 
なお、第 1学年時の早期臨床実習Ⅰ・早期診療所実習・心肺蘇生法実習、及び第 2学年時の早期臨床実習Ⅱへ
の参加は進級条件とする。 
第 1学年で、全学共通科目のうち総合教育科目を 6頁 1.1）の表の通り修得できなかった場合、教務委員会及び
教授会の認定により第 2学年への仮進級を認める。ただし、第 2学年中に修得できなかった場合、第 2学年に留
年とする。 
第 2学年で、全学共通科目 2科目のうち、不合格科目が 1科目の場合、教務委員会及び教授会の認定により第 3
学年への仮進級を認める。ただし、第 3学年中に修得できなかった場合、第 3学年に留年とする。 

 
2）第 3学年は、各科目の試験に合格しなければ、それぞれ次の学年に進級できない。なお、3年次に留年した際
の再履修科目については不合格科目の担当責任者が、別途指示した授業を再履修する。 
修業実習論文については修業実習を受けた年度内の定められた期日までに論文を提出しない場合、次の学年に

進級できない。早期臨床実習Ⅲへの参加ならびに教育分野 FD講演会への出席については、進級条件とする。 
早期臨床実習Ⅲをやむを得ない理由により受けることができなかった者については、その理由(診断書等証明書
類を添付)を明記して、学務課に届出なければならない。実習を受けることができなかった者については、教授会
の認定する場合に限り次年度の実習を認めることがある。 

 
3）第 4学年は、各科目の試験に合格しなければ、それぞれ次の学年に進級できない。なお、ユニット型臨床臓器
別講義の再試験の結果、60％未満のコースがある場合、CBTの再試験の結果、IRT標準スコア 359未満の値の
場合、または OSCEの再評価において著しく能力が不足していると判断された場合は教務委員会の意見を付して
教授会で進級を判断する。また、外来型 CC以降の時期に開催される医療安全研修（医療安全・感染対策）への
出席については、卒業要件とする。 

 
 

 

 (*5) 医療安全研修（医療安全・感染対策）: 
附属病院実施の医療安全・感染対策研修に、第 4学年（外来型 CC以降）と第 6学年でそれぞれ 1回ずつ 
出席すること。なお、開催日程等については、掲示板にて周知する。 
 

4－2）上記以外に次の試験を行う。 
          第 4学年    共用試験（CBT・OSCE） 
          第 6学年    ・卒業総合試験（法医学、公衆衛生学、循環器内科、呼吸器内科、内科学 2、消化器内科、

肝胆膵内科、神経内科、小児科、産科、婦人科、血液内科、放射線科、麻酔科、救急、外科

学、脳神経外科、整形外科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、形成外科、神経精神科、

臨床感染制御学、総合診療医学） 
                      ・Post-CC OSCE 

ただし、上記の試験は、それに関連した科目の試験に含め、実施することがある。 
 
5）試験の成績は、各科目につき 60％以上の点数を得たものを合格とする 
ただし、第 4学年においては、7頁 2．4）に記載のコース毎に試験等を実施するが、最終の成績は 6頁 1．2）の
項に記載の科目において、下表の通り評価する。 
 
＜第 4学年対象科目＞ 
ユニット型臨床臓器別講義 各コース 60％以上の点数を得たもの 
産業医学Ⅱ 60％以上の点数を得たもの 
公衆衛生学Ⅱ 60％以上の点数を得たもの 
法医学 60％以上の点数を得たもの 
共用試験 CBT IRT標準スコア 359以上の値を得たもの 
臨床スターター実習(共用試験 OSCE) ユニット型 CCに参加する能力があると教務委員会が判断したもの 
※ M6 前期選択型 CC 実習先選択時の順位付けに、共用試験の成績を利用する。  
※ M6 後期選択型 CC 実習先選択時の順位付けに利用する科目・コースは下記の通りとする。  

1.  プライマリケア医学コース (TBL(*6)で学ぶ症候学、漢方医学入門含む ) 
2.  ユニット型臨床臓器別講義  
なお、成績採用率については「選択型 CC 実習病院選択に関する内規」 (309 頁 )参照。  

(*6)TBL：Team Based Learning 
※ 外来型 CCについては、第 5学年のユニット型 CCにおいてその評価に取り入れる。 

 
6）授業及び試験をやむを得ない理由により受けることができなかった者については、その理由(診断書等証 
明書類を添付)を明記して、「欠席届」を（試験の場合は「追試験願」を併せて）学務課に届出なければならな 
い。 

   
7）試験を受けることができなかった者については、教授会の認定する場合に限り追・再試験を行うことがある。 
 
8）試験中に不正行為があった者については、教授会の認定により当該科目を不合格とし、進級を認めない。 

     ただし、別に定めている全学共通科目は除く。 
 

9）レポート作成についての留意事項 
  他人のレポートを写す（剽窃） 
  インターネット・書籍等を写す（盗作） 
以上の行為は不正行為となり留年の対象とする。引用する場合は必ず出典元を明記すること。 

 
10）成績は、合格、不合格とし、合格には次のような評価を行う。ただし、点数化できない科目については、合格と
表記する。 

AA：90～100点、A：80～89点、B：70～79点、C：60～69点 
 
3．再試験 

各科目とも点数が 60％未満のとき、教務委員会及び教授会の認定により、次のとおり再試験を許可する。 
 

1）第 1学年 
全学共通科目の外国語科目・基礎教育科目のうち、不合格科目が 4科目以内で各科目とも担当者が再試験実    

施を可と認めたとき。専門教育科目については、不合格科目数は問わず、各科目の主任者が再試験実施を可と認

めたとき。 
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※ 共用試験 (CBT、OSCE)については、必ず同一年度にて両方の合格が必要であり、片方が不合
格となり留年となった場合、合格科目の次年度への成績持越しは出来ない。また、この場合、

次年度において必ず臨床スターター実習 (共用試験 OSCE) 及び教務委員会が指定した科目・コ
ースを再受講する必要がある。  

※ 外来型 CC への参加条件：Student Doctor(*7)が付与されていること。  
※ Student Doctor 付与条件  

6 頁の表 1.2）に定める第 4 学年の専門教育科目のすべてに合格していること。  
 

(*7) Student Doctor :共用試験（学生の能力と適正について全国的に一定水準を確保するための全国共通の標準
評価試験）に合格した学生に対し、全国医学部長病院長会議が認定するもの。 

 
4）第 5学年は、各実習にやむを得ない理由*を除き、原則としてすべて出席しなければ、進級判定を受けることが
できない。 
ユニット型 CC評価において定められた基準を満たさなければ、第 6学年に進級できない。 
拡大 CPCに第 5学年及び第 6学年で所定回数以上参加しなければ第 6学年に留年する。なお、開催日程及び所
定回数については、年度初めに掲示板にて周知する。また、教育分野 FD講演会への出席については、卒業要件
とする。 

 
5）第 6学年は、選択型 CC評価において定められた基準を満たさなければ第 6学年に留年する。 

     卒業総合試験に合格しなければ第 6学年に留年する。 
 保健所・保健福祉センター実習に合格しなければ第 6学年に留年する。 
なお、これらの場合、臨床から長期に離れることになるので、選択型 CCを再履修する。 
また、医療安全研修（医療安全・感染対策）への出席については、卒業要件とする。 

 
5．在学年限 
在学年限は、第 1学年については 3年、第 2学年～第 6学年については 8年を越えて在学することはできない。 

 
6．卒業の認定 

卒業の認定は教授会の議に基づき医学部長が行う。 
また、医師国家試験合格者の 4月 1日付けの医籍登録にともない、卒業認定日を 3月 10日とし、 
同日をもって学籍が失効する。ただし、学位授与式（卒業式）は全学卒業式にあわせて行う。 

 
【専門試験に関する留意事項】  

専門試験を受ける際には、次の点に留意すること。  
（ただし、全学共通科目、共用試験等別に定めているものは除く。）  

1 試験開始 20 分を経過したときは、原則として入室を認めない。  
交通機関の事故等による延着については、延着証明を試験担当者に提出すること。  

2 試験開始後 30 分間は、試験場から退室することはできない。  
3 試験場では試験担当者の指示に従うこと。  
4 試験場への携帯の持ち込みは不可とする。持ち込んだ場合は不正行為とみなす。  
5 不正行為につながる恐れのあるそぶりなど、行わないように十分に注意すること。  

 
附 則 

      感染症が病院内で発生・流行することは未然に防ぐべきであることは言うまでもない。その際、医学部学舎 
    ならびに医学部附属病院で学ぶ医学部学生は自らがその感染源にならないよう努めることは、将来、医療を学 
    ぶ者の責任である。 

したがって、定期健康診断（肺結核）、小児感染症（麻疹、風疹、流行性耳下腺炎と水痘）の抗体価測定、 
Ｂ型肝炎のウイルス検査、必要に応じたワクチン接種等を受け、感染源とならない努力をするのは当然のことと 
考えられる。 
抗体価が不十分な学生は、指定の期日に間に合うようにワクチン接種を行い、検査表を学務課へ提出しなけれ 

ばならない。検査表の提出をもってワクチン接種を完了とする。やむを得ない理由を除き、期日以降の検査表の 
提出は認めない。なお、これらの対策を遵守しない学生は原則的に医学部学舎への立ち入り及び臨床実習を受け

ることができない。 
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（施行期日） 
1．この規程は平成 7年 4月 1日より施行する。 
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同日をもって学籍が失効する。ただし、学位授与式（卒業式）は全学卒業式にあわせて行う。 

 
【専門試験に関する留意事項】  

専門試験を受ける際には、次の点に留意すること。  
（ただし、全学共通科目、共用試験等別に定めているものは除く。）  

1 試験開始 20 分を経過したときは、原則として入室を認めない。  
交通機関の事故等による延着については、延着証明を試験担当者に提出すること。  

2 試験開始後 30 分間は、試験場から退室することはできない。  
3 試験場では試験担当者の指示に従うこと。  
4 試験場への携帯の持ち込みは不可とする。持ち込んだ場合は不正行為とみなす。  
5 不正行為につながる恐れのあるそぶりなど、行わないように十分に注意すること。  

 
附 則 

      感染症が病院内で発生・流行することは未然に防ぐべきであることは言うまでもない。その際、医学部学舎 
    ならびに医学部附属病院で学ぶ医学部学生は自らがその感染源にならないよう努めることは、将来、医療を学 
    ぶ者の責任である。 

したがって、定期健康診断（肺結核）、小児感染症（麻疹、風疹、流行性耳下腺炎と水痘）の抗体価測定、 
Ｂ型肝炎のウイルス検査、必要に応じたワクチン接種等を受け、感染源とならない努力をするのは当然のことと 
考えられる。 
抗体価が不十分な学生は、指定の期日に間に合うようにワクチン接種を行い、検査表を学務課へ提出しなけれ 

ばならない。検査表の提出をもってワクチン接種を完了とする。やむを得ない理由を除き、期日以降の検査表の 
提出は認めない。なお、これらの対策を遵守しない学生は原則的に医学部学舎への立ち入り及び臨床実習を受け

ることができない。 
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外部試験結果に基づく英語単位認定について

平成 年 月 日

教授会承認

医学部医学科学生の英語学習意欲を高めるため、 、 の成績取得者および実用

英語技能検定（英検）の資格取得者は、その成績に応じて一定の英語単位を認定するもの

とする。

（１）それぞれの読み替えの最低点は下記の通りである。

英検

６単位 級

４単位

３単位 準 級

２単位

（ ：満点 点， ：満点 点 ：満点 点）

（２）読み替え科目は下記の通りである。

申請時期 単位数 読み替え科目

前期申請

後期申請

６単位 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ

４単位 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

３単位 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳのうち３単位

２単位 Ⅰ・Ⅱ

ただし、本学に入学してから修得した科目は認定対象科目から除外される。

なお、認定単位が上記認定対象科目で不足する場合は、 をもって単位認定する。

Ⅴ、Ⅵの単位認定は 単位認定以外では認められない。

順位決定の際、認定科目は８０点として換算する。

（３）対象となる資格の修得時期は、入学前・入学後を問わず、申請時より遡って１年以

内に修得した場合に限り、英語の単位として認定する。

（４）Ｍ３ 医学英語については、単位認定の対象とはしない。

（５）申請時期は４月、１０月とし、学期途中の申請は認めない。

それぞれの申請期間については、別途掲示を行う。

（６）申請を希望する学生は、「英語単位認定申請書」の提出と「 、 の点数の

証明書（原本）」または「実用英語技能検定合格証明書（原本）」を医学部学務課事

務室に提示すること。
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修 学 上 の 注 意 事 項

１．各種掲示

学生に関するすべての連絡事項は、原則として１年生は全学共通教育棟及び医学部学舎学

年掲示板（学舎２Ｆ 、２年生以上は医学部学舎各学年の掲示板（学舎２Ｆ において行うの

で、見落とさないよう注意すること。

２．履修受験届

各セメスターの初めに、全学ポータルシステムの「 履修システム」から履修登録を行

うこと。登録期間、修正・確認期間については、別途掲示にて指定する。

３．学生証・通学証明書および各種証明書等の発行

① 学生証・通学証明書について

入学時に交付された学生証・通学証明書は、６年間有効であるので、紛失しないよう大切

に保持すること。もし、紛失・盗難等があった場合は医学部学務課へ再交付を願い出ること。

② 各種証明書発行について

学割・在学・成績等の各種証明書の発行については、証明書自動発行機を利用すること。

４．住所変更および身上の異動の届出

自宅の住所・下宿先の変更、改姓、保証人の変更、転籍等の異動があった時には、医学部

学務課へ申し出ること。

５．休学・退学等

いずれの場合も前期・後期の学期が始まる前の早い時期に、医学部学務課に申し出て相談

すること。学期開始後になると、その期の授業料を納めなければならない。

６．各種奨学金および授業料減免・分納等の申請

医学部学舎全学年共通掲示板（医学部学舎２Ｆ において周知するので注意すること。

７．障がいを有する学生の受講等

障がいを有する学生が、受講等について要望がある場合は、医学部学務課に申し出ること。

８．教育相談等

教育システムやカリキュラム上の問題については各学年の教育担当の教務委員に直接、ま

たは学務課を介して相談を申し出ること。

９．実習における賠償責任保険の加入

本学では、実習中における予期せぬ事故に対応した賠償責任保険に、学生が加入すること

を実習の履修条件とし、全員加入を義務づけている。

実習における保険に加入する場合は、①実習中の本人の事故被害の補償、②実習中の他者

（実習施設含む）に対する事故被害の補償を可能とする保険に加入すること。加入なき場合、

臨床実習を受けることができない。

ただし、保険の種類、掛け金、加入期間により保険の補償内容が異なるため、各自で補償

内容を確認した上で、必ず定められた期限までに加入し、学務課に報告すること。

なお、詳細については各ガイダンスにて確認すること。

外部試験結果に基づく英語単位認定について

平成 年 月 日

教授会承認

医学部医学科学生の英語学習意欲を高めるため、 、 の成績取得者および実用

英語技能検定（英検）の資格取得者は、その成績に応じて一定の英語単位を認定するもの

とする。

（１）それぞれの読み替えの最低点は下記の通りである。

英検

６単位 級

４単位

３単位 準 級

２単位

（ ：満点 点， ：満点 点 ：満点 点）

（２）読み替え科目は下記の通りである。

申請時期 単位数 読み替え科目

前期申請

後期申請

６単位 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ

４単位 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

３単位 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳのうち３単位

２単位 Ⅰ・Ⅱ

ただし、本学に入学してから修得した科目は認定対象科目から除外される。

なお、認定単位が上記認定対象科目で不足する場合は、 をもって単位認定する。

Ⅴ、Ⅵの単位認定は 単位認定以外では認められない。

順位決定の際、認定科目は８０点として換算する。

（３）対象となる資格の修得時期は、入学前・入学後を問わず、申請時より遡って１年以

内に修得した場合に限り、英語の単位として認定する。

（４）Ｍ３ 医学英語については、単位認定の対象とはしない。

（５）申請時期は４月、１０月とし、学期途中の申請は認めない。

それぞれの申請期間については、別途掲示を行う。

（６）申請を希望する学生は、「英語単位認定申請書」の提出と「 、 の点数の

証明書（原本）」または「実用英語技能検定合格証明書（原本）」を医学部学務課事

務室に提示すること。
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１０．インターネットについて

インターネットは、さまざまな情報を収集したり、ＳＮＳやメールなどでコミュニケー

ションをとったりと大変便利なものである反面、高い匿名性と情報発信力を持っており、

使い方を誤ると、思わぬ人権侵害、情報漏洩につながる危険性を持っている。特に、将来

医師を目指す医学部生はとりわけ高い人権意識、コンプライアンス意識を持つ必要があ

る。インターネット利用時において以下の点について特に留意し、ルール、モラルを守る

こと。

● インターネットの公開ウェブサイトやＳＮＳなどのウェブ上のコミュニティにおい

て、特定個人の人格を傷つける誹謗中傷を書きこむ行為はしない

● 実習等の画像をインターネット上に公開しない

１１．感染症について

感染症が病院内で発生・流行することは未然に防ぐべきである。その際、医学部学舎な

らびに医学部附属病院で学ぶ医学部学生は自らがその感染源にならないよう努めること

は、将来、医療を学ぶ者の責任である。従って、定期健康診断（肺結核）を受診していな

い学生は、原則的に医学部学舎への立ち入りを禁止する。

また、小児感染症・Ｂ型肝炎の抗体価測定、必要に応じたワクチン接種を受けていない

学生は、臨床実習を受けることができない。

１２．その他

① 医学部キャンパス内では、常に名札を着用すること。臨床実習に参加する場合には患者

や家族に不快感を与えないよう、頭髪、服装等に配慮し、病院内の如何なる場所におい

ても真摯な態度を心がけること。規準はあくまで、医療を提供される側にあるのであっ

て、学生個人の考え方に基づくものではない。

② 飲食は所定の場所以外ではおこなわないこと。喫煙は禁止とする。

③ 授業中は携帯電話等のスイッチを必ず切っておくこと。

④ 授業の撮影・録音は禁止とする。但し、特別な事情によりその必要性が生じた際は、必

ず事前に担当教員、学務課に連絡すること。
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「学校において予防すべき感染症」における出席停止と手続きについて

 

本学では、学校保健安全法の定めにより、「学校において予防すべき感染症」に罹患、または罹

患した疑いがある場合、大学内での感染拡大を予防するため出席停止としています。 
 
【学校において予防すべき感染症に罹患または疑わしい症状がある場合の手続き】

「学校において予防すべき感染症」に、罹患または罹患した疑いがある場合

▸ 発熱 ℃以上 ▸ 感冒症状 咳、鼻汁、咽頭痛 ▸ 全身症状 悪寒、頭痛、関節痛、全身倦怠感

▸ 嘔気、嘔吐、下痢、血便 ▸ 目の充血、多量の眼脂 ▸ 皮疹 ・頸部腫脹等

① 医療機関を受診

② 該当の感染症であることの診断を受ける→この時点で出席停

止となります。

③ 医療機関で必要な治療を受け、医師に「『学校において予防

すべき感染症』罹患証明書」（別紙）に記載してもらう。

必ず各所属教務担当に

電話連絡すること

① 治癒した後に登校

② 「『学校において予防すべき感染症』罹患証明書」と「出席停止措置による欠席科目報告書」を各所

属教務担当に提出

 『「学校において予防すべき感染症」罹患証明書』には、診断名、出席停止期間が明記されている

こと。

 上記内容が明記されていれば、医師による診断書で代用することが可能です。

 出席停止期間における授業・試験等の取り扱いについては、各所属の決定に従ってください。また、

出席停止期間に対する取扱いは、各所属や科目によって異なりますのでご注意ください。

 インフルエンザが疑われる場合、本学の保健管理センターの内科診察でインフルエンザの診断及び

治療が可能です。

 感染症緊急対策本部が設置された場合においては、別途の対応を行う場合があるのでその指示に従

ってください。

医療・健康に関すること

保健管理センター

授業・試験等（各所属教務担当）に関すること

医学部医学科

 

１０．インターネットについて

インターネットは、さまざまな情報を収集したり、ＳＮＳやメールなどでコミュニケー

ションをとったりと大変便利なものである反面、高い匿名性と情報発信力を持っており、

使い方を誤ると、思わぬ人権侵害、情報漏洩につながる危険性を持っている。特に、将来

医師を目指す医学部生はとりわけ高い人権意識、コンプライアンス意識を持つ必要があ

る。インターネット利用時において以下の点について特に留意し、ルール、モラルを守る

こと。

● インターネットの公開ウェブサイトやＳＮＳなどのウェブ上のコミュニティにおい

て、特定個人の人格を傷つける誹謗中傷を書きこむ行為はしない

● 実習等の画像をインターネット上に公開しない

１１．感染症について

感染症が病院内で発生・流行することは未然に防ぐべきである。その際、医学部学舎な

らびに医学部附属病院で学ぶ医学部学生は自らがその感染源にならないよう努めること

は、将来、医療を学ぶ者の責任である。従って、定期健康診断（肺結核）を受診していな

い学生は、原則的に医学部学舎への立ち入りを禁止する。

また、小児感染症・Ｂ型肝炎の抗体価測定、必要に応じたワクチン接種を受けていない

学生は、臨床実習を受けることができない。

１２．その他

① 医学部キャンパス内では、常に名札を着用すること。臨床実習に参加する場合には患者

や家族に不快感を与えないよう、頭髪、服装等に配慮し、病院内の如何なる場所におい

ても真摯な態度を心がけること。規準はあくまで、医療を提供される側にあるのであっ

て、学生個人の考え方に基づくものではない。

② 飲食は所定の場所以外ではおこなわないこと。喫煙は禁止とする。

③ 授業中は携帯電話等のスイッチを必ず切っておくこと。

④ 授業の撮影・録音は禁止とする。但し、特別な事情によりその必要性が生じた際は、必

ず事前に担当教員、学務課に連絡すること。
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◎学校において予防すべき感染症

 
学校保健安全法施行規則第十八条に定める感染症 
 
種類 病 名 
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ

病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコ

ロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る。）、中東呼吸器症候群（病原

体がベータコロナウイルス属ＭＥＲＳコロナウイルスであるものに限る。）及び特定鳥イ

ンフルエンザ（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 （平成十年法
律第百十四号）第六条第三項第六号 に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び
第十九条第二号イにおいて同じ。）、 
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項 から第九項 ま
でに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 

第二種 インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く。）、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、

風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜

炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 
 
 
学校保健安全法施行規則第十九条に定める出席停止の期間 
 
種類 病 名 
第一種 第一種の感染症にかかった者については、治癒するまで 
第二種 第二種の感染症にかかった者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他

の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。 
イ．インフルエンザ（特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）

にあっては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで。 
ロ．百日咳にあっては、特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤に

よる治療が終了するまで。 
ハ．麻しんにあっては、解熱した後三日を経過するまで。 
ニ．流行性耳下腺炎にあっては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹 が発現した後五日

を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 
ホ．風しんにあっては、発しんが消失するまで。 
ヘ．水痘にあっては、すべての発しんが痂皮化するまで。 
ト．咽頭結膜熱にあっては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。 
チ．結核、髄膜炎菌性髄膜炎にかかった者については、病状により学校医その他の医師

において感染のおそれがないと認めるまで。 
第三種 第三種の感染症にかかった者については、病状により学校医その他の医師において感染

のおそれがないと認めるまで 
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感染症予防におけるワクチン接種について

医学部医学科においては、病院実習で感染症ウイルス暴露の機会が多いこと、また医療関係者とし

て感染源にならないため、確実に免疫をつけておく必要があることから、抗体価が不十分な学生はワ

クチン接種を受けてください。

必要な抗体価が確認できない学生は病院実習を受けることができません。

●小児感染症（麻疹、風疹、水痘、流行性耳下腺炎）

＜ワクチン接種フロー＞

（※）複数のワクチン同時接種可能。

つずつ別の日に接種する場合は、

中 日以上の間隔をあける必要がある。

＜小児感染症抗体価基準値＞

（一般社団法人 日本環境感染学会「医療関係者のためのワクチンガイドライン第 版」に準拠）

疾患名 抗体価陰性
抗体価陽性

（基準を満たさない）

抗体価陽性

（基準を満たす）

麻疹

法（ ）：陰性

あるいは 法：

あるいは中和法：

法（ ）：（±）～

あるいは 法：

あるいは中和法：

法（ ）： 以上

あるいは 法： 以上

あるいは中和法： 以上

風疹
法：

あるいは 法（ ）：陰性

法：

あるいは 法（ ）：（±）～

法： 以上

あるいは 法（ ）： 以上

水痘

法（ ）：

あるいは 法：

あるいは中和法：

法（ ）： ～

あるいは 法：

あるいは中和法：

法（ ）： 以上

あるいは 法： 以上

あるいは中和法： 以上

あるいは水痘抗原皮内テストで陽性

（ 以上）

流行性

耳下腺炎
法（ ）：陰性（ ） 法（ ）：（±）（ ～ ） 法（ ）：陽性（ 以上）

抗体価測定
（入学時に全員を対象に実施）

抗体価陰性
歳以上で 回の予防接種記録
（母子手帳等）がある

【ある】

母子手帳のコピー等を
学務課に提出して終了

抗体価陰性
過去の接種歴が 回未満

抗体価陽性（基準を満たさない）

（※）

予防接種を 回受ける

抗体価測定

抗体価陰性
抗体価陽性

（基準を満たさない）

歳以上で 回の予防接種記録
（母子手帳等）がある

【ある】

検査表を学務課に提出して終了

【ない】

回目の予防接種を受ける
（ 回目の接種から ヶ月以上あける）

検査表を学務課に提出して終了
（抗体検査は必須ではない）

抗体価陽性
（基準を満たす）

検査表を学務課に提出して終了

抗体価陽性
（基準を満たす）

ワクチン接種不要
記録を学務課で保管して終了

◎学校において予防すべき感染症

 
学校保健安全法施行規則第十八条に定める感染症 
 
種類 病 名 
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ

病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコ

ロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る。）、中東呼吸器症候群（病原

体がベータコロナウイルス属ＭＥＲＳコロナウイルスであるものに限る。）及び特定鳥イ

ンフルエンザ（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 （平成十年法
律第百十四号）第六条第三項第六号 に規定する特定鳥インフルエンザをいう。次号及び
第十九条第二号イにおいて同じ。）、 
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項 から第九項 ま
でに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 

第二種 インフルエンザ（特定鳥インフルエンザを除く。）、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、

風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜

炎、急性出血性結膜炎その他の感染症 
 
 
学校保健安全法施行規則第十九条に定める出席停止の期間 
 
種類 病 名 
第一種 第一種の感染症にかかった者については、治癒するまで 
第二種 第二種の感染症にかかった者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他

の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。 
イ．インフルエンザ（特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。）

にあっては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日を経過するまで。 
ロ．百日咳にあっては、特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤に

よる治療が終了するまで。 
ハ．麻しんにあっては、解熱した後三日を経過するまで。 
ニ．流行性耳下腺炎にあっては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹 が発現した後五日

を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。 
ホ．風しんにあっては、発しんが消失するまで。 
ヘ．水痘にあっては、すべての発しんが痂皮化するまで。 
ト．咽頭結膜熱にあっては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。 
チ．結核、髄膜炎菌性髄膜炎にかかった者については、病状により学校医その他の医師

において感染のおそれがないと認めるまで。 
第三種 第三種の感染症にかかった者については、病状により学校医その他の医師において感染

のおそれがないと認めるまで 
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●Ｂ型肝炎

＜ワクチン接種フロー＞

＜Ｂ型肝炎抗体基準値＞

（一般社団法人 日本環境感染学会「医療関係者のためのワクチンガイドライン第 版」に準拠）

疾患名 抗体陰性 抗体陽性

型肝炎
抗体検査：

法

抗体検査： 以上

法

●ＱＦＴ検査（結核）

・ＱＦＴ検査を行います。（入学時に全員を対象に実施）

・陰性（ ）の場合は記録を学務課で保管して終了します。

・陽性（ ）及び判定保留の場合は、専門医の診断を受け、診断書を提出してください。

●インフルエンザ予防接種

インフルエンザに対する治療薬も実用化されていますが、感染前にワクチンで予防することがイン

フルエンザに対する最も有効な防御手段です。特にインフルエンザ患者と接触するリスクの高い医療

関係者においては、自身への感染防止の観点、患者や他の職員への施設内感染防止の観点、およびイ

ンフルエンザ罹患による欠席防止の、いずれの観点からも、積極的にワクチン接種を受けることが推

奨されます。よって、可能な限り予防接種を受けてください。なお、接種不可の理由等がある学生は

申し出てください。

●ワクチン接種状況、抗体検査結果報告期日

小児感染症 年生の 月末日までに完了してください。

Ｂ型肝炎 年生の 月 日までに完了してください。

ＱＦＴ検査（結核） 年生の 月末日までに完了してください。

インフルエンザ 流行時期になる前に改めて周知します。

抗体検査
（入学時に全員を対象に実施）

抗体陰性

ワクチン接種 回（ シリーズ）
（ ヶ月）

抗体検査
（ワクチン接種から ～ ヶ月あける）

抗体陰性

検査表を学務課に提出して終了
（もう シリーズ接種も可）

抗体陽性

検査表を学務課に提出して終了

抗体陽性

ワクチン接種不要
記録を学務課で保管して終了

ヶ月

抗

体

検

査

ワクチン接種のスケジュール（1シリーズ）
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交通機関の運休、気象条件の悪化による授業の休講

および定期試験の延期措置について（医学部申し合わせ）

平成 年 月 日

教授会承認

【阿倍野キャンパス】

⑴ 交通機関の運休による授業の休講について

次の交通機関の①～⑤のいずれかが運休（事故等による一時的な運行停止を除く）を行った

場合の授業は原則として休講とします（定期試験の延期措置を含む）。ただし、別表のとおり

運行再開の時刻により、全部又は一部の授業を行います。また、運休の有無にかかわらず別段

の決定を行うことがあります。

●阿倍野キャンパス

① 阪和線および南海線本線全線が同時

② 大阪市高速電気軌道（大阪メトロ）全線および 大阪環状線全線が同時

③ 大和路線全線および近鉄南大阪線が同時

④ 学研都市線全線および京阪本線全線が同時

⑤ 神戸線・京都線全線および阪神本線・阪急神戸本線・京都本線が同時

⑵ 気象条件の悪化による授業の休講について

「大阪府下に暴風警報又は特別警報（すべて対象とする）のいずれか」が発令された場合の

授業は原則として休講とします（定期試験の延期措置を含む）。ただし、別表のとおり警報解 除

の時刻により、全部又は一部の授業を行います。また、警報発令の有無にかかわらず別段の決

定を行うことがあります。

（別表）

●阿倍野キャンパス

運行再開・警報解除の時間 休講となる授業 実施する授業

午 前 ７ 時 以 前 全時限

午 前 時 以 前 午前開始の授業 午後開始の授業

午前 時を過ぎても解除されない場合 全授業

※ 交通機関の運休とは、事故、気象現象、地震、交通ストライキ、その他の理由により交通機

関が運行休止になり、通学が困難な場合をいう。

※ 授業中または試験中に、暴風警報又は特別警報が発令された場合は、原則として、実施中の 授

業・試験についてはそのまま行い、その次の時限から授業は休講とする。

※ このほか、必要がある場合は、各学部又は各研究科において別に定める。

●Ｂ型肝炎

＜ワクチン接種フロー＞

＜Ｂ型肝炎抗体基準値＞

（一般社団法人 日本環境感染学会「医療関係者のためのワクチンガイドライン第 版」に準拠）

疾患名 抗体陰性 抗体陽性

型肝炎
抗体検査：

法

抗体検査： 以上

法

●ＱＦＴ検査（結核）

・ＱＦＴ検査を行います。（入学時に全員を対象に実施）

・陰性（ ）の場合は記録を学務課で保管して終了します。

・陽性（ ）及び判定保留の場合は、専門医の診断を受け、診断書を提出してください。

●インフルエンザ予防接種

インフルエンザに対する治療薬も実用化されていますが、感染前にワクチンで予防することがイン

フルエンザに対する最も有効な防御手段です。特にインフルエンザ患者と接触するリスクの高い医療

関係者においては、自身への感染防止の観点、患者や他の職員への施設内感染防止の観点、およびイ

ンフルエンザ罹患による欠席防止の、いずれの観点からも、積極的にワクチン接種を受けることが推

奨されます。よって、可能な限り予防接種を受けてください。なお、接種不可の理由等がある学生は

申し出てください。

●ワクチン接種状況、抗体検査結果報告期日

小児感染症 年生の 月末日までに完了してください。

Ｂ型肝炎 年生の 月 日までに完了してください。

ＱＦＴ検査（結核） 年生の 月末日までに完了してください。

インフルエンザ 流行時期になる前に改めて周知します。

抗体検査
（入学時に全員を対象に実施）

抗体陰性

ワクチン接種 回（ シリーズ）
（ ヶ月）

抗体検査
（ワクチン接種から ～ ヶ月あける）

抗体陰性

検査表を学務課に提出して終了
（もう シリーズ接種も可）

抗体陽性

検査表を学務課に提出して終了

抗体陽性

ワクチン接種不要
記録を学務課で保管して終了

ヶ月

抗

体

検

査

ワクチン接種のスケジュール（1シリーズ）
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裁判員制度の実施に伴う修学上の措置について 
 
 
平成２１年５月２１日からの裁判員制度の実施に伴い、皆さんが裁判所からの呼出状

に基づき裁判所に出頭する場合や裁判員として裁判に参加する場合が予想されます。裁

判員等に選任された皆さんが修学上安心して参加出来るように、次のとおりの措置する

こととなりましたので、お知らせします。 
 

記 
 
１ 裁判員等に選任された場合（本人の意志により辞退しない場合） 
① 「欠席届」を提出してください。 

所定用紙の配付・提出先：医学部医学科学務課 
※ 全学共通科目については、学生支援課にて手続きを行ってください。 

 
２ 措置内容 
① 授業の欠席により皆さんに不利益を与えないよう、授業担当教員の判断により

措置を行います。 
② 定期試験期間中の場合は、追試験の対象とします。 

 
３ その他 

裁判員候補者の内、裁判員または補充裁判員に選任されなかった場合は、それ以 
降「欠席届」の提出はできません。 
 
 

平成２１年４月２２日 
教務担当部長通知 
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学生生活について

（ 学生生活ガイドより抜粋）

◇ 授業中に障害事故が発生した場合 ―療養費の一部補助に関する制度―

授業中（実験・実習等を含む）に障害事故が発生し、学内の保健管理センターで対応できず、

指定医療機関を受診した場合、その療養費のうち 万円を限度として、補助を受けることが

出来ます。

問い合わせ先： 医学部医学科学務課

◇ 心のケアサポート

保健管理センターでは、カウンセリングルームを設置し（医学部看護学科学生相談室）、臨

床心理士が心のケアサポートを行っています。気がかりな事がある場合は、上記カウンセリ

ングルームを利用してください。尚、詳細につきましては、随時掲示板にて確認してくださ

い。

問い合わせ先： 大阪市立大学保健管理センター

◇ セクシュアル・ハラスメント相談

本学では、平成 年 月に「セクシュアルハラスメントの防止および対応に関するガイドラ

イン」を定め、同 月より学内に一定のセクシュアル・ハラスメント相談体制を作り、セク

シュアル・ハラスメント防止に努めています。

学内構成員による相談窓口、及び、学外の専門相談員による相談窓口を設けていますので、

ご利用ください。尚、詳細につきましては、随時掲示板にて確認してください。

問い合わせ先： 法人運営本部人事課

◇ ハラスメント相談

本学ではセクシュアル・ハラスメント以外のハラスメントに対しても「ハラスメントの防止

と対応に関するガイドライン」を定め、ハラスメント防止に努めるとともに、相談と問題対

応にあたっています。

学内構成員による相談窓口、及び、学外の専門相談員による相談窓口を設けていますので、

ご利用ください。

医学部学生相談窓口教員：神経精神科 井上幸紀

ガイドライン、相談体制に関するお問い合わせ先：大学運営本部学務企画課

裁判員制度の実施に伴う修学上の措置について 
 
 
平成２１年５月２１日からの裁判員制度の実施に伴い、皆さんが裁判所からの呼出状

に基づき裁判所に出頭する場合や裁判員として裁判に参加する場合が予想されます。裁

判員等に選任された皆さんが修学上安心して参加出来るように、次のとおりの措置する

こととなりましたので、お知らせします。 
 

記 
 
１ 裁判員等に選任された場合（本人の意志により辞退しない場合） 
① 「欠席届」を提出してください。 

所定用紙の配付・提出先：医学部医学科学務課 
※ 全学共通科目については、学生支援課にて手続きを行ってください。 

 
２ 措置内容 
① 授業の欠席により皆さんに不利益を与えないよう、授業担当教員の判断により

措置を行います。 
② 定期試験期間中の場合は、追試験の対象とします。 

 
３ その他 

裁判員候補者の内、裁判員または補充裁判員に選任されなかった場合は、それ以 
降「欠席届」の提出はできません。 
 
 

平成２１年４月２２日 
教務担当部長通知 
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年度 行事予定表

年 月 日 月 授業開始（３･４･５年生） 新入生ガイダンス

月 日 火 授業開始（２年生）

月 日 金 新入生入学祝賀会

月 日 月 定期健康診断（新入生のみ）

授業開始（６年生）

月 日 水 授業開始（１年生）定期健康診断 阿倍野学舎

合同懇親会 ５年生・６年生

月 日 金 解剖体慰霊祭（２ ３年生 午後休講）

月 日（金）～ 月 日 日 大学祭

年 月 日（土）～ 月 日 日 大学入試センター試験

月 日 土 遺骨返還式 ２年生

月 日（火）～ 月 日 水 入学試験（個別学力検査）

月中旬 医師国家試験（予定）

――― 各 学 年 の 講 義 室 ―――

学 年 講 義 室 備 考

１年生 中講義室２（６階）

２年生 小講義室２（４階）

３年生 中講義室１（４階）

４年生 小講義室１（４階）

――― 授業講時表 ―――

※ただし、上記講時表と異なる時間帯で講義・実習を設定することがある。

分授業

時限 ～

時限 ～

時限 ～ ～

時限 ～ ～

時限 ～ ～

分授業

時限 ～

時限 ～

時限 ～

時限 ～

時限 ～

時限 ～


