
2020 年度 海外臨床実習 
応募要綱 

医学教育・国際化推進センター 

（2019 年 4 月 26 日） 



１． 海外臨床実習基本方針 

① 京都大学医学部は、国際的な視野にたった基礎研究／臨床での活動を奨励する。
② 一方で、留学の質の担保が重要である。
③ 海外臨床実習では、参加型実習の基礎となる患者とのコミュニケーション能力を京

都大学が保証して相手先に送り出す（選抜を行う）。
④ 学生の安全確保が担保されていることが必要条件である。

（注）実際の留学は、６回生（Final Year：４月以降）になってからのものが多い。
イレクティブ期間の選択には注意すること。

２． 選抜について 

各実習先へ派遣するにあたり、京都大学の代表として、ある程度の学力・人間性が求めら
れています。中でも英語力は必須で、欧米では高い基準を設けている大学もあります。参加
型実習の基礎となる患者とのコミュニケーション能力を確認する目的で、医学教育・国際化
推進センターでは、下記の概要で学生選抜を行います。 

 面談
 「どこに行きたいか、どんなことをしたいか」など、留学目的の確認
 簡単な英語でのインタビュー

 TOEFL iBT の点数を提出 （TOEIC、IELTS では相手方に認められないことがありま
す。）

３． スケジュール

 海外での臨床実習を検討している者は 2019 年 5 月 31 日（金）までに医学教育・
国際化推進センターにメールにて①～③を連絡すること。

① 氏名
② 選択しているイレクティブの時期（前半 or 後半）
③ 連絡がつくメールアドレス
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 2019 年 7 月 31 日（水）までにエントリーシートをメールにて提出してください。
様式は医学教育・国際化推進センターHP よりダウンロードできます。

http://cme.med.kyoto-u.ac.jp/studyabroad/index.html 

 2019 年 8 月初旬 面接日程の調整（エントリーシートを提出された方へメールに
て連絡します。）

 2019 年 8 月 21 日（水） TOEFL iBT スコア提出期限

 2019 年８月中旬～9 月中旬 面接実施

 2019 年 10 月初旬 実習先決定
準備手続き開始
・申請書類提出（提出期限は実習先による）
・ビザの取得、宿舎の確保等

医学教育・国際化推進センター メールアドレス 
060edu@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp 

※メール送付の際は件名に氏名を記載してください。
※連絡に携帯アドレスを利用する場合は、個別受信設定にて＠mail2.adm.kyoto-u.ac.jp を
登録しておいてください。

４． その他 

先輩の留学レポートなどは PandA に掲載しています。 
PandA トップページ ＞ 海外留学 ＞ 留学の体験談 
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５． 実習先⼀覧

No. ⼤学名／病院名 ⼤学名／病院名（英語表記） 国名 求められる語学⼒ 授業料・⼊学料等 【参考】宿舎（過去の実績）

1 ブラウン⼤学 医学部
The Warren Alpert Medical School of
Brown University

アメリカ TOEFL ibt 100点以上 免除 寮（500ドル／⽉）

2
UCSD
（カリフォルニア⼤学サンディエゴ校）

University of California, San Diego アメリカ
明⽰されていないが、⾮公式にTOEFL100程度
（特にSpeaking≧24）

2020年からは免除 ⻑期滞在型ホテル（約1,000ドル／⽉）

3 ボルドー⼤学（ボルドー⼤学病院）
University de Bordeaux（Centre
Hospitalier-Universitaire de Bordeaux）

フランス
英語はCEFR B2レベル以上、仏語はCEFR B1レベ
ル以上（実習はほぼ仏語のため、第⼆外国語で履
修していないとかなり厳しい）

免除 寮（⼤学敷地内、病院までバスで15分、約3万円）

4 シンガポール国⽴⼤学 医学部
Yong Loo Lin School of Medicine,
National University of Singapore

シンガポール
⼀定の語学⼒を京⼤に⽰すこと
（診療科によっては条件が課される可能性有︖）

免除 ユースホステル

5
国⽴台湾⼤学 医学院
※少なくとも48週の臨床実習を終えてい
ること。

National Taiwan University  School of
Medicine

台湾 ⼀定の語学⼒を京⼤に⽰すこと 免除 学⽣寮（18,800台湾ドル／⽉）

6 ⾼雄医学⼤学 Kaohsiung Medical University 台湾 ⼀定の語学⼒を京⼤に⽰すこと 免除 学⽣寮（⼤学構内、病院まで徒歩3分、416NT$／週）

7 ソウル⼤学校医科⼤学
Seoul National University College of
Medicine(SNUCM)

韓国 ⼀定の語学⼒を京⼤に⽰すこと 免除
学⽣寮に空きがあれば⼊居可
ゲストハウスに滞在（2,000円／⽇※協定校なので、
3,000ウォンの半額）⼤学病院から徒歩５分程度

8 延世⼤学校医科⼤学 Yonsei University College of Medicine 韓国 ⼀定の語学⼒を京⼤に⽰すこと 免除 実績なし

9 マヒドン⼤学 シリラート病院医学部
Faculty of Medicine Siriraj Hospital,
Mahidol University

タイ ⼀定の語学⼒を京⼤に⽰すこと 実習費（1000バーツ） 学⽣寮（無料）

チュービンゲン⼤学
※2⽉中旬〜3⽉の⾒込み

University of Tübingen ドイツ ⼀定の語学⼒を京⼤に⽰すこと 免除 学⽣寮（45ユーロ／⽇）

※こちらに掲載の情報から変更されている場合もあります。
※各⼤学のホームページにて希望する診療科が受け⼊れ可能かどうか（希望する臨床実習ができるかどうか）、期間が⾃分のスケジュールに合うかどうかを確認してくだ

さい。
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No. ⼤学名／病院名
学⽣交流協定

校
留学申請書類の提出期限等について

（※教務課にはその１週間前までに申請書類を提出）
備考 実習期間（条件）

1 ブラウン⼤学 医学部 ● 希望する実習開始⽇の４〜６ヶ⽉前
実習期間の前週にオリエンテーションがあるため、別
病院のイレクティブがある場合は参加できない。

４週間

2
UCSD
（カリフォルニア⼤学サンディエゴ校） ●

WEBで指定される期限
※例年6⽉末(９⽉開始の場合）

その年のプログラム（スケジュール）が公開されるの
は３⽉初旬。※プログラム開始は9⽉〜のため、９⽉の
実習しか選択できない可能性がある

3 ボルドー⼤学（ボルドー⼤学病院） ● 10週間前まで（WEB申請）

4 シンガポール国⽴⼤学 医学部 ●
希望する実習開始⽇の８ヶ⽉前まで
（WEB申請あり）

４週間から８週間

5
国⽴台湾⼤学 医学院
※少なくとも48週の臨床実習を終えているこ
と。

● 希望する実習開始⽇の２〜６ヶ⽉前（WEB指定） 4週間以上３ヶ⽉以内

6 ⾼雄医学⼤学 ● 希望する実習開始⽇の10週間前 1ヶ⽉以上3ヶ⽉以下

7 ソウル⼤学校医科⼤学 ●
「希望する実習開始⽇の10週間前」と「WEBで指定され
ている締切⽇の1週間前」のどちらか早い⽅

12週間まで

8 延世⼤学校医科⼤学 ●
「希望する実習開始⽇の10週間前」と「WEBで指定され
ている締切⽇の1週間前」のどちらか早い⽅

9 マヒドン⼤学 シリラート病院医学部 ● 希望する開始⽇の4〜6ヶ⽉前まで

チュービンゲン⼤学
※2⽉中旬〜3⽉の⾒込み ● ⽬安として渡航の２か⽉前まで 2週間
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