
２０２０年５月１８日 通知 

 

２０２１年度博士課程入学試験に関して 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を鑑み、標記の入試について以下のとおり扱います。不明な点

がある場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。 

 なお、今後の情勢が不明なことから、なるべく第１回試験に出願するようにしてください。 

 

１．出願書類の提出について 

 海外から出願書類を直接送付する場合は、出願期間内に届くように EMS で送付してください。その

際、すべての書類の写しを、E-mail に添付して学生支援係あてに提出してください。 

郵便事情により書類到着が遅れた場合に限り、E-mail での提出をもって出願を受け付けます。 

 ・件名は「博士入試 出願書類」としてください。 

 ・本文には、「氏名」「連絡先」「EMS の追跡番号」を記載してください。 

 

２．試験について 

 第１回試験に出願したが、新型コロナウイルス感染症の影響により試験を受けられなかった場合は、

第２回の試験を受けることができます。検定料、出願書類を再提出する必要はありません。この場合、試

験前日までにメールで連絡し、手続きについて指示をうけてください。 

なお、ほかの理由による欠席の場合は、第２回試験に改めて出願する必要があります。 

 

３．資格認定審査について（該当者のみ） 

 書類選考により行います。面接試験は実施いたしません。 

 申請期間、合格発表日時に変更はありません。 

 

 

 

 

 

書類送付先・問い合わせ先 

大阪大学 医学系研究科 教務室 学生支援係 

〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-2 

Email: i-kyomu-gakuseishien@office.osaka-u.ac.jp 

  



May 18, 2020 

 

【Notice】 Regarding April Admission for Doctoral Course  

 

Due to the outbreak the COVID-19, as such, we have decided to accept the submission of application 

documents as follows. If you have any questions, please contact the following contact information. 

In addition, the future situation is unidentified, therefore, kindly consider to apply to the Autumn 

Examination if possible. 

 

1. Submission of Application Documents 

If you send the documents from overseas, please send the application documents to meet the 

application period by EMS. At the same time, please send us all the documents copies by E-mail as 

an attachment. 

If the documents do not arrive in time due to Postal delivery delay, we will accept your application by 

your E-mail. 

 E-mail title: Application documents for April Admission 

  Body: Your name, contact information, and EMS tracking number must be mentioned. 

 

2. Examination 

If you apply for the Autumn Examination and unable to take the Exam because of the effect of the 

COVID-19, you can take the Winter Examination without resubmission the application documents 

and Examination fee. In this case, please contact to us by September 30 and ask us the procedure 

instruction. 

If you do not take the Exam because of the other reason, you must submit application documents and 

make payment of the examination fee again. 

 

3. Qualifying Review *only when necessary 

The screening will be done by only on the basis of the submitted application documents. The interview 

examination will not be held. 

The schedule of the application period and the result announcement does not change. 

 

 

 

Contact and submission information 

GAKUSEISHIEN-KAKARI,  

Graduate School of Medicine, Osaka University 

2-2 Yamadaoka, Suita, Osaka, JAPAN  565-0871 

Email: i-kyomu-gakuseishien@office.osaka-u.ac.jp 


