
※担当の教室・教員等は各教室ページを確認してください。 ※講義は主として病院棟４階　臨床講堂Ⅰで行われますが、詳細は掲示または講義内等で通知します。

No 日付 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 日付 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 日付 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 日付 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 日付 １限 ２限 ３限 ４限 ５限

1 1/18 画像医学 消化器 消化器 循環器 循環器 1/19 麻酔 呼吸器 呼吸器 栄養 栄養 1/20 呼吸器 消化器 消化器 血液 血液 1/21 呼吸器 呼吸器 呼吸器 血液 臨床検査 1/22 呼吸器 麻酔 麻酔 循環器 循環器

2 1/25 画像医学 消化器 消化器 循環器 循環器 1/26 麻酔 呼吸器 呼吸器 栄養 栄養 1/27 呼吸器 消化器 消化器 血液 血液 1/28 呼吸器 呼吸器 呼吸器 血液 臨床検査 1/29 呼吸器 麻酔 麻酔 循環器 循環器

3 2/1 腎・泌尿器 消化器 消化器 循環器 循環器 2/2 麻酔 呼吸器 呼吸器 循環器 循環器 2/3 内分泌 消化器 消化器 血液 血液 2/4 呼吸器 内分泌 内分泌 血液 臨床検査 2/5 循環器 麻酔 麻酔 消化器 消化器

4 2/8 腎・泌尿器 消化器 消化器 循環器 循環器 2/9 麻酔 呼吸器 呼吸器 内分泌 内分泌 2/10 呼吸器 消化器 消化器 血液 血液 2/11 2/12 循環器 麻酔 麻酔 消化器 消化器

5 2/15 腎・泌尿器 腎・泌尿器 腎・泌尿器 循環器 循環器 2/16 麻酔 内分泌 内分泌 内分泌 内分泌 2/17 腎・泌尿器 消化器 消化器 血液 血液 2/18 内分泌 内分泌 内分泌 血液 臨床検査 2/19 循環器 循環器 循環器 消化器 消化器

6 2/22 消化器 消化器 消化器 循環器 循環器 2/23 2/24 腎・泌尿器 消化器 消化器 血液 血液 2/25 内分泌 内分泌 内分泌 血液 血液 2/26 循環器 循環器 循環器 消化器 消化器

7 3/1 3/2 麻酔 内分泌 内分泌 内分泌 内分泌 3/3 腎・泌尿器 消化器 消化器 血液 血液 3/4 内分泌 内分泌 内分泌 運動 運動 3/5 循環器 循環器 循環器 消化器 消化器

8 3/8 講義予備日 衛・公 衛・公 循環器 循環器 3/9 栄養　本試験 3/10 講義予備日 講義予備日 講義予備日 講義予備日 講義予備日 3/11 内分泌 内分泌 内分泌 運動 運動 3/12

3/15 3/16 3/17 3/18 3/19

3/22 3/23 3/24 3/25 3/26

3/29 3/30 3/31 4/1 4/2

9 4/5 4/6 4/7 4/8 神経 神経 神経 神経 神経 4/9 腎・泌尿器 生殖 生殖 精神 救急

10 4/12 腎・泌尿器 腎・泌尿器 腎・泌尿器 循環器 循環器 4/13 耳鼻 眼 眼 循環器 循環器 4/14 腎・泌尿器 腎・泌尿器 耳鼻 神経 神経 4/15 神経 神経 神経 運動 運動 4/16 腎・泌尿器 生殖 生殖 精神 精神

11 4/19 衛・公 衛・公 衛・公 講義予備日 講義予備日 4/20 耳鼻 眼 眼 救急 救急 4/21 腎・泌尿器 腎・泌尿器 救急 精神 精神 4/22 神経 神経 神経 衛・公 衛・公 4/23 腎・泌尿器 生殖 救急 精神 精神

12 4/26 衛・公 衛・公 衛・公 運動 運動 4/27 4/28 講義予備日 講義予備日 講義予備日 講義予備日 講義予備日 4/29 4/30 腎・泌尿器 生殖 生殖 衛・公 衛・公

13 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 講義予備日 講義予備日 講義予備日 講義予備日 講義予備日

14 5/10 5/11 講義予備日 眼 眼 耳鼻 耳鼻 5/12 救急 腎・泌尿器 腎・泌尿器 精神 精神 5/13 救急 神経 神経 運動 運動 5/14 耳鼻 生殖 生殖 精神 救急

15 5/17 衛・公 衛・公 衛・公 運動 運動 5/18 眼 眼 眼 耳鼻 耳鼻 5/19 生殖 腎・泌尿器 腎・泌尿器 精神 精神 5/20 神経 神経 神経 運動 運動 5/21 耳鼻 生殖 生殖 精神 精神

16 5/24 衛・公 衛・公 衛・公 精神 精神 5/25 耳鼻 眼 眼 衛・公 衛・公 5/26 救急 生殖 生殖 衛・公 衛・公 5/27 神経 神経 神経 運動 運動 5/28 耳鼻 生殖 生殖 精神 精神

17 5/31 衛・公 衛・公 衛・公 精神 精神 6/1 耳鼻 眼 眼 衛・公 衛・公 6/2 生殖 生殖 生殖 生殖 生殖 6/3 神経 神経 神経 運動 運動 6/4 耳鼻 生殖 生殖 精神 精神

18 6/7 衛・公 衛・公 衛・公 精神 精神 6/8 耳鼻 眼 眼 人権
地域医療・
地域保健Ⅱ

6/9 腎・泌尿器 衛・公 衛・公 生殖 生殖 6/10 神経 神経 神経 運動 運動 6/11 耳鼻 生殖 生殖 衛・公 衛・公

19 6/14 衛・公 腎・泌尿器 腎・泌尿器 精神 精神 6/15 講義予備日 講義予備日 講義予備日 衛・公 衛・公 6/16 腎・泌尿器 衛・公 衛・公 衛・公 衛・公 6/17 神経 神経 神経 運動 運動 6/18 耳鼻 生殖 生殖 衛・公 衛・公

20 6/21
地域医療・
地域保健Ⅱ

腎・泌尿器 腎・泌尿器 衛・公 衛・公 6/22 耳鼻 眼 眼 衛・公 衛・公 6/23 腎・泌尿器 生殖 生殖 生殖 生殖 6/24 神経 神経 神経 運動 運動 6/25 耳鼻 耳鼻
地域医療・
地域保健Ⅱ

衛・公 衛・公

21 6/28 講義予備日
地域医療・
地域保健Ⅱ

地域医療・
地域保健Ⅱ

衛・公 衛・公 6/29 6/30 7/1 7/2

22 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9

23 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16

7/19 7/20 7/21 7/22 7/23

7/26 7/27 7/28 7/29 7/30

8/2 8/3 8/4 8/5 8/6

8/9 8/10 8/11 8/12 8/13

8/16 8/17 8/18 8/19 8/20

振替休日（山の日） 夏期休業日 夏期休業日 夏期休業日 夏期休業日

夏期休業日 夏期休業日 夏期休業日 夏期休業日 夏期休業日

夏期休業日

夏期休業日 夏期休業日 夏期休業日 夏期休業日 夏期休業日休

夏期休業日 夏期休業日 夏期休業日 海の日 スポーツの日

夏期休業日 夏期休業日 夏期休業日 夏期休業日

第１クール再試期間 救急　本試験 第１クール再試期間 腎・泌尿器　本試験 精神　本試験

公衆衛生学　本試験 生殖　本試験

みどりの日 こどもの日

衛・公実習① 衛・公実習② 衛・公実習③

第１クール再試期間

第
２
ｸｰ

ﾙ

消化器　本試験 令和３年度入学式 血液　本試験

内分泌　本試験

憲法記念日

健康診断

昭和の日

臨床検査　本試験

循環器　本試験

第１クール再試期間

学年末休業日

春期休業日 春期休業日 春期休業日 春期休業日 春期休業日

休

学年末休業日 学年末休業日 令和２年度卒業式 学年末休業日 学年末休業日

学年末休業日 学年末休業日 学年末休業日 学年末休業日

第
１
ｸｰ

ﾙ

麻酔　本試験

建国記念の日

４年生（Ⅶ・Ⅷ期）カリキュラム
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

天皇誕生日

呼吸器　本試験



※担当の教室・教員等は各教室ページを確認してください。 ※講義は主として病院棟４階　臨床講堂Ⅰで行われますが、詳細は掲示または講義内等で通知します。

No 日付 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 日付 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 日付 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 日付 １限 ２限 ３限 ４限 ５限 日付 １限 ２限 ３限 ４限 ５限

４年生（Ⅶ・Ⅷ期）カリキュラム
月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

24 8/23 8/24 8/25 8/26 8/27

25 8/30 8/31 9/1 9/2 講義予備日 講義予備日 9/3 講義予備日 リウマチ リウマチ 小児科学 小児科学

26 9/6 画像医学 皮膚 皮膚 加齢と老化 小児科学 9/7 リハビリ 歯科 歯科 病理診断 病理診断 9/8 講義予備日 講義予備日 画像医学 リハビリ リハビリ 9/9 画像医学 講義予備日 講義予備日 病理診断 病理診断 9/10 講義予備日 リウマチ 画像医学 小児科学 小児科学

27 9/13 画像医学 皮膚
特別講義
（生命倫理）

加齢と老化 緩和医療 9/14 リハビリ 歯科 歯科 病理診断 病理診断 9/15 画像医学 感染・腫瘍免疫 感染・腫瘍免疫 リハビリ リハビリ 9/16 医療安全 歯科 歯科 病理診断 病理診断 9/17 小児科学 画像医学 画像医学 リウマチ リウマチ

28 9/20 9/21 リハビリ 歯科 人権 病理診断 病理診断 9/22 画像医学 感染・腫瘍免疫 感染・腫瘍免疫 小児科学 小児科学 9/23 9/24 感染・腫瘍免疫 小児科学 小児科学 講義予備日 講義予備日

29 9/27 画像医学 皮膚 皮膚 加齢と老化 緩和医療 9/28 東洋 東洋 東洋 リウマチ リウマチ 9/29 放射線治療 皮膚 皮膚 病理診断 病理診断 9/30 医療安全 医療情報 医療情報 皮膚 講義予備日 10/1 感染・腫瘍免疫 放射線治療 放射線治療 小児科学 小児科学

30 10/4 腫瘍内科学 講義予備日 講義予備日 加齢と老化 緩和医療 10/5 東洋 東洋 東洋 リハビリ 医療安全 10/6 感染制御部 皮膚 皮膚 小児科学 小児科学 10/7 リハビリ 医療情報 医療情報 病理診断 病理診断 10/8 感染・腫瘍免疫 小児科学 小児科学
特別講義
（ﾜｰｸﾗｲﾌ
ﾊﾞﾗﾝｽ）

講義予備日

31 10/11 腫瘍内科学 医と法 医と法 講義予備日 講義予備日 10/12 形成 形成 10/13 感染制御部 皮膚 皮膚 小児科学 小児科学 10/14 在宅医療 医療情報 医療情報 病理診断 病理診断 10/15 感染・腫瘍免疫 小児科学 小児科学
特別講義
（地域医・保

Ⅱ）

特別講義
（地域医・保

Ⅱ）

32 10/18 講義予備日 皮膚 皮膚 病理診断 病理診断 10/19 東洋 東洋 東洋 病理診断 病理診断 10/20 10/21 在宅医療 医療情報 医療安全 講義予備日 東洋 10/22

33 10/25 講義予備日 小児科学 小児科学 病理診断 病理診断 10/26 形成 形成 10/27 医と法 医と法 10/28 感染・腫瘍免疫 感染・腫瘍免疫 医療安全 病理診断 病理診断 10/29 講義予備日 講義予備日 講義予備日 形成 形成

34 11/1 小児科学 小児科学 個人情報 個人情報 11/2 形成 11/3 11/4 11/5

35 11/8 11/9 11/10 11/11 11/12

36 11/15 11/16 11/17 11/18 11/19

37 11/22 11/23 11/24 11/25 11/26

38 11/29 11/30 12/1 12/2 12/3

(1) 12/6 12/7 12/8 12/9 12/10

(2) 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17

12/20 12/21 12/22 12/23 12/24

12/27 12/28 12/29 12/30 12/31

(3) 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7

(4) 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14

(5) 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21

(6) 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28

(7) 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4

(8) 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11

(9) 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18

※Ⅶ・Ⅷ期の臨床医学講義（主題別）については、すべて実務経験のある教員（大学附属病院等における勤務経験のある医師等）によって実施されている。

臨床実習 臨床実習 臨床実習
臨床実習

（OSCE本試験予備日）
建国記念の日

臨床実習 臨床実習 臨床実習 臨床実習
臨床実習

（OSCE再試験予備日）

学年末休業日
（オリエンテーション予備日）

学年末休業日
（オリエンテーション予備日）

学年末休業日
（オリエンテーション予備日）

学年末休業日
（オリエンテーション予備日）

CBT再試験

オリエンテーション 看護体験実習 看護体験実習 看護体験実習 看護体験実習

CBT（予備日） 臨床実習入門⑪

成人の日 OSCE

学年末休業日 学年末休業日 学年末休業日 学年末休業日 OSCE再試験

冬期休業日 CBT

臨床実習入門⑫ OSCE（予備日）

冬期休業日

冬期休業日 冬期休業日 冬期休業日 冬期休業日 冬期休業日

臨床実習入門⑥ 臨床実習入門⑦ 臨床実習入門⑧ 臨床実習入門⑨ 臨床実習入門⑩

休
冬期休業日 冬期休業日 冬期休業日 冬期休業日

第１・２・３クール再試期間 第１・２・３クール再試期間 第１・２・３クール再試期間 第１・２・３クール再試期間 第１・２・３クール再試期間

臨床実習入門① 臨床実習入門② 臨床実習入門③ 臨床実習入門④ 臨床実習入門⑤

第１・２・３クール再試期間 第１・２・３クール再試期間 第１・２・３クール再試期間 第１・２・３クール再試期間

第１・２・３クール再試期間 勤労感謝の日 第１・２・３クール再試期間 第１・２・３クール再試期間 第１・２・３クール再試期間

小児科学　本試験

病理診断　本試験 皮膚　本試験 感染・腫瘍免疫　本試験

敬老の日

画像・放治療　本試験 大学祭（10/22～10/24）

リウマチ　本試験

東洋　本試験 文化の日 医療情報・個人情報　本試験

衛生学　本試験 神経　本試験 耳鼻　本試験

第
３
ｸｰ

ﾙ

運動　本試験 眼　本試験 第１・２クール再試期間

秋分の日

歯科　本試験

リハビリ　本試験



令和３年度４年生臨床医学講義等試験日程表

授業科目 本 試 験 会 場

呼吸器系 3月1日 (月) 10:10～12:40

病態栄養治療学 3月9日 (火) 13:40～14:50

麻酔科学 3月12日 (金) 10:10～12:40

消化器系 4月5日 (月) 10:10～12:40

血液系 4月7日 (水) 13:40～16:10

代謝内分泌系 4月27日 (火) 10:10～12:40

臨床検査医学 5月6日 (木) 13:40～16:10

循環器系 5月10日 (月) 13:40～16:10

救急医学 7月5日 (月) 13:40～16:10

腎・泌尿器系 7月7日 (水) 10:10～12:40

精神医学系 7月9日 (金) 13:40～16:10

公衆衛生学　 7月13日 (火) 10:10～12:40

生殖系 7月15日 (木) 10:10～12:40

衛生学　 8月23日 (月) 10:10～12:40

神経系 8月25日 (水) 13:40～16:10

特殊感覚系（耳鼻咽喉科) 8月27日 (金) 10:10～12:40

運動器系 8月30日 (月) 10:10～12:40

特殊感覚系（眼科） 9月1日 (水) 10:10～12:40

歯科口腔外科 10月12日 (火) 10:10～12:40

画像医学・放射線治療 10月20日 (水) 10:10～12:40

リウマチ・膠原病系 10月26日 (火) 10:10～12:40

リハビリテーション 10月27日 (水) 10:10～12:40

東洋医学 11月2日 (月) 10:10～12:40

医療情報・個人情報　　 11月4日 (木) 10:10～12:40

病理診断学　 11月8日 (月) 13:40～16:10

小児科学 11月15日 (月) 10:10～12:40

皮膚科学 11月10日 (水) 10:10～12:40

感染・腫瘍免疫系 11月12日 (金) 10:10～12:40

※　授業科目によって試験の開始時間が違うので留意すること。

※　試験の場所、時間等については、変更する場合があり、その場合はその都度別途掲示する。

本試験日時

 病院棟４階　 臨床講堂１


