
 

 

 

令和４年１０月医学系研究科入学者ガイダンス 
         
◎新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大に関連し、今年度１０月入学者向け東北大学

大学院医学系研究科新入生ガイダンスは、動画配信（ISTU：東北大学インターネットスクー

ル）により実施いたします。 
 
 ＊配付資料の削減及び印刷業務省略化の観点から、前回に引き続き、資料及び提出様式等を、ISTU 及

びグループウェアに掲載し、新入生自身にダウンロードしてもらう予定ですが、掲載箇所については、

Google ドライブに一括して掲載する等、改善していく予定です。 
 
※動画は、１０月３日（月）以降、ISTU（東北大学インターネットスクール）から視聴が可

能となります。 
視聴方法については、ガイダンス配布資料からご確認ください。 

 【参照】「ISTU システムの利用について」 
 
※学生証をガイダンス資料と併せてお送りしております 
  
  ＊今年度 10 月入学者から、東北大 ID 通知書の個別配付はなくなり、９月上旬に合格通知書と併せて

お送りしている ID・パスワードを使用して、新入生自身で確認用サイトにアクセスの上、ご確認いただく

ようになります。 
  
【ISTU 収録内容】 
 （１）研究科長挨拶 
 （２）学生厚生関係について 
 （３）キャリア支援センターの紹介について 
 （４）日本学術振興会特別研究員制度について 
 （５）情報セキュリティに関する説明について 
 （６）医学分館の利用について 
 （７）生命科学（脳科学）国際共同大学院について 
 （８）未来型医療創造卓越大学院プログラムについて 
 
修了要件やカリキュラム等については、今年度４月期同様、学生向け配布資料にて説明します。 
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【注意事項 Important notice】 
医学系研究科では、現状、県外から来仙される方の星陵キャンパス入構を禁止してはおりま

せんが、体調不良の方については、所属分野・診療科に報告の上、指示を受けてください。 
なお、感染流行地域や緊急事態宣言発令地域への不要不急の移動は自粛を要請しております

ので、やむを得ず当該地域への移動が必要な場合には、所属分野・診療科から事前の許可を得

てください。また、当該地域で感染リスクを伴う行為を行った場合には、帰仙日から 7 日間の

健康観察を徹底し、健康観察期間内は星陵キャンパス入構及び研究科構成員との接触を可能な

限り控えてください。 
不明な点は、留学生は国際交流支援室に、非留学生は大学院教務係に問い合わせください。 

 
 

令和４年１０月 
東北大学大学院医学系研究科 教務課大学院教務係 

 

※各講演者に今年度４月期の配信動画及び

配布資料を確認いただき、10 月期も継続使用

することが可能かご判断いただきます。 
→再収録及び資料の差替えが必要な場合は、

ISTU 支援室担当者とスケジュール調整の

上、対応する予定です。 



 

New Student Guidance - October, 2022- 
 

Due to the spread of the coronavirus (COVID-19), the guidance for new students of Tohoku 
University Graduate School of Medicine will be done ONLINE. 
The Guidance is available in both Japanese and English, so please join either of them. 
In addition, we also notify our response to COVID-19, especially regarding restrictions on 
access to our campus. Please be aware of it. 
 
■ In Japanese 
The guidance in Japanese will be provided for new students as VIDEO distribution. 
  ※The video will be available from ISTU (Internet School of Tohoku University) after 

October 3 (Mon.). 
Please refer to the guidance materials for information on how to watch video through ISTU.. 

※ [Reference] "About the use of the ISTU System" 
If you have questions, please contact Graduate Academic Affairs section. 
Student ID card, etc. have been enveloped with your guidance materials. 
 

【Guidance Video Contents - ISTU】 
 （１）Message from the Dean 
 （２）About the Student Campus Life 
 （３）About the Center for Career Support 
  （４）About Research Fellowship for Young Scientists 
 （５）Information Security Lecture 
 （６）About the Tohoku University Medical Library 
 （７）About Neuro Global International Joint Graduate Program 
 （８）About Advanced Graduate Program for Future Medicine and Health Care 

 
■ In English  
The guidance for incoming international students in English will be held by International 
Exchange Office. 
Details including the schedule, Zoom URL etc. will be provided later to each student by email.  
Please wait for a while. 
We recommend you read the guidance materials in advance so that you can take advantage 
of the opportunity of the guidance. 
 
********************************************************************************************************** 

【Important notice】 
Although the Graduate School of Medicine, now, don’t prohibit persons who just arrived from the 
outside of Sendai to enter the Seiryo-campus, but who have symptoms suspected of COVID-19 need 
to report to your department and receive instructions from your supervisor. 
If you need to go to Infectious endemic areas or area of emergency declaration, please report to your 
department or division and ask for permission in advance. 
If you have engaged in any activities in the area that pose a risk of infection, you are required to 
undergo thorough health monitoring for 7 days from the day you return to Sendai, and refrain from 
entering the Seiryo-campus and having contact with members of the Graduate School as much as 
possible during this period. 
If you fall under any of the above conditions, please report to your department and receive instructions 
from your supervisor.  
If you have any questions, please contact the relevant administrative office. 
  ●For International Students : The International Exchange Office. 
  ●For Japanese Students : Graduate Academic Affairs Section.  
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