
 

 

2022 年度 大学院医歯薬学総合研究科  

修業年限の特例（４年未満修了）による学位申請について 
 

Instruction of “Agreement on the special course term of less than four years at Okayama University 
Graduate School of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences” (2022) 
 

※この手引きでは，「日本語版」の英訳（留学生にとって申請時に特に必要な箇所を抜粋して英訳）を併記してい
ます。不明な点，疑問箇所等は，必ず事務担当窓口又は研究室スタッフに問い合わせてください。 

English translation (selection) is included along with Japanese. The translation has been made especially 
important materials for international students as enroll the graduate school. The formal version is written 
in Japanese. If you have any questions, please contact Graduate Office or your department staffs. 

 
 
１．早期修了の要件  Requirements 

 （１）修業見込年数が３年又は３年半の者について取り扱う。 

 （２）学位論文は，次の各号に該当するものとする。 

    ①学位論文は自著の原著論文とし，単著又は共著。ただし，共著の場合は筆頭著者であること。 

※複数筆頭者の場合は，他に定める申合せがありますので，大学院担当に確認してください。 

    ②著名な英文誌に掲載され，かつ，学位論文として完成された形と内容を持つこと。 

      なお，著名な英文誌とは，原則としてインパクトファクター３．０以上のものとする。 

     インパクトファクター３．０未満の場合は，その理由が記載された指導教授の推薦書により 

    学務委員会において審議するものとする。 

    ③共著の場合は，指導教授又は直接指導者（本研究科所属教員）１名以上が含まれていること。 
 
 
 

	
【注意】 

単位の修得方法については，履修するコースにより異なります。研究科ホームページの 

「学生便覧（履修案内）」を熟読し，入学時から確認する様に心がけてください。 
 
※授業に関する情報（学生便覧，シラバス検索等） 

https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/current-students-graduates/doctor/class-info/ 
 

 ※各システムの入り口  
  https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/current-students-graduates/master/system/ 
 
 

 



 

 

 
２．早期修了学位申請資格の審査 Review of the eligibility for a degree application 

    前項の要件を満たした者が学位申請をしようとする場合は，次の書類を提出し，学務委員会において 

学位申請資格の審査を受けなければならない。 
 

  ＜提出書類＞ 

① 学位論文 
Main Research Paper 

１冊 
1 copy 

 
 
 

② 

指導教授の推薦書 
Letter of Recommendation 

様式甲－１（早期修了） 
          Form 甲－１（早期修了） 

１部 
1 copy 

・投稿雑誌のインパクトファクターが 3.0 未満の場合は， 
その理由を盛り込んでください 。 

③ 履歴書 
Curriculum Vitae 

様式甲－２（早期修了） 
          Form 甲－２（早期修了） 

 
１部 
1 copy 

 

④ 学位申請者・学位論文・連絡先等・修了
要件について 
Information of the Application, 
Doctoral Dissertation Paper, and 
Contact Information 

様式甲－３（早期修了） 
           Form甲－３（早期修了） 

 
 
 
１部 
1 copy 

 
・掲載予定の場合はアクセプト・レター（本紙）を 

添付してください。 
・申請者を除いた共著者数が１１名以上の場合は， 

指導教授の理由書を添付してください。 
・修了要件については，予め確認をしてください。 

⑤ 研究業績一覧 
Research Achievement 

様式甲－４（早期修了） 
          Form 甲－４（早期修了） 

 
１部 
1 copy 

・Ａ４版（１枚程度）で作成してください。 

⑥ 早期修了資格審査申請者データ  
Applicant’s data  

様式甲－５（早期修了） 
Form 甲－５（早期修了） 

 
１部 
1 copy 

・Ａ４版の用紙に印刷してください。 

※ 上記⑥の「早期修了資格審査申請者
データ」（様式甲-５）の電子媒体
（Excel）ファイル 
Send above ⑥ data file (Excel) via 
E-mail to Graduate Office 

 
 
 

－ 

上記⑥の Excel ファイルを電子メールで教務グループ大
学院担当宛に提出してください。 
・ファイル名は，「学生番号・氏名」としてください。 
・メールの件名は，「博士早期修了資格審査・学生番号・氏名」
としてください。 

＜教務グループ大学院担当メールアドレス＞ 
kdf7986@adm.okayama-u.ac.jp 

 
※ 学位申請の手引き，様式，申請書類チェックリスト，記入例等については，医歯薬学総合研究	

ホームページ≪博士課程大学院生＞学位論文申請（医学系）＞学位申請手引および申請書類等≫から	

ダウンロードできます。	
“Instructions of Doctoral Dissertation”, Designated forms, “Check list of Application Documents” and Example, 

are available for download from the website above. 
 
＜早期修了学位申請資格 確認書類受付期間 ＞ 
Period of Application Documents Submission for Review of Doctoral Dissertation 
※学位申請受付期間下記受付期間一覧表を確認して，該当の受付期間内に手続きを行ってください。 

＜2022 年度 日程＞ Schedule for 2022 
https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/current-students-graduates/doctor/dissertation/ 

 



 

 

 
３．学位申請 Application of Doctoral Dissertation 

   学務委員会において学位申請資格を認められた者は，学位申請を行うことができる。 
   

＜提出書類＞ 

  「学位申請の手引き」記載の書類等 
 
 

＜学位申請の時期及び学位授与日＞	 Application Period and Commencement Date 
● 学位論文の提出時期は 12 月及び 6 月の別に定める日とする。 

● 学位授与の月日は，岡山大学における学期及び学事暦等に関する申合せに規定する 
修了日とする。 
 

※学位申請受付期間下記受付期間一覧表を確認して，該当の受付期間内に手続きを行ってください。 

＜2022 年度 日程＞ Schedule for 2022 
https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/current-students-graduates/doctor/dissertation/ 

 
 
 
 
４．その他 Others 

・「複数の筆頭著者による論文」を学位論文とする場合の申し合せが定められています。 

該当する可能性がある場合は，あらかじめ医歯薬学総合研究科ホームページで確認してください。 
https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/current-students-graduates/doctor/dissertation/thesis-m_2/ 

 
・個人情報について 

   学位申請資格確認の履歴書等に記載された個人情報は，学位申請資格確認にのみ使用します。 
https://www.mdps.okayama-u.ac.jp/current-students-graduates/doctor/dissertation/privacy/ 

 
 
 
 
【学位論文の作成上の留意点】 
 

（１） 申請者及び指導教授の所属に、「岡山大学大学院医歯薬学総合研究科博士課程」と「教育研究分野名」が記

載されていること。 

【記載例】 

 Department of Neurological Surgery, Okayama University Graduate School of Medicine, Dentistry and 
Pharmaceutical Sciences, Okayama, Japan 

※グレースケールの部分を各自所属する教育研究分野名の英文正式名称に変更してください。 

 
（２） 学位論文を作成する上での役割分担について、申請者が筆頭著者に値する役割を果たしていること。 

【例】 “writing”, “writing original draft”, “writing review and editing”, “wrote the manuscript” 等の記載箇所に

申請者の名前が記載されていること 

 


