
革命の時代へ

日本医科大学
NIPPON MEDICAL SCHOOL 2019

Open Campus 日本医科大学 オープンキャンパス日程

［第1回］平成30年7月27日（金）13：00〜　　［第2回］平成30年8月17日（金）13：00〜

会場	 日本医科大学	千駄木校舎		
	 医学部教育棟および基礎医学大学院棟	
	 （東京都文京区千駄木1-1-5）
集合場所	 医学部教育棟講堂	（教育棟2階）
説明会概要	 ①開会	挨拶（学長）	 	
	 ②カリキュラムの説明（教務部長）	 	
	 ③入試の説明（医学部長）	
	 ④教授による模擬講義		 	
	 ⑤基礎医学の講義などの自由見学	
	 ⑥進学相談・質問コーナー・学生による相談会
お問い合わせ	 日本医科大学	アドミッションセンター	
	 〒113-8602	東京都文京区千駄木1-1-5		
	 TEL.	03-3822-2131（代表）	内線	5120

日本医科大学

https://www.nms.ac.jp/college/

https://www.nms.ac.jp/college/nyushi/

千駄木校舎	 	〒113-8602		
東京都文京区千駄木1-1-5	
TEL.	03-3822-2131（代表）

付属病院	 	〒113-8603		
東京都文京区千駄木1-1-5	
TEL.	03-3822-2131（代表）

多摩永山病院	 	〒206-8512		
東京都多摩市永山1-7-1	
TEL.	042-371-2111（代表）

武蔵境校舎	 	〒180-0023		
東京都武蔵野市境南町1-7-1	
TEL.	0422-34-3394（代表）

武蔵小杉病院	 	〒211-8533		
神奈川県川崎市中原区小杉町1-396	
TEL.	044-733-5181（代表）

千葉北総病院	 	〒270-1694		
千葉県印西市鎌苅1715	
TEL.	0476-99-1111（代表）

革
命
の
時
代
へ

N
IPPO

N
	M
E
D
IC
A
L	SC

H
O
O
L	2019



140年を超える伝統 
「克己殉公」「済生救民」の思い
日本医科大学の学是「克己殉公」とは、「己に克ち、広く人々のために

尽くす」という意味です。本学の前身「済生学舎」から続く140年以上

の歴史の中で、黄熱病の研究で広く知られる野口英世、第二次世界

大戦後にドイツでチフス治療に奔走した肥沼信次など、多くの卒業生

たちがこの学是を実践してきました。

そして、建学の精神「済生救民」を象徴するもののひとつに、本学の

救急医療が挙げられるでしょう。付属病院救命救急センターは1994

年に全国で初めて「高度救命救急センター」の指定を受け、付属4病

院や関連施設の救命救急センターは、日常の救急医療への社会貢献

はもちろん、ドクターヘリの運用、近年頻発する自然災害へのDMAT	

(Disaster	Medical	Assistance	Team)派遣など災害医療にも大きく

貢献しています。

テクノロジーの進化に対応して 
革命的な変化を続ける日本医科大学
医療・医学は日進月歩です。ビッグデータ、AI、ロボット、仮想・拡張現実

など、最先端のテクノロジーが医療・医学に革命をもたらしています。AI

やロボットが、医師の仕事の約3割を置き換えると予想されており、比較

読影にAI技術が活用されたり、8Kカメラを利用した内視鏡手術が行

われるようになりました。モニタリング技術の進歩は、ウェラブル端末と組

み合わされ集中治療、あるいは在宅医療に大きな進歩をもたらそうとし

ています。

こうした時代に、医師になろうとする者は「医師とはどうあるべきか？」に

ついて、従来とは異なった環境の中で問い続けなければなりません。最

新のテクノロジーを理解して、医療・医学のどのような領域で利用できる

のかを深く学ばなければならないのです。

日本医科大学 大学院
医学研究科

各病院

医学部

●医学科
●共同研究施設
●医学教育センター
●アドミッションセンター

●医学専攻

●健診医療センター
●呼吸ケアクリニック
●腎クリニック

● 成田国際空港
 クリニック

武蔵小杉病院
多摩永山病院
千葉北総病院

付属病院

日本医科大学 組織図
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革命の時代へ

日本医科大学は、このテクノロジーの進化に対応し、革命的といえるほ

ど大きく変り続けています。理科系大学、学部との連携により、テクノロ

ジーを理解するカリキュラムを充実させ、研究配属では自ら研究しま

す。キャンパスには新付属病院がグランドオープンして、そこでは最新テ

クノロジーの活用を直接体験することができます。医療・医学が大きく変

ろうとしているいま、どのような環境で学ぶかは、その後の医師としての

ポテンシャルに大きな違いをもたらすことは間違いありません。

今こそ必要とされる「愛と研究心」を
めざす医師像につなげてほしい
高度なテクノロジーが活用される中で、「人として医師は何をしなけれ

ばいけないのか？」「患者さんが望むものは何か？」という問いの重みが

増しています。医学部に入学することがゴールではなく、テクノロジー革

命の時代に医師はどうあるべきか？本学の教育理念「愛と研究心を有

する質の高い医師と医学者の育成」が、あなたがめざす医師像につい

て深く考える時間を与えてくれるはずです。

1983年日本医科大学医学部卒業。86年、国立がんセンター研究所病理部で研修。89年、日本
医科大学大学院を修了。95年、National	Cancer	Institute/NIHに留学。日本医科大学講師、
助教授、講座主任（教授）、大学院教授、医学部長を経て、2015年10月に日本医科大学学長に
就任。専攻は内科学（呼吸器・感染・腫瘍部門）。

日本医科大学　学長　弦間 昭彦

1 NIPPON MEDICAL SCHOOL NIPPON MEDICAL SCHOOL 2



未来型医学教育
質の高い医師・医学者を育成するために、学生が能動的に学び、思考し、理解を深められる環境を整えています。

ICTを活用したeラーニングや電子黒板、学生用電子カルテシステムの導入はその一例。

より良い医学教育の実現に向けて常に進化を続けています。

進化する日本医科大学 I

学修支援システムの開発
予習・復習をサポートす
るeラーニング学修支
援システムを開発。イン
ターネット上に公開され
た資料で予習してから
授業に臨めるので、理
解度が深まります。また、
授業の様子を収めた動画も公開されるので、いつでも何度でも復習
することができます。

学生用電子カルテを導入
臨床実習においては、
診療録の記載も必須項
目です。しかし、病院
の電子カルテシステムに
学生がアクセスするの
は医療安全上のリスク
が高いため、メインの
電子カルテとは別に、学生用電子カルテを導入。学生が自由に診療
録を記載できるようにしています。

Big Pad（大型電子黒板）を活用
学生たちが少人数のグループで討論しながら学ぶ SGL（Small	
Group	Learning）では、思考力やコミュニケーション力、積極性を
養えます。その SGLで
活用できるように50 台の
Big	Pad（大型電子黒板）
を用意。グループごとの
学習成果が共有できるよう
になりました。人工知能と
の連動も開発予定です。

学生用電子カルテの概要
〈システムイメージ〉
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日本医科大学付属病院

「アクションプラン21」は、文京区千駄木の本学と付属病院の再開発プロジェクトとして

創立130周年を迎えた2006年にスタートしました。そして2018年、いよいよ新病院がグランドオープン。

最先端かつハイレベルな学びの場として、本学学生にとってもますます充実した環境を追求しています。

進化する日本医科大学 II

医療革新に対応した新病院誕生
「アクションプラン21」として、これまで医学部校舎の建て替えや、新
病院の建設などを進めてきました。そして、本プロジェクトの中でもっと
も大きな事業であった、新病院が 2018 年 1月にグランドオープンしま
した。本学付属病院の「すべては患者さんのために」という理念に沿っ
た、患者さんの快適さと安全性を重視した病院となっています。高度
情報化に対応した医療環境や、本学付属病院の強みである救急医
療と集中治療室を、他に類を見ないほどに強化・充実させた新しい
病院で、すべての人に優しい、最新の医療を実現します。

最先端かつハイレベルな学びの場
最先端の設備を揃えた、すべての人に優しい病院。それは、病院を
訪れるすべての方、地域の方々、スタッフ、ここで学ぶ学生にとって
も優しい環境であることを意味します。それが患者さんの大きなメリッ
トにつながると考えるからです。最先端の設備やシステム、総合診療
センターの充実、あらゆるニーズに対応する総合受付の拡充などが、
安心と信頼、利便性につながり、光と緑を意識した空間設計、ユニバー
サルデザイン、災害拠点を意識した広いホスピタルストリートを備えた
環境は、本学学生の臨床実習の場としても広く機能します。

新病院の概要

構造 免震構造（中間階）
階数 地下3階 地上12階
床面積 約60,000㎡
病床数 612床（総病床数897床）
1床あたりの床面積 約100㎡／床

重症病室 S-ICU：20床／S-HCU：16床／ 
CCU：12床／SCU：8床／CCM：40床

新生児重症病室 NICU：3床／GCU：6床

手術室 22室
連絡通路 地上および地下の2本
エレベーター 23台（駐車場棟含む）
駐車場 177台

da Vinci Surgical System 特別室

アンジオ-CT装置 ラウンジ高度救命救急センター

未来へつづく病院づくり 01
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未来へつづく病院づくり 02 取り組み進む入試改革

日本医科大学 武蔵小杉病院

川崎市中原区にある本学武蔵小杉キャンパスについて、旧基礎科学課程新丸子校舎

（学校法人日本医科大学が設置する東京都武蔵野市・日本獣医生命科学大学キャンパス内に移設済み）の跡地と

運動場用地および本学武蔵小杉病院用地は川崎市の都市計画に沿って、再開発する計画を進めています。

医学部進学が難関となっている中、本学は、知識や医療技術だけでなく、倫理観や人間性も備えた医師を輩出していると

評価されています。今後さらに、優れた人材を育成し続けていくため、後期試験「大学入試センター試験（国語）併用」の新設や

特待生枠の拡大、学納金の大幅引き下げを行い、入試改革に取り組んでいます。

進化する日本医科大学 進化する日本医科大学III IV

医療革新に対応した新病院誕生

後期試験「大学入試センター試験（国語）併用」を新設

学納金の大幅引き下げを実施

神奈川県川崎市において、開設以来70年以上、地域の中核病院
として地域医療に貢献してきた、本学武蔵小杉病院。川崎市は
2016年8月に日本医科大学キャンパス地区を、同市の都市計画マ
スタープランにおける「医療と文教の核」と位置づけ、都市計画を
決定・告示しました。
これにともない、本学では国の政策や地域の医療需要の動向を踏
まえたうえで、武蔵小杉病院のリニューアルの検討を開始。同市の
中核病院としてさらなる地域貢献を果たすべく、現在、日本医科大

学武蔵小杉病院の新病院建設計画に着手しており、2021年の開
院を目指して準備を進めています。
完成後は、いずれも設備の充実したほか3つの付属病院に加え、
都市計画にも位置づけられ、より地域に密着した最先端の環境で
の臨床研修が可能になります。
これらの動きを含め、本学は、学生たちがさらに時代に即した、多角
的な視点からの学びを得られる医学教育を追求し続けています。

入学試験について近年見直しを行い、2017年度より入試を年2回（前・後期）を実施しています。さらに2019年度より後期試験
「大学入試センター試験（国語）併用」が新設され、3区分の受験が可能になりました。本学の前期試験の結果が出てから、後
期試験、後期試験「大学入試センター試験（国語）併用」に出願することができます。
後期試験「大学入試センター試験（国語）併用」は、一般入学試験後期の英語、数学、選択した理科2科目を受験し、その4科目
に大学入試センター試験の国語（古文・漢文含む）の点を加える新しいタイプの試験となります。国語が試験科目に加わることに
より、知識だけでなく、豊かな人間性も併せ持った学生に医師・医学者への道を開きます。

入試改革にともない、学生の受け入れについても検討。本学のアドミッションポリシーが示す、意欲・能力・適性を持った学生
を積極的に受け入れることを基本に、2018年度より、学納金負担の軽減を図りました。

健康増進施設
　　　　飲食・物販施設

教育施設

都市型住宅

高齢者向け
福祉サービスなど

都市型住宅

［計画概要］

広場

武蔵小杉病院

一般入学試験

前期試験 後期試験 後期試験 
「大学入試センター試験（国語）併用」

募集定員:90名 募集定員:21名 募集定員:10名

入学者
区 分 学納金 引き下げ額

6年間合計 22,000,000円 ▲5,700,000円
初年度（入学金含む） 4,500,000円 ▲950,000円

従来の前期、後期試験について、初年度の授業料が免除される、
特待生枠を約3倍に拡大しました。後期試験「大学入試センター	
試験（国語）併用」は特待生枠を新設しました。

特待生枠を拡大
区 分 特待生枠 咋年比

前期試験 30名 20名増

後期試験 10名 7名増

後期試験「大学入試 
センター試験（国語）併用」 3名 新設

特待生入学者
区 分 学納金 引き下げ額

6年間合計 19,500,000円 ▲2,500,000円
初年度（入学金含む） 2,000,000円 ▲2,500,000円

入学者学納金詳細
区 分 初年度 2年次以降 6年間合計

入学金 100万円 0万円 100万円

授業料 250万円 250万円 1,500万円

施設整備費 100万円 100万円 600万円

合 計 450万円 350万円 2,200万円

特待生入学者学納金詳細
区 分 初年度 2年次以降 6年間合計

入学金 100万円 0万円 100万円

授業料 免除 250万円 1,250万円

施設整備費 100万円 100万円 600万円

合 計 200万円 350万円 1,950万円

※詳細は、P.55をご参照ください。

7 NIPPON MEDICAL SCHOOL NIPPON MEDICAL SCHOOL 8



ドーピングの撲滅に向け
大学横断的なコンソーシアム結成

4大学
8千人

数字で見る日本医科大学
日本医科大学は、高度化・複雑化している医学・医療の世界に、真摯に向き合い、より良い医療人を育成しています。

この道を志す学生たちに、多様な学びの機会や充実した教育環境を提供するため、

本学が教育・研究・臨床の現場で取り組んでいる、特徴的なトピックスを数字で紹介します。

米国の医師国家試験につながる
国際認証基準対応カリキュラム

前期試験、後期試験に加えて
後期試験「大学入試センター試験（国語）併用」を新設

意欲ある学生を経済的にサポート

地域に密着した付属病院で
多様な医療を経験できる

全国規模で広がるネットワーク
卒業後も続く同窓会の絆

2023年より、国際認証基準を満たした医学部を卒業していなければ、
アメリカの医師国家試験の受験資格が認められなくなります。本学で
は、全国の大学に先駆け、70週以上の臨床実習を含む国際認証基
準に対応したカリキュラムを導入。グローバルスタンダードを満たす実
践的な教育を重視し、世界で活躍できる医師を養成しています。

入学試験について近年見直しを行い、2017年度より入試を年2回（前・後期）を実施していま
す。前期および後期試験はそれぞれ別扱いとなりますので、両方受験することができます。ま
た、本学の前期試験の結果が出てから、後期試験に出願することが可能です。
さらに、2019年度より後期試験「大学入試センター試験（国語）併用」を新設します。一般入
学試験後期の英語、数学、理科2科目を受験し、その4科目に大学入試センター試験の国語
（古文・漢文含む）の点を加える新しいタイプの試験となります。前期試験はもちろん、後期
試験との併願も可能。国語が試験科目に加わることにより、知識だけでなく、豊かな人間性も
併せ持った学生に医師・医学者への道を開きます。

入試改革にともない、学生の受け入れにつ
いても検討。本学のアドミッションポリシーが
示す、意欲・能力・適性を持った学生を積極
的に受け入れることを基本に、2018年度よ
り、学納金負担の軽減を図りました。
特待生は、初年度学納金を2,500,000円引
き下げています。

日本医科大学には４つの付属病院があり、それぞれの地域に密
着した医療を行っています。高齢化が進む地域、子育て世代が
多く住む地域など、さまざまな立地が病院の特徴に結びついてお
り、学生たちは多様な医療を経験することができます。もちろん卒
後教育においても、大いにメリットがある環境といえるでしょう。

日本医科大学は140年を超える歴史を誇り、現在も約8,000名が
同窓会に加入しています。日本はもちろん、海外でも活躍する多
数の先輩との絆が、医師となったときにさまざまな形態、幅広い
フィールドであなたの成長をサポートしてくれます。

健康被害を与えるだけでなく、フェアプレー
の精神にも反するドーピングの撲滅に向け、
本学では、東京大学、東北大学、筑波大学
との４大学で、アンチ・ドーピング研究のため
のコンソーシアムを結成しました。

70週以上
多様に選べる3入試

5,700,000円

4つの付属病院

の
同窓生

学納金引き下げ
（6年間合計）

つながる
入試改革

一般
入
学
試
験

前期試験 募集人員：90名

後期試験 募集人員：21名

後期試験「大学入試センター 
試験（国語）併用」 募集人員：10名

※ 詳細はP.55をご確認ください。

入学者
区 分 学納金 引き下げ額

6年間合計 22,000,000円 ▲ 5,700,000円
初年度（入学金含む） 4,500,000円 ▲ 950,000円

特待生
区 分 学納金 引き下げ額

6年間合計 19,500,000円 ▲ 2,500,000円
初年度（入学金含む） 2,000,000円 ▲ 2,500,000円

ドクターヘリと肥沼信次が、
小学校・中学校の道徳教科書に

2001年から2018年までに累計13,000件以上の出動をした日本医科大学千葉北総病院
のドクターヘリが、平成30年度版小学6年生対象の道徳教科書に掲載されました※1。
内容は、文部科学省の定める学習指導要領のうち、「生命の尊さ」の項目に照らし合
わせ、命を守るために力を尽くす多くの様々な人々の活動を通して、生命を大切にしよ
うとする心情を育てることを目的としています。また、第二次世界大戦の終戦直後のド
イツで伝染病の治療に尽力した卒業生、肥沼信次先生の生涯が、平成31年度中学	
2年生対象の道徳教科書に掲載されます※2。

13,000件
※1 学校図書株式会社『かがやけみらい』（平成30年）　※2 教育出版株式会社『中学道徳2　とびだそう未来へ』（平成31年）
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新・高度救命
救急センター完成

オリンピック病院に選定

2018年1月、千駄木キャンパスに新付属病院がグランドオープンしました。最先端の設備を揃え、本学付属病
院の「すべては患者さんのために」という理念に沿った、患者さんの快適さと安全性を重視した病院となっ
ています。とくに高度救命救急センターは東洋一の規模を誇り、年間1800人に上る入室者数、年間700回に
およぶ緊急手術に対応することができます。

2020年の東京オリンピック・パラリンピックでは、
多くの人々が世界各国から集まります。外国人
への医療対応や事件・事故などによる多数傷
病者への対応も視野に入れなければなりませ
ん。日常の救急医療はもちろん、災害医療や事態対処医療で大きな
実績のある本学付属病院はオリンピック病院として選定され、大会を
支援します。

1,800人

2020年

2021年、武蔵小杉病院の新病院が開院

地域がん診療連携拠点として、
多数の悪性腫瘍手術を実施

開設以来70年以上にわたり、地域医療に貢献してきた武蔵小杉病院。本学
は川崎市の都市計画に基づき、そのリニューアルの検討を開始。717,088世
帯が住む同市の中核病院としてさらなる地域貢献を果たすべく、日本医科
大学武蔵小杉病院の新病院建設計画に着手しており、2021年の開院を目
指しています。

がん対策推進基本計画に基づき、地域がん診療連携拠点としての使命を担っている日本医科大学付属病院。2017年における悪性腫瘍手術件
数は2,955件に上ります。2014年には患者さんの負担を最小限に抑えられる低侵襲手術を実現するロボット「ダヴィンチ（da	Vinci）」の最新機種
「da	Vinci	Si	Surgical	System」を導入し、前立腺がんに対する前立腺全摘除術も実施。患者さんの選択の幅が一層広がっています。

717,088世帯

2,955件
健康増進施設
　　　　飲食・物販施設

教育施設

都市型住宅

高齢者向け
福祉サービスなど

都市型住宅

［計画概要］

広場

武蔵小杉病院

ラピッドカーで「攻めの医療」を実現

文部科学省 科学研究費助成事業　
201件（平成29年度）　312,030千円

科学技術振興機構（JST）研究費　
2件（平成29年度）　10,000千円

日本医療研究開発機構（AMED）研究費　
40件（平成29年度）　341,196千円

厚生労働省 
厚生労働科学研究費補助金
23件（平成29年度）　30,922千円

日本医科大学千葉北総病院救命救急セ
ンターでは、夜間や悪天候などでドクター
ヘリが運航不可能な場合に備え、医師が
乗車する緊急車両であるラピッドカーを
運用しています。ドクターヘリ基地病院と
して、24時間いつでも現場に医師を派遣
できる「攻めの医療」を実現しています。

本学は自由な校風の下に分野横断的に連携して研究活動を行う土壌が培われています。
私立大学戦略的研究基盤形成支援事業など複数の大型公的研究費を獲得し、分野を超えて研究成果を上げてきました。
それは、国や財団から支給される競争的研究費の獲得数にも反映されています。

24時間
203件

63件

322,030千円

372,118千円

健康を守る

競争的研究費の獲得

数字で見る日本医科大学

新学術領域研究…………… 1件	 基盤研究（Ｂ）	…………………7件
基盤研究（Ｃ）	…………… 145件	 挑戦的研究	 …………………8件
若手研究（Ａ）	……………… 1件	 若手研究／若手研究（Ｂ）	… 37件
研究活動スタート支援	 …… 1件	 国際共同研究加速基金	 ……1件

・	革新的先端研究開発支援事業
・	オーダーメイド医療の実現プログラム
・	未来医療を実現する医療機器・システム研究開発事業
・	革新的バイオ医薬品創出基盤技術開発事業
・	革新的がん医療実用化研究事業
・	医療機器開発推進研究事業　　など
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小型肺癌に対する次世代の新しい気管支鏡治療法に関する研究を行っ
ています。日本医療研究開発機構（AMED）の医療機器開発推進事業
の1つとして、日本医科大学付属病院を中心に全国４施設で、「末梢肺が
んに対する光線力学的治療（PDT）の臨床研究」を開始しました。このプ
ロジェクトでは、直径1.0	mmの光ファイバーの新しい医療機器として承認
をめざし、同時に末梢肺癌に対するPDTの治療確立を目指しています。
PDTは、腫瘍親和性光感受性物質と低出力レーザーによる癌治療法で
すが、肺野末梢の肺癌病巣には治療することができませんでした。本研
究では、今まで治療不可能だった肺末梢病変に対して、正確誘導しレー
ザー照射可能な光ファイバーを開発し、新しい治療法を確立することを目
的とした研究です。2016年3月には、世界で初めてこの治療法を日本医
科大学付属病院で実施しました。日本医科大学からこの新しい低侵襲

治療法の成果を世界に向けて発信し、世界中の肺癌患者さんに届けら
れるように、医工連携を通じた研究活動を行っております。

特色ある研究

たとえどんなに優れた幹細胞を使っても人体を再生するのは困難で
す。なぜならばいかなる細胞も周囲の環境があってこそ、その役割を
果たすことができるからです。宇宙飛行士は宇宙から地球に帰還す
ると歩行できなくなります。宇宙という無重力の環境が、筋肉を衰えさ
せ、骨密度を減らします。宇宙飛行士に幹細胞を注射したとしても、
筋肉や骨を維持することは困難でしょう。筋肉や骨に地球上と同じよ
うな物理的刺激を加えるリハビリテーションを行うことが大切なので
す。このことから細胞は、地球の環境がまず先にあり、そこで誕生し、
環境に適応して進化し、われわれの体を構成するに至ったと考えられ
ます。あらゆる細胞には周囲の環境を感知して遺伝子発現を調節す
る仕組みが備わっているのです。そこで、けがや病気で失った組織

や臓器を回復させるには、単に細胞を投与しても十分ではなく、細胞
が本来感じている物理的刺激を加え、環境を整えることが大切であ
ると考えています。細胞・組織・臓器と物理的刺激の関係を解明する
研究領域がメカノバイオロジーであり、それを臨床に応用するのがメ
カノセラピーです。
組織や臓器の形成・再建・再生を研究している形成外科学教室で
は、メカノバイオロジー・メカノセラピーを核とした研究・臨床を行って
います。特に国の大型研究費（AMED-CREST）を得て、超音波を
使った創傷治療法の開発に取り組んでいます。細胞には、各種物理
的刺激を感知するメカノセンサーと呼ばれる感知機構があります。

これらの構造を通じて、メカノシグ
ナル伝達系路が活性化され、遺
伝子発現が調節される仕組みが
わかってきました。細胞に種々の
「力」を加えて組織や臓器の形
成・再建・再生を試みています。

私たちの体の中には10万キロメートル（地球2周半）もの長さの血管
が張り巡らされています。これら血管は、全身のすべての細胞に酸素
や栄養を運ぶとともに、ホルモンなどのシグナル物質を運搬することで
臓器間のネットワークを構築し、私たちの体を正常な状態に保ってい
ます。また、血管機能の異常は、動脈硬化やがんなどの様々な病気
や加齢によって起こる老化とも密接に関連しています。そのため、私
たちが健康で長生きできる社会を実現するには、血管についての理
解を深めることがとても重要です。
私たちは、「生体にとって重要な役割を担う血管がいかにして形作
られ機能するようになるのか？」、また、「血管の異常がいかに様々な

病気を引き起こすのか？」といっ
た疑問を明らかにするため、独
自のアプローチで研究を推進
しています。「百聞は一見に如
かず」ということわざが示すよう
に、体の中で起こる複雑な生命
現象を、実際に“目で見る”こと

ができれば、その生命現象をより詳しく理解することができます。私た
ちは、緑色蛍光タンパク質（GFP）などの蛍光を発するタンパク質を
用いて、血管が光るゼブラフィッシュという小型魚類を開発し、生きた
まま体の中の血管を観察することを可能にしました（一枚目）。この技
術を用いて、生物の中で血管が形作られ機能する様子を蛍光ライブ
イメージングにより観察し、そのメカニズムについて研究を行っていま
す（二枚目）。生体内の血管を生きたまま観察していると、これまで予
想もしていなかった現象に出会うことがあり、新たな発見に繋がりま
す。私たちは、このような蛍光イメージング技術を駆使した血管研究
を通して、血管が関わる疾患の発症メカニズムの解明、さらにはそれ
ら疾患の予防法・治療法の開発を目指しています。

医療・医学の進化を求めて、あらゆる可能性に挑戦する
「アカデミズムの自由」という理念のもと、医学はもちろん、分野を超越して

さまざま研究者の共創から、医療・医学の新しい地平線が提供される時代が到来しています。

大学内はもちろん、東京理科大学、早稲田大学などとの共同研究からも、創造的な研究成果が続 と々誕生。	

ここでは、そんな研究の一例について紹介します。

小型肺癌に対する世界初の経気管支的治療
臼田 実男 呼吸器外科学分野　大学院教授

蛍光イメージング技術を駆使した血管研究
福原 茂朋 分子細胞構造学分野 大学院教授

メカノバイオロジーとメカノセラピーの挑戦
小川 令 形成再建再生医学分野 大学院教授

マウスの皮下で再生した骨

物理的刺激を加えながら培養した線維芽細胞

蛍光イメージングにより観察された脳血管（上）と腎臓血管（下）

蛍光イメージングによる血管の観察

低出力レーザー（赤色光）と腫瘍に蓄積する光感受性物質との反応により癌細胞を死滅させる
光線力学的治療

Research
世界で初めての肺癌に対する内視鏡治療法です。新し
いレーザープローブの開発により肺末梢病変にレーザー
照射することが可能。切らずに、肺機能を温存できるだけ
でなく、低侵襲、低コストが特長となっています。
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克己殉公の精神を胸に刻み、世界 の人々のために尽くす
本学は「済生救民」を建学の精神とする「済生学舎」を前身に誕生し、

学是を「克己殉公」と定め、「愛と研究心を有する質の高い医師と医学者の育成」を

教育理念として、偉大な功績を残した医師・医学者を数多く輩出してきました。

日本医科大学の前身である「済生学舎」は、1876年4
月、長谷川	泰により西洋医師養成を目的とした日本最
古の私立医学校として設立されました。本学を巣立っ
た医療者はすでに1万人
を超え、野口英世、浅川範
彦、東京女子医科大学の
創設者である吉岡彌生、
がん治療を研究した丸山
千里、世界医師会長を務
めた坪井栄孝などを輩出
してきました。

「済生学舎」より続く
日本医科大学の伝統と歴史

Admission Policy〈アドミッションポリシー〉

Curriculum Policy〈カリキュラムポリシー〉

Diploma Policy〈ディプロマポリシー〉

本学は、歴史ある私立医科大学という特長を基盤に、最新の医学を教育・
研究し、広く国際的な視野に立った見識と豊かな人間性を備えた医師、医
学研究者の養成に努め、人々の健康の維持・増進、社会に貢献することを
使命と考えています。学是、教育理念そして使命を理解・尊重し、豊かな
資質を持った次のような人を求めています。

学生が医師、医学者となるために必要な知識・技能・態度を修得し、自ら
考え判断でき、生涯にわたって学ぶことができるように、カリキュラムを編成し
ています。

学位授与の方針
愛と研究心を有する質の高い医師と医学者の育成を教育理念とする本学
の医学教育は、医師となるための基本的知識、技能、態度の修得、自主
的かつ周囲と協働して問題を発見し解決する能力の涵養と豊かな人間性
の陶冶を目標としています。これらの資質及び能力を修得し、本学の学則
に基づくすべての試験科目および授業科目に合格した者に学士の学位を授
与しています。

1.	コンピテンスの明確化と履修系統図の明示
すべてのカリキュラムが、8領域からなるコンピテンスのどのコンピテンスを目指
すものか明示し、学生自身が目的意識を持って学修を進める態度を身につける。

2.	能動的学修の重視
Early exposureプログラム、問題基盤型学習（PBL）、準備学習時間の明示、学修
支援システムを用いたe-Learningなどの充実を図り、主体的に考え、あるいは周囲
と協働して学修する態度を修得する。

3.	コアカリキュラムとの整合性の重視
各講義、各プログラムの担当範囲とコア・カリキュラム項目の関連を明示し、医師
になるために必要な知識を確実に学習する。

4.	共用試験（CBT,	OSCE）の実施とStudent	Doctor資格の取得
臨床実習を始めるために必要な知識・技能・態度を全国水準に基づいて評価し、そ
の学習成果を確実にする。

5.	臨床実習教育の充実
期間を国際標準の約70週とし、クリニカル・クラークシップ方式主体で実施し、
Workplace assessmentを基本とした実習評価を行うことで、国際水準を満た
すレベルの臨床能力を修得する。

6.	研究心、国際性、プロフェッショナリズムの涵養
研究配属、海外選択臨床実習、キャリア・ガイダンス、プロフェッショナリズム教育
などの充実により、医師、医学者となる自覚を持ち、思考力・判断力・表現力を向上
させ、国際性やチーム医療のための協調性を涵養する。

1.			医学を学ぶ目的意識が明確で、医師、医学者となるに必要な	
知識・技能の獲得のために自ら努力する人

2.			生命倫理を尊重し、医学を学ぶための知識・知性および科学的論理性と
思考力を備えた人

3.			病める人の心を理解し、相手の立場で物事を考えることができ、	
主体性を持ちつつ協働して学ぶことのできる人

4.			社会的な見識を有し、周囲との協調性を尊重しながら、自らを表現し、	
判断できる人

5.			世界の医学・医療の進歩と発展に貢献する強い意欲のある人

日本医科大学の前身である「済生学舎」の校名は、ドイツ
の医学者フーフェランドの著書「医戒」にある「済生救民」
という言葉からとられました。これには「貧しく病で苦しむ人々
を救う」という意味があります。済生学舎は、これを建学の
精神として、明治期の西洋医師の約半数を養成してきました。

建学の精神

済生救民

克己殉公とは、“己に克ち、広く人々のために尽くす”という意味
です。それは医師の倫理に通じるもので、洋の東西を問わず、
古くから医療者が貫いてきた精神といえるでしょう。日本医科
大学は、その精神を学是「克己殉公」に込めて、140年以上に
わたって人間性豊かな医師や医学者を育成してきました。

学是

克己殉公

日本医科大学は「愛と研究心を有する質の高い医師と医学
者の育成」を教育理念に掲げています。病気だけでなく患
者さんやその家族の心も診て癒やすことのできる「真の医療
人」の育成を目指し、専門知識や確かな技術はもちろん、
豊かな人間性を育む教育を重視しています。また、何事に対
しても好奇心を持ち、あくなき探究心で研究を続けなければ、
新たな道を切り拓くことはできません。その研究心を育むきっ
かけの一つとして、国際教育にも力を注いでいます。世界の
先端医療に触れ、医療途上国の現状を自分の目で確かめ、
広い視野を身に付けることで、医療人として自らが立ち向かう
べき課題や使命を見いだすことができるでしょう。そして、世
界の人々に尽くし、医療界を牽引できる医師・医学者となっ
てほしい。それが、私たち日本医科大学の願いです。

教育理念

愛と研究心を有する
質の高い医師と医学者の育成

1876. 04 長谷川泰により日本医科大学の前身である、	
西洋医学による医師養成学校「済生学舎」が設立され、	
野口英世らを輩出した。

1903. 11 	「済生学舎同窓医学講習会」の学生を対象に	
「医学研究会」を開講。

1904. 04「医学研究会」は、山根正次が校長となり	
「私立日本医学校」として設立。	
また、「済生学舎同窓医学講習会」の責任者石川清忠が、	
駒込千駄木町に「私立東京医学校」を設立。

1910. 03 	私立日本医学校、私立東京医学校と合併。
1910. 11 	駒込千駄木町に付属駒込医院を開設	

（現在の付属病院）。
1912. 07 	「私立日本医学専門学校」となる。
1918. 04フーフェランドの著書をもとに学是を「克己殉公」と定める。
1919. 08 	「私立日本医学専門学校」を	

「日本医学専門学校」と改称。
1926. 02 	大学令により「日本医科大学」に昇格、予科を併設。
1937. 06 	付属丸子病院を開設（現在の武蔵小杉病院）。
1952. 02 	学制改正により新制日本医科大学となる。
1960. 03 	日本医科大学大学院医学研究科を設置。
1970. 04 	専門課程、進学課程を一本化し、	

６年制の一貫教育とする。
1977. 07 	付属多摩永山病院を開設（現在の多摩永山病院）。
1986. 09 	創立80周年記念として付属病院東館の改築が竣工。
1986. 11 	「済生学舎」開校110周年記念祭を開催。
1994. 01 	付属千葉北総病院を開設（現在の千葉北総病院）。
2006. 02 健診医療センター完成。
2006. 04 	学校法人日本医科大学の創立１３０年記念式典を開催。
2007. 11 教育棟・大学院棟完成。
2010. 06日本医科大学大学院設置50周年記念行事を開催。
2014. 04日本医科大学新丸子校舎が武蔵境へ移転。
2014. 08 新病院前期工事完成・外来診療開始。
2018. 01 新病院グランドオープン。

創立者 長谷川 泰
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野口英世 
Hideyo Noguchi

1897年、済生学舎に入学し、医術開業
試験に合格。1900年に単身で渡米し、
ペンシルベニア大学で助手として毒蛇
の研究に従事した。その成果が評価さ
れ、奨学資金を得てデンマーク国立血
清研究所に留学。帰米した後はロック
フェラー医学研究所の正員となり、梅
毒スピロヘータの研究でノーベル賞候
補となる。その後も細菌学者としてエク
アドル、アフリカなど世界で活躍し、黄
熱病の研究に取り組んだ。

肥沼信次  
Nobutsugu Koenuma

日本医科大学を卒業後、1937年に日本
の国費留学生としてドイツに渡り、ベル
リン大学放射線医学研究所に入所し
た。第2次世界大戦終戦直後の1945
年、当時発疹チフスの蔓延していたヴ
リーツェン市の伝染病医療センターに
唯一の医師として着任し、半年間にわ
たる献身的な治療により、多くのドイツ
人の命を救った。しかし、昼夜を問わな
い激務の末、自身も発疹チフスを発症
し、37歳でこの世を去る。

学是「克己殉公」を胸に、医療に貢献してきた卒業生
日本医科大学の「済生救民」「克己殉公」とい
う建学の精神と学是は、済生学舎の創立者
である長谷川泰の「私心を捨て、全ての人々
を分け隔てなく助ける」という思想から定めら
れました。その後、野口英世、肥沼信次を始め
とした、多くの卒業生が世界中の人々のため
に活躍しました。

（公財）野口英世記念会提供

Curriculum

世界を超える
国際基準の先を行く、先進的なカリキュラム

日本医科大学の前身である「済生学舎」の校名は、ドイツの医学者フーフェランドの「医戒」に書かれた言葉「済生救民」（貧しく病で苦しむ人々

を救う）からつけられました。明治初期、コレラ、赤痢、チフスなどの伝染病が流行し、西洋医の早期育成が急務だった時代のことです。

当時の学生たちが西洋医学というテクノロジーを貪欲に学び取ったように、現在はAI、ロボット、仮想・拡張現実、モニタリング技術など、医療・医学

に押し寄せるテクノロジー革命のうねりを前に、これらの新しい技術と知識を使いこなす医師の育成は急務です。本学は、国際認証基準に対応し

たカリキュラム、理系大学、学部と連携した教育・研究、最新の設備を備えた付属病院などで大幅な変革を続けています。これから医師をめざす

若者が、テクノロジーを有効に活用できると同時に、そこで医師と医療はどうあるべきかを深く考察できる環境の整備を加速。国際基準のその先を

いくカリキュラムを構築しています。
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Curriculum

〔日本医科大学千葉北総病院〕
千葉県印旛医療圏の「地域中核大学病院機能」を基盤に、わが国随一の歴史と実績を
誇るドクターヘリを最大活用した高度急性期医療を展開しています。2001年に全国に先
駆けて「ドクターヘリ医療」を導入して以来、累計13,000例以上の患者さんを搬送・治療。	
ドラマ「コード・ブルー」の原点がここにあります。

医療をさらに進歩させるテクノロジーの導入 学生のうちから本格的な研究活動
日本医科大学付属病院には、手術支援ロボットが導入されている
ほか、最新のハイブリッド手術室も備えられています。この手術室
では、血管内治療（ステント治療）と外科治療を同時に行うことがで
き、放射線科と協力して胸部・腹部大動脈瘤手術や急性大動脈解
離に対する治療を積極的に行っています。心臓血管外科医と集中
治療医、放射線科医がお互いの治療法を尊重しながらディスカッ
ションすることで、患者さんの病態に即した最適な術式の選択が可
能です。末梢血管外科手術では、放射線科、循環器内科・再生医
療グループと協力してハイブリッド治療を積極的に行い、細い動脈
へのバイパス手術を含めた加療も行っています。このように最新の
テクノロジーを備えた環境で学ぶことで、日進月歩の医療を実践す
る力が育まれます。

医学部教育では、医師国家試験合格だけを目標とするので
はなく、学問としての医学に興味を持ち、卒業後の医学研究
への動機付けや意欲を養うことも重要です。AI、ロボット、仮
想現実、モニタリング技術などのテクノロジーが大きく進歩す
る中にあって、医学部教育においても早い段階から先端技術
を駆使した研究に触れておくことが必要です。本学では、東
京理科大学、早稲田大学、中央大学などの他大学との連携
を進め、学生時代から異分野でも研究できるカリキュラムを構
築しています。3年次の「研究配属」では、連携大学において、
テクノロジーを駆使した先端的な研究も実践することが可能。
4学年以降の後期研究配属も充実しており学生のリサーチマ
インド涵養に繋げています。

●ハイブリッド手術室 ●ロボバイオテクス、モーションキャプチャシステムによる運動解析

医療を通じて地域、そして世界に貢献していくためには、

一人ひとりが「昨日の医療を超えた今日の医療、今日の医療を超える明日の医療」に、

進化し続ける医療を追究していかなければなりません。

医学だけではなく、ロボットや人工知能といった工学など、医学以外の専門分野との融合を図りながら、

「済生学舎の熱」を未来に引き継ぐ、使命感を持った医師の育成を目指します。

さらなる高みへ
テクノロジー革命の最先端にある教育
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Curriculum

履修系統図

実践的診療能力

日本医科大学医学部学生は卒業時
に患者中心の視点に立ち、臨床研修
現場において適切な診療を行う能力
を獲得することができる。

科学的研究心と
思考能力

日本医科大学医学部学生は卒業時
に生涯を通じて、医学の進歩に関心
をもち、科学的探究心を維持し、問題
に対して論理的、批判的思考を

もって行動することができる。

コミュニケーション
能力

日本医科大学医学部学生は卒業時
に多様な立場や考え方を理解し、
尊重し、共感力をもって他者と接する
コミュニケーション能力を持ち、

医療の現場における良好な
人間関係を構築する

ことができる。

卒業時に身に付ける
8つのコンピテンス

豊かな人間性と
国際性

日本医科大学医学部学生は卒業時
に人類と生命に対する「愛」を内包す
る豊かな人間性をもち、日本のアイデ
ンティティを尊重しながら、広く世界

に目を向け行動することがで
きる。

次世代の育成、
教育能力

日本医科大学医学部学生は卒業時
に大学の教育、研究、医療における
理念を次世代に受け継いでいく使命
を認識し、チームにおけるリーダー

シップを発揮しつつ後進の
指 導を行うことがで

きる。

統合された
医学知識

日本医科大学医学部学生は卒業時
に基礎科学、基礎医学、行動科学、
臨床医学、社会医学の知識をもち、統
合した形で問題解決に応用するこ

とができる。

克己殉公の
精神を受け継ぐ

プロフェッショナリズム
日本医科大学医学部学生は卒業時
にその時代における克己殉公の精神
のあり方を自らの文脈の中で理解し、
医療の専門家としての自覚と倫理

観に基づいて行動すること
ができる。

人々の健康の
維持、増進を
通じた社会貢献

日本医科大学医学部学生は卒業時
に社会の現状を認識し、医療人の立
場から人々が健やかに暮らせる社会
の構築に努めることができる。

これまでの医学部教育では基礎科学、
基礎医学、臨床医学、臨床実習を順番
にこなしていくだけでした。本学のカリ
キュラムは卒業時の諸君の姿（アウトカ
ム）をあらかじめ目標（コンピテンス）とし
て定め、そこに向かって行くにはどう学
修していくべきかを逆算して設計したカ
リキュラムになっています。

基礎科学

基礎医学

臨床医学

CC

選択CC

外国語

基礎医学総論Ⅰ
（分子解剖・生体構造）

基礎医学総論Ⅱ
（システム生理・生体統御）

基礎医学総論Ⅲ
（代謝栄養・分子遺伝）

医学教育
カリキュラム総論

解剖学（分子解剖学） 生理学（システム生理学） 生化学（分子遺伝学）

解剖学（生体構造学）

循環器 消化器 呼吸器・感染・腫瘍・乳腺 神経・リハビリ 放射線医学

臨床医学総論

内分泌・代謝・栄養 アレルギー・膠原病・免疫 血液・造血器 腎・泌尿器

救急と生体管理 産婦人科学 小児・思春期医学 運動・感覚

頭頚部・耳鼻咽喉科学 眼科学 皮膚科学 形成・再建・再生 精神医学

生理学（生体統御学） 生化学（代謝・栄養学）

病理学（解析人体病理学） 微生物学 免疫学 医事法学

病理学（統御機構・腫瘍学） 基礎SGL

数学 人文社会科学 スポーツ科学

英語 統計学

情報科学演習

人間学

医療倫理学

福祉社会論 運動生理学

医療心理学

物理学

自然科学基礎（物理・化学・生物）

化学 生物科学 生物学実験

行動科学 医学入門

セミナー

特別プログラム

薬理学 法医学

医学実地演習Ⅰ

医学実地演習Ⅱ

基本臨床実習

医学実地演習Ⅲ

１
年
次

２
年
次

３
年
次

４
年
次

５
年
次

６
年
次
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療

診
断
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理

地
域
医
療

CBT

綜合試験Ⅰ・Ⅱ

OSCE

医師国家試験
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合
的
な
診
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基
礎
と
な
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の
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臨床病態学

医
学
の
理
解
と
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醸
成

特別プログラム

臨床医学への基礎
医学的アプローチ

研究配属

豊かな人間性と国際性

コミュニケーション能力

統合された医学知識

人々の健康の
維持、増進を通じた社会貢献

統合された医学知識

克己殉公の精神を受け継ぐ
倫理観とプロフェッショナリズム

次世代の育成、教育能力

科学的研究心と思考能力

実践的診療能力
コミュニケーション能力
次世代の育成、教育能力
豊かな人間性と国際性
人々の健康の

維持、増進を通じた社会貢献

科学的研究心と思考能力

豊かな人間性と国際性

次世代の育成、教育能力

克己殉公の精神を受け継ぐ
倫理観とプロフェッショナリズム

統合された医学知識

アウトカム基盤型カリキュラム
すべての科目、講義、演習、実習はコンピテンスにつながっています。シラバスにおい
てはさらに詳細に講義ごとにめざすコンピテンスが明示されています。次の授業のめ
ざすコンピテンスは何かを確認しながら履修していきます。

能動的学修とICTの活用
すべての講義資料はポータルサイトの学修支援システムからあらかじめダウンロード
でき、予習・復習ができます。タブレット端末でスライドに直接書き込みながら講義に臨
めます。SGL（small group learning）では最新の大型電子黒板Big Padを1グルー
プ1台駆使して充実した学び合いを行います。

臨床実習の充実
国際認証基準の70週以上のClinical Clerkshipを行います。6年間の医学部生活のう
ち、三分の一は病院ですごします。見学型ではなく、診療参加型実習であり、医療チー
ムの一員として診療に参加しながら学びます。6年次の選択CCでは、将来のキャリアを
見据えて選択科を絞っての実習、他施設での実習、海外での実習などが選択できます。

綜合試験Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ

冬季国試対策講座

Post-CC OSCE

・愛と研究心を有する質の高い医師、医学者
・克己殉公の精神

ミッション

臨床
SGL・TBL

衛生学・
公衆衛生学

社会医学

8つのコンピテンスへの道
「克己殉公」を学是に、
「愛と研究心を有する質の高い医師と医学者の育成」を教育理念に掲げる本学では、
国際認証基準にも対応した「アウトカム基盤型カリキュラム」を採用しています。
アウトカムはもちろん卒業時の学生の姿、本学では理念に基づく8つの目標（コンピテンス）を定め、
そこに向かっていくにはどう修学していくべきかを逆算してカリキュラムを設計しました。
目の前の学習課題は一体どこにつながるのか。
それが明確になることで能動的かつ効率的な学修が可能となります。
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Curriculum

70週以上の臨床実習など、国際認証基準 に対応したカリキュラム

アメリカの医師国家試験の受験資格を審査するECFMGが、2023年以降、医学教育の国際的認証を受けている医科大学・
医学部の卒業生以外には受験資格を認めないと宣言しました。そのため、現在、日本の医科大学・医学部でもWFME（世界医
学教育連盟）のGlobal	Standardsに沿った改革が進められています。この認証を受けることは、医学教育の質を保証すること
につながります。

アメリカで医学を学ぶには、「国際認証」を取得した医科大学の卒業生であることが必要です。

平成26年度から導入の新カリキュラム

基礎科学科目 基礎医科学Ⅲ
（衛生学・公衆衛生学）
（薬理学）
（法医学）
基礎医学　
SGL

臨床医学
コース講義　
SGL

基礎医科学Ⅰ
（解剖学）（生理学）
（ 生化学・
 分子生物学）

基礎医科学Ⅰ
（解剖学）（生理学）
（生化学・分子生物学）
（医事法学）基礎医学SGL

基礎医科学Ⅱ
（生理学）（生化学）
（病理学）（微生物学・免疫学）

医学実地演習Ⅰ
医学実地演習Ⅱ

医学実地演習Ⅲ

研究配属

臨床医学
コース講義

CBT
基本臨床実習
OSCE

選択CC

Post-CC OSCE
第1回綜合試験

第2回綜合試験

第3回綜合試験

第4回綜合試験

臨床病態学
社会医学

第1回綜合試験

第2回綜合試験

Student Doctor任命式
低学年から臨床体験

1年生から基礎医学スタート

先進的な能動的学修

海外や他施設での実習も

臓器別、病態別にとらえる 2年間まるまる病院ですごす

国家試験に準じた綜合試験

じっくり研究三昧

Clinical Clerkship
（70週以上）

3年次2年次1年次

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

6年次5年次4年次

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

本学のカリキュラムは、アメリカの医師国家試験の受験資格が得られる国際認証基準に対応しています。
70週以上におよぶ臨床実習で知識だけではない力を身につけるほか、研究配属でリサーチマインドも育成します。
6年次には選択CC（Clinical	Clerkship）として、国内はもちろん、海外の提携校で実習することも可能です。
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Curriculum
医学を支える科学的な知識と思考力、
豊かな人間性と教養を身につける                    基 礎 科 学 1～2年次

近年の生命科学の急速な進歩にともない、	

医師には、これまで以上に高度な専門性や、医療人としての	

奥深い思考に基づく倫理性が求められる時代となっています。

基礎科学では、自然科学や外国語、	

人文社会科学を学ぶことで専門的に医学を学ぶ土台を築き、	

さらに医療人としての心構えを持てるように	

「特別教育」の科目群を配置。

確かな基礎学力、生涯学び続ける意志と	

高い理想、豊かな人間性を培うことを目指しています。

1年次の「特別教育」を通して 
医師・医学者としての心構えを
1年次の「特別教育」では、病と死につい
て考えて医師・医学者としての使命感を
養う「特別プログラム」や、1年次から医
療現場を見られる「医学実地演習」など、
特色ある科目を数多く開講。学生一人ひ
とりが理想の医師像を思い描き、将来の
キャリア・デザイン構築のための基礎を築
きます。

医学に直結する基礎科学を学び、 
専門教育へスムーズに橋渡し
医学の学びを深めていくためには、生物
学、化学、物理学、数学、スポーツ科学と
いった自然科学領域全般の基礎知識が欠
かせません。そこで「自然科学基礎（物理・
化学・生物）」では、受験時に選択しなかっ
た科目の履修を義務付けており、専門的
な学習に入る前に、自然科学分野におけ
る基本的知識を修得します。

少人数で医学英語に磨きをかけ、 
グローバルに活躍できる医療人に
外国語、とりわけ英語力の向上に力を入
れています。授業は28名程度の少人数ク
ラスで、きめ細かな指導が行われます。英
語の授業の半分以上はネイティブスピー
カーの講師が担当します。また、「外国語
演習（世界の言語と文化）」の授業では、
英語以外の多様な言語・文化に対する理
解を深めます。

生命科学基礎／発生生物学
生命科学基礎では、生命の基本単位である
「細胞」を中心に、分子から個体に至るまで
の様々なレベルの生命現象について広く学
びます。発生生物学では、受精から出生に至
るまでのヒトの個体発生の概略を、分子進化
や系統発生と関連づけながら理解します。特
に、種を越えて保存されてきた発生の分子メ
カニズムについて最新の知識を修得します。

人の命を預かる医師、医療のあり方の基本を学び	
人間の行動・心理の原則から患者理解につなげる

人文社会科学（生命倫理学／心理学）

担当教員 樫村 正美 
基礎科学における人文社会科学では、生命倫理学／心理学、哲学、法学、社会学、医療人類学などを通して、人
間や社会のあり方について学びます。生命倫理学／心理学では、前半に人間の生命を対象とする医学・医療の進
歩を振り返りながら、これまで生じてきたさまざまな倫理的な問題を紹介し、生命を扱うということはどういうことなの
かについて、考えを深めます。後半の心理学では、実験や観察、検査などの心理学的方法論によって蓄積された
多様な心理学の諸成果を学び、人間の心の多様性について考察できる力を身につけます。近年に至り、医学教育
の重要な科目として行動科学が取り上げられています。行動科学とは、人間の心理と行動を科学的に研究する学
問領域であり、心理学と密接な関係を持っています。人間行動の原理を理解し、人間行動が他者との関わりの中で
どういった影響を及ぼすのかについて学習することは、今後向き合うことになる患者さんの理解に役立つことでしょ
う。医学部は医学を学ぶ場ではありますが、医師が実践するのは医療であって医学ではありません。医学をいくら
学んでも、良い医師になれるわけではありません。医療の実践においては、病気の生物学的要因のみならず、患者
さんを取り巻く複雑な要因、つまり心理社会的要因がしばしば絡み合っています。良い医療の実践には、人文社会
科学の関連科目の学習が不可欠といえます。これらの科目を学ぶことを通して、将来、医療の現場で出会う患者さ
んやそのご家族を全人的に理解し、効果的な治療、支援につなげていけるようになることを願っています。

英語
世界水準の医師・医学者育成を教育目標に掲
げる本学は、国際的な場面で使える英語の技
能習得を目指し、少人数グループによるきめ細
かな教育を行っています。1年次の「英語Ⅰ」では
「読む・書く・聞く・話す」の4つの技能をバランス
よく学習するために、医学関係の読み物の購読
や、ライティング、英語プレゼンテーション・ディス
カッションに取り組みます。

医学入門
本学に入学した意味について、一人ひとりの学生
が認識を確固たるものにする科目です。医学に
対する関心を高め、基礎科学科目とその後の医
学学習との関連性を理解します。さらに、今後の
学習の見通しを立て、自らに課す学習目標を設定
し、医学を学ぶ上での学習方法を身につけること
も目指します。学んだことを日々 の生活に適用する
術と習慣を身につけるために役立てる科目です。	

医学の基礎となる、自然法則を意識しながら学習しました
宮本 菜桜子  
医学部医学科2年

基礎科学を学ぶことで、身のまわりの事象が全て一定の法則によって規定されているということが
新鮮に感じられました。初めのうちはバラバラの暗号に見えていた科目同士のつながりが、学習を進
めるうちに見えてきて、物事を広い視野で、統合的に見ることの重要性を学べたと思います。

月 火 水 木 金
1

物理学実験
自然科学基礎

（物理・化学・生物）
英語Ⅰ（A）

コンピュータ・
リテラシー

外国語演習（世界の言語と文化）
2 英語Ⅰ（B） 英語Ⅰ（D）
3 生命倫理学 / 心理学

化学 自然科学基礎
（物理・化学・生物）4

化学実験
数学

英語Ⅰ（C）
5 哲学・社会学・法学・医療人類学 / 老年学

スポーツ科学実習 行動科学
6 補講 補講

宮本さんの1年次の時間割例

主要科目紹介

PROFILE	●	筑波大学大学院人間総合科学研究科博士課程、単位取得退学。博
士（心理学）。筑波大学人間系助教、筑波大学医学医療系助教を経て、2013年より本
学医療心理学教室講師。
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Curriculum
実験や実習を通して
人体や疾病のメカニズムを理解する基 礎 医 学 1～3年次

1年次後半から3年次前半の基礎医学では、

生物としてのヒトの構造、機能、病態や薬物治療の考え方を学び、

法律や環境など多様な視点を踏まえつつ、

現代社会における医療人としての知識と自覚を身に付けます。

座学と併せて実験や実習も重視しており、

生命の尊さを深く考える機会が設けられています。

また、「研究配属」カリキュラムでは、

大学院棟内で行われている医学研究の最前線に参加。

興味深いテーマについて掘り下げて学ぶチャンスであり、

基礎医学研究の方法論、研究手法を習得できます。

解剖学（生体構造学）

医学教育の中では根幹をなす基本、土台の
学問です。解剖学を学ぶ上で重要な過程に
「人体解剖学実習」があり、「献体」によって
提供されたご遺体を、約半年の時間をかけて
解剖します。人体の精緻な構造を学ぶと共に
「生命の尊厳」「医の倫理」を直視し、医師に
なる人間として、高いレベルのモラルを習得し
ます。自ら学ぶ姿勢が求められる科目です。

生理学的調節機能の巧妙さに感動して、
次世代に受け継がれるべき新知見を見出してほしい

生理学（生体統御学）

担当教員 柿沼 由彦 
生理学とは、単なる生理機能を測定する学問ではなく、全ての臨床医学の根幹
となり、疾患の病因病態の解明を視野に入れる学問です。扱う領域としてはほ
ぼ全臓器を対象にし、かつ分子から個体までを対象とします。医学部学生にとっ
ては最初に知識の膨大さ・難しさ・その厳しさを体験する学問領域の一つでしょ
う。しかし一方で十分に学習すれば、その生理学的調節機構の複雑さ・多様さ・
巧妙さに驚くのみならず、感動すら覚える領域でもあります。医学専門書を紐解
くと疾患の記載の中で、最も多くページを割かれるのがまさに「病態生理」的記
載で、その量は増加の一途です。よって学生時の履修で終わりではなく、一生涯
にわたって生理学的思考を磨いていかねばなりません。これまでの先人達は、立
ちはだかる学問的壁を懸命に乗り越え、我々はその知識の礎の上に立っている
にすぎません。医学の道を志す皆さんには、さらに次の世代へと受け継がれるべ
き新知見を本学問履修によって是非見出してもらいたいと考えています。

病理学（解析人体病理学）

疾患の本態を、実際の病変を解析して理解し
ています。各臓器に起こる病変と疾患の組織
学的変化を正常組織と対比させながら観察し、
各種疾病について、その原因、発症と進展の機
序、その転機を、形態と機能の両面から説明す
る力を身につけます。さらに、疾患の確定診断
や治療について理解を深めます。実際の病変
の理解から疾患の本態を考察しています。

生化学（分子遺伝学）

生命現象や病態を分子生物学的研究から
理解する科目です。医療人として活躍するた
めには、分子病態や研究動向を正しく理解し
様々な場面で適切に説明できる応用理解力
が必要です。分子遺伝学においては、遺伝子
操作技術の発展に至る遺伝子研究の歴史
的流れや病態解析の成果を、重要な研究成
果や技術革新をもとに概説します。

生命の尊さに触れながら、 
人体の精巧な構造や疾病を学ぶ
人体の各器官系の構造と機能を理解し、
相互の関連から生命活動を統合的に把握
する「人体解剖学実習」に取り組みます。
十分な知識を身に付けた上で解剖学実習
に臨み、人間がいかに精緻な生命体であ
るかを知るとともに、人間の体に向き合う
ことで医療人を目指す上での覚悟、生命
の尊さを深く考える機会となります。

「研究配属」で医学研究を体験 
自主的に学び、究める姿勢を育てる
3年次前期の「研究配属」では、大学院で
行われている基礎科学、基礎医学、臨床
医学領域の基礎研究を行います。研究内
容は、興味に応じて選択可能。担当教員
の指導のもと、研究活動を実際に進め、受
け身の学習ではなく、自ら積極的に研究
するための方法論や手法を身に付けてい
きます。

医療の課題や社会的背景を考察し、 
生命倫理への理解を深める
現代医療の社会的背景や法医学につい
て学び、広い視野で医学をとらえること
のできる医療人を育成します。裁判と医
療のかかわり、生命保険や交通事故、薬害
問題、医療事故など、現代医療が直面して
いる多種多様な課題を取り上げ、医学・医
療における倫理的問題点を考察し、生命
倫理について理解を深めていきます。

学生の自主性を重んじる解剖学実習
三谷 健人  
医学部医学科3年

本学の解剖学実習は非常に高水準で行われます。解剖する箇所ごとに何冊もの医学書や文献にあ
たるのが前提とされ、実習も学生の自主性が重んじられます。どうしても不明な箇所をサポートして
いただいたとき、先生方の知識と理解の深さに何度も驚かされ、学習へのいい刺激となりました。

月 火 水 木 金
1

薬理学 薬理学 法医学 薬理学 法医学2
3
4

基礎系水平統合
プログラム

衛生学・
公衆衛生学

臨床医学への
基礎医学的
アプローチ

行動科学Ⅲ 法医学実習5
6

三谷さんの3年次の時間割例

主要科目紹介

PROFILE	 ●	 1988年千葉大学医学部卒業、米国Vanderb i l t 	 Un ivers i ty	
Medical	 Center	 research	Fellow	 (1991-1993)を経て、日本学術振興会特別研究
員。2000年筑波大学大学院医学研究科博士課程修了（医学博士取得）、理化学研究
所脳科学総合センター常勤研究員、高知大学医学部准教授を経て、2013年本学生体
統御科学分野大学院教授。
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Curriculum
病気の原因や治療法について学び 
現場で必要な知識・技能を習得臨 床 医 学 3～4年次

正常な人体の構造・機能の理解をベースに、

病気の原因や治療方法に関する知識と技能を学ぶ段階です。

次のステップとなる臨床実習で必要な知識を系統立てて学べるよう、

器官系統別のコース講義がスタート。

臨床で必要とされる知識や技能、倫理観、

そして問題解決能力に磨きをかけていきます。

基礎科学から臨床医学までの間に学んできたことを

しっかり身に付け、4年次半ばのOSCEとCBTに合格することが、

臨床実習に参加するための必須条件となります。

神経・リハビリ
神経系の構造や機能について知り、その異常
によって生ずる症状や徴候を学び、その異常
を惹き起こす病因について知識を得ます。病
因は、外傷、血管疾患、腫瘍、感染、中毒、変
性、脱髄、アレルギーなど多種多様ですが、問
診による病歴聴取、一般診療、臨床検査、神
経学的検査および神経系の補助検査によっ
て病因診断をつける技術を学び修得します。

能動的学習態度を持ちながら、	
臨床実習の基礎となる知識と能力を習得

頭頸部・耳鼻咽喉科学
担当教員 大久保 公裕 
近年の医師国家試験では、種々の診察･検査結果からどのように解答にたどり
着くかが問われることが多くなっています。臨床現場を見ていないと分らないよう
な問題もあり、5年次のクリニカル・クラークシップを有意義なものにする必要があ
ります。このため、耳鼻咽喉科・頭頸部外科学では、形態、機能、病態を積極的
に理解し、臨床実習の基礎となる知識、態度、問題解決能力を習得します。耳鼻
咽喉科・頭頸部外科は守備範囲が広く、疾患ごとに要求される専門性の高い診
療手技は多岐にわたります。20回にわたる講義では、聴器・平衡器、顔面神経お
よび周辺神経、鼻・副鼻腔の解剖・生理とその病態を理解し、さらに、頭頸部の
良性疾患、舌・口腔・咽頭・喉頭の解剖と生理、嚥下と発声、頭頸部の悪性腫瘍、
感覚器とその身体障害、リハビリテーションまでを学びます。最後のTBL（team	
based	 learning）では、クリニカル・クラークシップに向けて学習内容を整理し、
理解を深めます。

精神医学
人間のさまざまな精神機能を知って人間理解
を深め良き医師患者関係を築く素地を涵養
するとともに、主な精神と行動の障害の原因、
症候、診断、治療についての知識を身に付け
ます。そして、精神と行動の障害に対して、全
人的な立場から、病態生理、診断、治療を理
解することによって、良好な患者と医師の信頼
関係に基づいた全人的医療を学びます。

アレルギー・膠原病・免疫
アレルギー性疾患、リウマチ性疾患は頻度が
高く、原因の解明や治療法の開発が社会か
ら高く要求されています。しかし、対象となる
疾患は多様で、学習は容易ではありません。
そこで、アレルギー性疾患、リウマチ性疾患・
膠原病の病態および臨床を理解するために、
免疫学および臨床各科の最新の知識と技術
を可能な限り統合し、その基礎を修得します。

20に分かれた系統別コース講義で 
人体の各器官を臓器別に学習
3年次後半に始まる各器官系統別のコー
ス講義では、人体の各器官について、臓
器・器官別、疾患別に学習します。「神経・
リハビリテーション」や「アレルギー・膠原
病・免疫」など関連性の高い分野を系統立
てて学べるので、臨床能力を高めること
ができます。さらに、模擬患者さんによる
医療面接練習も行います。

臨床実習に向け 
基礎学力の確認を行う
実 際 に 患 者 さ ん に 接 す る 4 年 次 後 半
からの臨床実習に参加するために、医
学 的 知 識 の 総 合 的 な 理 解を評 価 する

「CBT(Computer Based Testing)」、
模擬診療を行って診療技術や患者さんへ
の接し方を評価する「OSCE(Objective 
Structured Clinical Examination)」
に合格し、Student Doctorとなります。

少人数で議論しながら学び、 
問題解決能力と自主性を育む
臨床現場では、問題解決のための思考能
力や、自ら学んでいく姿勢、そして患者さ
んや多職種スタッフとのコミュニケーショ
ン能力が必要とされます。そうした力を養
うのが、少人数のグループで討議を行う
PBL（Problem Based Learning）形式
の授業です。教員はチューター役に徹し、
学生が主体となって討論を進めます。

基礎医学の知識を患者さんの症状に結びつける 
上田 圭馬  
医学部医学科4年

臨床医学では基礎医学の知識をもとに、患者さんに対して適切な診断・治療を行うことについて学び
ます。講義やSGLを通して症候から疾患を推測する力がついたと思います。また、診断の際、症状か
ら安易に疾患を決めつけず、常に重大な疾患の可能性を考慮することの大切さを理解しました。

月 火 水 木 金
1

小児・思春期医学 皮膚科学 麻酔・集中管理・ 
疼痛制御 皮膚科学 産婦人科学2

3
4

運動・感覚 眼科 精神医学
頭頸部・耳鼻咽喉科学 救急と生体管理

5

6 自習 
（頭頸部・耳鼻咽喉科学）

自習 
（救急と生体管理）

上田さんの3年次の時間割例（4月第1週）

主要科目紹介

PROFILE	 ●	 1984年日本医科大学卒業。88年同大学院修了。89年より米国	
国立衛生研究所へ留学。93年本学耳鼻咽喉科講師、医局長、准教授を経て、2010年
より本学大学院医学研究科頭頸部・感覚器科学教授、本学医学部耳鼻咽喉科教授。
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Curriculum
チーム医療の一員として
診療に参加し知識を身に付ける臨 床 実 習 4～6年次

診療参加型の臨床実習（クリニカル・クラークシップ）では、

3～4名の小グループに分かれ、

日本医科大学付属病院をはじめとする4病院の各診療科を

1～4週間かけて、すべてまわります。

診療チームの一員として朝のカンファレンスから参加して

病棟回診や手術見学なども経験。

医療面接法、診断の流れ、基本的な手技、

医師としてふさわしい診療態度などを身に付けていきます。

医の倫理、安全性、コミュニケーションなどにも重点が置かれ、

臨床能力の高い医師を育成します。

クリニカル・シミュレーション・ラボ
さまざまなシミュレータを取りそろえた「クリニカ
ル・シミュレーション・ラボ」という施設で、基本
的な臨床手技を学びます。シミュレータの構造
と使用法を学んだ上で、胸部診察、静脈血の
採血、婦人科の内診、乳房触診、直腸診、眼
底鏡、耳鏡の基本的な手技を理解します。さ
らに、観察や異常所見の指摘ができるように
なることが学習行動目標です。

一秒一秒の判断が命をつなぐ救命救急の現場で	
チーム医療の一員として基礎的な知識と理解を得る

救急医学
担当教員 横田 裕行 
救急医学科では多発外傷、広範囲熱傷、頭部外傷、脳卒中、意識障害、急性中
毒、急性循環不全、急性腹症、急性呼吸不全など、さまざまな重症救急患者に
対して病態把握・初期治療、入院後の検査・治療計画などの実習を行います。
学生はチーム医療の一員として診療グループに加わり、実習を通して患者の病
態把握・治療方針などについて学びます。患者搬入時のバイタルサインのチェッ
クから始まり血液ガス分析、放射線科との合同カンファレンスを含む各種画像診
断、呼吸・循環管理を学習し、初診時の診断および治療方針の決定について、
診療グループ内で積極的に討論し、入院から治療までの一連の流れを体験し、
その病態についての理解を深めます。
また、シミュレーターを用いた心肺蘇生を行い、時にはドクターカー同乗実習を通
して、救急患者の治療・管理について理解を深めます。さらに、災害医療や緊急
医療支援などに関しても基礎的知識を得るための講義や実習を行います。

地域医療実習
地域医療に従事する医師のいる医療施設で
実習を行います。住民に寄り添い、人々の健
康を支える医師の活動を理解し、一般的な
症状（common	symptom）や一般的な病気
（common	 disease）の診療に関する知識、
望ましい医師と患者の関係を構築する技能と
態度を身に付けます。学生は問診や体格測
定、血圧測定などを自ら行う機会もあります。

総合診療科
頻度の高い主要症候に関して、適切な問診
を行い、バイタルサインや診察をもとに鑑別診
断ができるようになります。診断に必要な検査
（画像、生理学検査、血液・尿検査ほか）や、
1次・2次救急患者に対して治療の優先度を
決めて選別を行うこと（トリアージ）・緊急処置
についても学びます。さらに、チーム医療に参
加し、他職種連携についても理解します。

海外の医療現場を体験し、 
人として成長する海外臨床実習
臨床実習（クリニカル・クラークシップ）を
さらに発展させた6年次の選択臨床実習
では、学外の提携病院や、海外の大学や
大病院で実習を行うという選択肢も用意
されています。海外の医療技術を学び、
医療従事者や患者さんと触れ合う経験
は、医療・医学への視野を広げる上で大き
な財産となります。

特訓コースを設置して 
国家試験合格をバックアップ
医師国家試験対策として「学生アドバイ
ザー制度」などで日常的に支援します。6
年次には国家試験対策のための特訓コー
スを設け、実習の合間に講義を受けられ
るカリキュラムを配置。学生と教員が一体
となって合格率の向上に取り組み、過去
5年間の医師国家試験新卒受験者の平均
合格率は94.7％となっています。

ハイレベルな技術を備えた 
医師と最新の医療設備から学ぶ
高度救命救急センターでの救急医療、遺
伝子診断、臓器移植などを実施している
日本医科大学付属病院、日本最先端のメ
ディカルコントロール体制を備えた千葉
北総病院をはじめとして、本学付属の4病
院におけるクリニカル・クラークシップで
最先端医療に触れることは、非常に貴重
で有益な体験となります。

患者さん一人ひとりの症状に対して、希望に沿った医療を提供したい
酒瀬川 典子  
医学部医学科5年

 患者さんに対して問診や、身体診察を実際にさせていただく機会が多く、患者さんの状況を把握す
る力が身に付きました。一方で、その患者さんの症状に対し、どういった処置をしなければならない
のかを自分で考えられるようになる必要があると感じ、今後の課題として持つようになりました。

月 火 水 木 金 土
1 病棟カンファ参加

回診見学
病棟実習

外来見学 検査や処置見学 検査や処置見学 外来見学
口頭試問
症例報告

レポート提出
2
3
4

講義
病棟実習 病棟実習 外来見学

講義
病棟実習

講義
病棟実習

講義5
6

酒瀬川さんの5年次の時間割例

主要科目紹介

PROFILE	●1980年日本医科大学医学部卒業。90年本学講師。93年東京都医師会医
学研究賞を受賞。現在は、本学大学院医学研究科教授、日本医科大学付属病院高度救
命救急センター長、日本救急医学会代表理事。専門分野は救急医学、脳神経外科学。
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Curriculum
世界で活躍できる
医師・医学者海 外 交 流 6年次

世界中の人々に尽くせる医師・医学者を養成するために、

医学英語に力を入れ、

世界各国の医療機関や大学と協定を結び、

学生の派遣・受け入れや積極的な国際交流を図っています。

毎年、数多くの本学学生が大きな夢と可能性を抱き、

海外の医療現場で学んでいます。

サークル活動を通した 
国際交流も充実
選択臨床実習（クリニカル・クラークシッ
プ）の海外臨床実習のほかに、東南アジ
ア医学研究会によるタイやアジア諸国へ
の医学留学、MESS（Medical English 
Speaking Society）と国際医学生連盟

（IFMSA）によるヨーロッパ諸国との短期
交換留学など、サークル活動を通した国際
交流も充実。最近ではSummer Students
として欧米の一流医学研究機関で夏休み
を過ごしている学生もいます。

医学英語教育 Medical English Education
急速かつグローバルに進化する医療の世界において、医師の生涯教育に必要
なレベルの英語能力を身に付けるために、外国人の模擬患者さんとの医療コ
ミュニケーションを図る授業、また医学英語論文のためのトレーニングコース
などを開催。学生はもとより、研修医、大学院生、教職員に向けて全学的に医学
英語を推進する意識改革を行っています。

◦ TOEFL-ITP の実施
◦英語の native speaker とのコミュニケーション実習
◦外国人模擬患者による医療面接実習
◦ゴータム特任教授による英語カンファレンス
◦医学英語論文トレーニングコース　など

海外の病院で臨床実習を行い視野を広げる
6年次の選択臨床実習（クリニカル・ク
ラ ークシップ ）で は 、提 携 大 学 で あ る
ジョージワシントン大学や南カリフォルニ
ア大学などでも実習を行えます。海外で
の臨床実習を経験し、異国の文化・歴史に
触れてグローバルな視野を養うことは、自
らの医学や医療に対する姿勢を見直し、
将来の方向性を考えていく上で、大きな
意味を持つことになるでしょう。また、医
学英語の上達にも最適の機会です。

経験した手技の種類や機会が多く、実践を学べたタイ王国・チェンマイ大学の臨床実習
正田 創太郎 
医学部医学科6年

 8週間の選択臨床実習をタイ王国のチェンマイ大学で行いました。私が参加したのは、 
家庭医療と病理学、救急科の3科での実習です。家庭医療では訪問診療が印象に残りま 
した。訪 問 診 療は患 者さん の 身 体 診 察や 服 薬 管 理だけでなく、患 者さんを取り
巻く環境の改善にも重点を置きます。それぞれの患者さんにおいて治療の妨げ
となっている要因が何であるか、現地の学生や先生と話し合いました。医学から
は少しはみ 出た分 野ですが 、将 来 必ず 役に立 つ 知 識や 考え方を習 得しました。
病 理 学では症 例ごとに先 生から親 切に英 語で説 明をしてもらえたので、基 本か
ら学び なおすことができました。救 急 科では最 初 の 頃 、手も足も出ずただ眺め
ている時 間 が 多かったですが 、各 手 技を自分にやらせてほしいと先 生にお願 い
しやり方を教わるなどして、後 半からは積 極 的に参 加できるようになりました。 
手技だけでなく、救急医療の基本的な考え方や知識を実践から学ぶことができました。

イギリス
フランス

ドイツ

カンボジア ベトナム

タイ 台湾

中国
韓国 アメリカ

カナダ

オーストラリア

3

スウェーデン 1
フィンランド 1

7

1

13

1 1

トルコ 2

21

20
3

エジプト1

1

シンガポール

1

ウクライナ 1

フィリピン 3
インドネシア 1

1 1

2
マレーシア2

2

オランダ
2

1

2

219

・ ハワイ大学［アメリカ］
・ 南カリフォルニア大学［アメリカ］
・ チェンマイ大学［タイ王国］
・ ハルピン医科大学［中華人民共和国］
・ 西安交通大学［中華人民共和国］

・ ジョージワシントン大学［アメリカ］
・ タマサート大学［タイ王国］
・ 中国医科大学［中華人民共和国］

など

学生の留学者数
外国人留学生受入
職員の留学

（平成28年4月1日～
　　　　　平成30年3月31日）

21
78
20

協定校・協定医療機関の一例

ミャンマー
1 インド

1 ネパール

1
カタール

南カリフォルニア大学（USC） ジョージワシントン大学（GWU） ハワイ大学 タマサート大学 中国医科大学
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Curriculum

成長を実感した6年間 StudentsVoice

島田 春貴 医学部医学科5年
夏休み共用試験に合格すると、すぐに臨床実習が始まります。そこで、
私はこれまで学んできた知識を総動員すると同時に、謙虚な姿勢で学
ぶことの大切さに改めて気づきました。実際に医療現場で学ぶと、今ま
で知らなかったこと、分かったつもりで通り過ぎていたことがいかに多
かったのかを痛感します。積極的かつ慢心しないことが大切です。

4年次  臨床実習で学んだ謙虚な姿勢

葉山 泉 医学部医学科6年 

臨床実習で具体的な医師の業務に触れることで、今後身につけるべき
知識や技能が明確になりました。実際に患者さんに対して問診や診察
をし、指導医の先生からフィードバックを受けることで、診察、診断に必
要な技術や要点を深く学ぶことができました。病を抱えている患者さん
に対する心遣いも、これまで以上に考えるようになりました。

5年次  身につけるべき知識や技能が明確に
石井 昌嗣 医学部医学科3年
実習に備えて文献を読んだり、結果を解析するなど、将来の研究につ
ながる学習ができました。英語論文を読む練習も豊富に行うことがで
き、夏休みの臨床実習では、医局の先生についてシャドウイングも体
験しました。学年全体で助け合いながら、CBT、国家試験に向けた勉
強を行うことで、人間としても大きく成長できたと感じています。

2年次  助け合いながら学ぶことで成長

里井 セラ 日本医科大学付属病院 勤務
医師国家試験の対策と同時に、研修先のマッチングに向けてどのよ
うな医師になりたいか具体的に考えていく学年でした。試験勉強と違
い、自分の目指す医師像は一人で考えても正解は出ません。積極的
に先輩から意見を聞いたり、同級生とディスカッションするなど、人と
の交流の中で、将来像を次第にイメージすることができました。

6年次  自分が目指す医師像を探る

石川 義崇 医学部医学科2年
これから医学を勉強していくための土台を築いた一年でした。基礎医
学の圧倒的な暗記量を知り、一つひとつの科目を相互に関連づけ、効
率よく学べるように工夫をしました。医学を修めるのに要する苦労への
認識が甘かったことを思い知らされ、過去の自分を反省することで、医
師になる覚悟がより強固なものになったと思います。

1年次  科目を相互に関連づけて学修

久保山 まりか 医学部医学科4年
臨床医学が始まり、学びの量が格段に増え、4年次のCBTを視野に入れ
た勉強が、講義や自習を通して進むようになりました。夏休みには、夏期
研究留学プログラムを利用してアメリカ国立衛生研究所（NIH）に6週
間留学。NIHの環境や世界中から集まる研究者と出会い、研究者として
の姿勢やコミュニケーションスキルの大切さを学びました。

3年次  アメリカ国立衛生研究所への留学

自由と反骨精神、最先端の教育、それこそが伝統

【伝統】自由な気風と反骨精神

本学は日本最古の私立医大です。大学の気風というものは一朝

一夕に出来上がるものではありません。確かに最も古い私立医大

ですが、済生学舎から医科大学に至る道のりは険しいものでし

た。当時の政府や医学界からの弾圧は猖獗を極めました。それで

も医師を養成し続けたことで、一旦は廃校に追い込まれました。

廃校まで28年間に養成した医師数は9628人で、当時のわが国

の医師の約半数に上ります。創立者長谷川泰は自由党議員でし

た。本学の反骨と自由の気風がわかると思います。

【学是】克己殉公

権力に対する反骨精神は、すなわち弱き者への愛の深さに他なり

ません。当時は今と全く違います。今は民主主義であり、権力その

ものが民主的に形成されていますが、当時はそんな生易しい時

代ではありません。権力に対する反骨は命がけです。本学の学是

「克己殉公」はその歴史的流れの中で生まれたものです。医師

の倫理観にとどまらず、民衆のために権力と戦うことも辞さないと

いう正義を貫くための決意なのです。そんな本学がいち早く医科

大学として認められたのは、本学で養成された医師のレベルの高

さを認めざるを得なかったということを如実に物語っています。

【先進的教育】 
医学とその教育に妥協はゆるされない

例えばCTスキャンの検査を受けることになったとします。最新鋭

のCT撮影機のある病院と旧式の撮影機しかない病院のどちら

を選びますか？	少しでも正しい診断が得られそうな方を選びます

よね。医学は常に最新が求められます。では、最も進んだ医学教

育を受けた医師と旧式な医学教育を受けた医師のどちらにかか

りたいですか？	その答えも同じです。実は日本医科大学の「常に

最も進んだ医学教育」こそが、旧態依然の教育に安住していた

当時の医学会の重鎮たちが最も嫌ったことでした。最も新しい医

学教育を提供することが済生学舎以来の伝統なのです。

現在の日本医科大学のカリキュラムはアウトカム基盤型カリキュラ

ムと呼ばれるもので、ただ必要な知識を教えて終わりという教育

ではなく、「卒業時にどんな姿になっているか」から逆算して教育

を組み立てています。そのために学生の自主的学修態度を育む

能動的学修を進めています。能動的学修を支えているのが先端

的ICT技術です。すべての講義は収録されていて、いつでもどこ

でも視聴できます。講義は学修教材のコンテンツに過ぎないと考

えています。それをどう利用して、どう自分のものにするかは学生

自身に任されています。ディスカッションするときは少人数収容の

無数の個室に巨大なiPadと黒板を合わせたような電子黒板を活

用できます。大学独自のクラウド上に自分の学修成果をアップロー

ドして、ことあるごとに教員にアドバイスをもらえる電子ポートフォリ

オシステムで自分の学修状況を把握し、計画的に自分を磨くこと

もできます。そんな最先端の教育環境とシステムを学生自身が使

いこなすのです。さあ、自由な気風と最新の教育が君を待ってい

ます。

1983年日本医科大学卒業。同年同大学小児科学教室に入局。1989年博士(医学)。1994年日本医科大学付属千葉北総病院小児
科医局長、2002年付属病院小児科医局長、2012年より日本医科大学大学院医学研究科小児・思春期医学教授。2014年より教務
部長。2018年、医学部長に就任。

医学部長
大学院医学研究科
小児・思春期医学分野 大学院教授

伊藤 保彦
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充実した卒後教育が未来を開く

高度先端医療の現場で幅広い経験を積み、診察能力と医師としての人間性を育む
医学部医学科を卒業して医師国家試験に合格すると、臨床医を目指して卒後臨床研修に進みます。
卒後臨床研修は、医学および医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、多岐にわたる診療の能力を育みます。

高い研究意欲に応え医療の多様化、グローバル化を牽引
グローバル化・高度化を続ける医療・医学研究に従事する医学研究者のために、設備・研究の双方から重点的整備を続け、
高い研究能力およびその基盤となる豊かな学識と社会的見識を養成しています。

臨床研修（初期） 研究分野・医学専攻3領域専門研修（後期）

卒後臨床研修 大学院 医学研究科臨床研修（初期）・卒後2年　専門研修（後期）・2～4年 4年制・博士課程

基本的な臨床能力とともに、 
プライマリ・ケアを身に付ける
1年次には内科6カ月、救急3カ月、残りの3カ月は、外科、麻酔科、小
児科、産婦人科、精神科の中から2科以上を選択します。2年次に
は1カ月の地域研修以外は将来のキャリアに応じた診療科を自由
に選択して研修を行うことができます。また、小児科、産婦人科の
専門医を目指す特別プログラムも設けています。研修を通して基
本的な臨床能力とプライマリ・ケアを身に付け、チーム医療が実践
できる豊かな人間性を備えた医師を育成します。
日本医科大学では、卒前・卒後の一貫性ある医師養成実現に注力
しており、指導医―研修医―Student	Drの屋根瓦式教育体制
が充実しています。学生は先輩の背中をみて学び、研修医は学生
を指導することで学びを深めることができます。

機能形態解析医学
分子解剖学
生体統御科学
解析人体病理学
細胞生物学
分子細胞構造学
循環器内科学
腎臓内科学
血液内科学
消化器内科学

内分泌糖尿病代謝内科学
呼吸器内科学
臨床放射線医学
皮膚粘膜病態学
頭頸部・感覚器科学
女性生殖発達病態学

生体制御再生医学
男性生殖器・泌尿器科学
解剖学・神経生物学

感覚情報科学
生体機能制御学
遺伝子制御学
神経内科学
消化器外科学
乳腺外科学
内分泌外科学
呼吸器外科学
心臓血管外科学
脳神経外科学
整形外科学

分子遺伝医学
眼科学
救急医学
疼痛制御麻酔科学
形成再建再生医学

健康社会予防医学
統御機構診断病理学
代謝・栄養学
薬理学

微生物学・免疫学
衛生学公衆衛生学
法医学
医療管理学
分子生物学
精神・行動医学
アレルギー膠原病内科学
小児・思春期医学
総合医療・健康科学
リハビリテーション学

将来の進路を見据えて 
専門知識と技術、経験を蓄積する
2～4年間の専門研修（後期）に入ると、全員が専門分野を持って
学びます。この時点で、多くの人が臨床医として自らが所属する診
療分野を決定します。研究の道で自らを研鑽することを望む場合
には、専修医の身分のまま大学院生（社会人選抜）として大学院
医学研究科の各分野に進学することもできます。研修では、指導
医のもとで入院患者の診療にあたり、専門医として医療安全への
再度の理解と実践をするとともに、多くの患者さんに接して経験を
積み、必要な診療知識、手技を身に付けていきます。各診療科に
おいて豊富な臨床症例数を経験できるほか、日本専門医機構によ
り認定された基本領域またはsubspeciality領域の｢専門研修プ
ログラム｣を用意しており、キャリアパスの具体的表示をしています。
さらに、臨床研究、基礎研究が行える体制も備えています。

生命倫理を尊重しつつ国際社会において
自立して活躍する質の高い医師・医学者を育てる
卓越した医師・医学者を輩出してきた本学にとって、最も

貴重な財産は「人」です。教育理念に掲げているように、

臨床と研究を両立させる先輩医師が多く、病気を解明し

新しい治療法を開発しようとする研究心が、本学には培わ

れています。その基盤となっているのが、臨床医学と基礎

医学の各分野が有機的に連携した、機動性の高い研究

活動です。多くの公的研究費を獲得し、次世代の医療・医

学につながる成果を上げていますが、これらもすべて分野

横断的な研究によってなされてきました。こうした研究を推

し進めるためには、体系的な幅広い知識、倫理性、協調

性そして能動的な研究能力を備えた若い人材が不可欠

です。このため、2016年度から大学院の教育課程を一新

し、愛と研究心を有し、これからの医学・医療を担う医師

および医学研究者を育成する体制をさらに強化しました。

2017年度からは「多様な新ニーズに対応するがん専門

医療人材養成コース」も新設しています。若手研究者に

対しては積極的に海外留学支援を行うとともに、諸外国か

らの留学生を広く受け入れています。卒前から卒後まで

を見据えた学部と大学院のシームレスな教育体制を整備

し、将来に亘り社会の信頼に応えることができる、質の高い

「人」を今後も育成していきます。

大学院医学研究科長 

鈴木 秀典

専修医のまま大学院に進学可能

臨床研修（初期）修了後、専門
研修（後期）を行いながら、大
学院生（社会人選抜）として大
学院に進学できます。

井上 正章 日本医科大学付属病院 勤務
臨床研修（初期）で大切なことは、まずよい意味で“YESマン”になること。それは、臨床の業務に加
えて、先生方の食事会などにも積極的に「YES！」と言って参加することです。その上で、自分の力
量はしっかり自覚して、分らないことは助けていただく。そして患者さんに寄り添い、上級医の説
明を分りやすく解説するなど、患者さんの視点を持つことです。研修中に学会発表も経験してア
カデミックな視点も身につけながら、リーダーシップを発揮できる医師になりたいと思います。

自分の力量を自覚しつつ、どんなことにもチャレンジ
学会発表も経験して、アカデミックな視点も身につけたい

医学部卒業 臨床研修（初期）・卒後2年 　専門研修（後期）・2～3年

大学院 医学研究科・4年制

Graduates

NIPPON MEDICAL SCHOOL 3837 NIPPON MEDICAL SCHOOL



Senior Voice

卒業生の想いにふれる

トーマス・T・野口
1951年卒業。インターン研修を終え、52年に渡米し、ローマリンダ大学
付属病院を経て61年ロサンゼルス地区検視局に入局。82年から南
カリフォルニア大学で法医病理学と死因捜査の教鞭をとり、99年から
南カリフォルニア大学法病理学名誉教授。　

米医事法学会の理事会員 世界医事法学会会長 
全米監察医協会国際関係委員会委員長 
米科学捜査アカデミー国際関係委員 日本医科大学名誉博士

世界の人のために事を成し、後輩への支援を惜しまぬ
それが日本医科大学に受け継がれた精神です
1952年に渡米して以降、何度も「アメリカに留学に来たのでは
なく、世界の人のために貢献したいと思ってアメリカに移ったの
だ」と言ってきましたが、同様のことを半世紀前に言っていたの
が、野口英世博士です。私は同姓なので「親戚ですか？」とよく
尋ねられたものです。実際、逆境に負けずたゆまぬ努力で自ら
チャンスをつくり、“世界の野口英世”となった同窓の先輩はお手
本であり、励みにもなりました。私の専門は法病理学です。患者
さんを相手にした医療ではありませんが、解剖や検視による死
因の究明を通じて、医療の改善はもとより、防ぎ得る事故死や被
虐待児症候群、DVについても積極的に行政を動かして予防に
努めることができるので、重要な意義のある専門分野だと思い
ます。しかし、アメリカでも死の話題はタブーとされていましたか
ら、私たちの仕事について一般市民からの理解を得ることは難
しく、医師の間ですらよく知られていませんでした。そうした状況

を改善するために、私は努力を重ねてきました。1970年代には、
私をモデルにしたドラマ「ドクター刑事クインシー」が制作され、
7年にわたり連続で放映されるほどの人気番組となりました。そ
の後いろいろなCSI（科学捜査班）のドラマが放送される時代と
なり、検視局の志望者が列をなすまでになったのは、逆風に遭
いながらも法医学の認知活動を続けてきた成果だと考えてい
ます。今振り返れば我々の学是「克己殉公」が、私の道を定め
たように思います。現在教鞭をとる南カリフォルニア大学では、日
本医科大学からの研修生が医療チームの一員として臨床に携
わることのできる体制を整えています。私自身、若い時期に海外
に出たことで逆境に鍛えられて視野を広げることができましたか
ら、後輩の皆さんにも世界の人のために働ける医師に成長する
機会を提供したいと考えています。自信を持って、何をやっても
成功すると信じて、自らの道を切り拓いてください。

神野 正博
1980年卒業。86年金沢大学大学院医学専攻科卒（医学
博士）。金沢大学第2外科助手を経て、93年恵寿総合病
院長。95年特定医療法人財団董仙会理事長。2011年よ
り社会福祉法人徳充会理事長併任。現在、厚生労働省	
医道審議会において医師臨床研修、医師国家試験、看
護師特定行為研修委員。中医協診療報酬調査専門組
織において、がん診療提供体制のあり方に関する検討会
委員などを務める。

社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 理事長 
全日本病院協会副会長

南
みなみ

 砂
まさご

1979年卒業。ベルギー国立ゲント大学研究員、日本医科大学助手を経て、
85年読売新聞社入社。医療、福祉、教育と幅広い分野で記事を執筆し、同
社編集委員や編集局次長兼医療部長などを歴任。17年より現職。国立研
究開発法人	国立がん研究センター理事、国立社会保障・人口問題研究所
評議員など、社外の公職も多数務める。　
読売新聞東京本社 常務取締役調査研究本部長

超高齢化社会の能登半島から、国に提言する医療と介護・福祉のグッドデザイン
私が理事長を務める恵寿総合病院は石川県にあります。周囲の高
齢化率は34％、能登半島の端では44％にもなります。東京や大阪の
30年先をいく超高齢化社会といえるでしょう。そんな中、患者さんが
求めるものは何か模索しながら、急性期医療から介護・福祉まで途
切れることのないヒューマンサービスを提供する「けいじゅヘルスケ
アシステム」を構築しました。急性期医療を担う恵寿総合病院には
ユニバーサル外来を設け、2017年度グッドデザイン特別賞を受賞。
患者さんがスマホやタブレットから治療内容・検査結果・処方された

薬などを閲覧できる「カルテコ」というサービスも展開しています。同
時に地方の医療現場の声を届けるため、厚生労働省のさまざまな
組織の委員を務め、1週間に石川県と東京を何回も往復する日々で
す。地域医療を支えるために技術や知識は大切ですが、その上位
概念としてスタッフをコーディネートする力が必要です。それには人
間性の涵養が欠かせません。勉強だけでなく、クラブ活動などを通し
て、多様な考え方を持つ仲間をつくってください。それがあなたに深
みを持たせ、将来のネットワーク構築にも必ずつながります。

広い視野を持ちながら目の前の課題にベストを尽くしてほしい
医師としてあえて報道の仕事を選んだのは、社会に働きかけたかっ
たからです。日本医科大学を卒業すると、欧州で学びながら世界保
健機関の国際公務員を目指しました。そんな中で、｢移住に伴う精神
保健｣というテーマを見つけて帰国、母校の精神科で修業しました。
折から日本に漂着したインドシナ難民のボートピープルや、政府の「留
学生受け入れ10万人計画」で渡来する外国人の調査・研究など、
社会的な仕事に関わるうちに転機が訪れ、30歳で読売新聞社へ。
記者として、国内外の社会から文化、外交に至るまで幅広いテーマ

の取材に駆け回りました。医療の高度化と社会の急速な情報化を背
景に、医療・健康の正確な情報も求められるようになりました。各地の
医療を取材する中で驚いたのは、文字通り「克己殉公」の精神で地
域医療を守る同窓の先生方の姿が全国いたるところにあったことで
す。母校の伝統の重みを痛感しました。日本は今、未曽有の超少子
高齢社会から人口急減社会へ、予測不能の時代を迎えています。こ
れから医学を学ぶ方々には専門性を深めつつ、広い視野を持ってほ
しい。学びは必ずや実を結び人生を豊かなものにしてくれるでしょう。
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患者さんを断らない気概が、日本の救命救急医療を前進させてきた
日本医科大学に救急医学講座が開設された年に入局した救急救
命センターは「日本で始まったばかりの救急医学の分野を切り拓く
ぞ」という熱気に満ちており、新人も教授陣（当時、講師以上はすべ
て日本医科大学卒業）も一丸となって取り組んでいました。ほかの科
の治療で救急に応用できるものはないかと日々模索し、どんな危機
的状況にある患者さんもなんとか助けたいと挑戦し続けてきました。
その結果として、新しい治療法が生まれたことも多々あります。「患者
さんを断らない、決してあきらめない」という気概は、この当時から受

け継がれるものです。他病院では手術まで30分以上かかる外傷患
者でも、5分で手術を始められる体制を磨き上げ、多くの患者さんを
受け入れることで治療法を早期に確立。その手法を全国の救急医
へ波及するという大切な役割も担ってきました。日本の救急医学の
歴史に名を残す多くの先生方とともに奮闘しながら学んだ医局の同
僚から、現在、私を含め5人が国立大学教授として活躍中です。日
本医科大学の救命救急センターが培ったものが、日本の救急医療
の礎になっていると言っても過言ではないでしょう。

「運動部と医局は同じこと」。医療人の本質を教えてもらったバスケットボール部
学生時代は6年間バスケットボール部に所属していました。日々の練
習は厳しいものでしたが、先輩や同級生、そして後輩達にも恵まれ
て充実したバスケ部生活でした。当時の部長先生の「運動部と医
局は同じこと」という言葉が深く印象に残っています。目標に向かっ
て、チーム全体としてどう機能するのか、個人は自己の力を伸ばしな
がら、どのような役割を果たすべきなのか、という医療人の本質を教
わったのは日本医大バスケ部でありました。現在、呼吸器内科医と
して難治性肺疾患の診療や研究に取り組んでいますが、大切なこ

とは知識や技量の提供だけではなく、疾患を通してヒトと向き合える
全人的な医療かと考えています。日本医科大学には学問だけではな
く、人格的にも優れた魅力的な先生が多く、医師として重要なバラン
ス感覚が自ずと養われます。志願されている方には是非、伝統ある
本学での講義や実習、また教員やOBの先生方との交流、そして同
じ志を持つ仲間達との部活動など実りある学生生活を通して、真の
良医になってほしいと思いますし、それが可能であるのが日本医科
大学であると自信を持ってお薦めします。

大友 康裕
1984年卒業。付属病院救命救急センター勤務。94年千葉北総病院救命
救急部医局長。95年国立病院東京災害医療センター第2外科医長。2002
年同救命救急センター長。07年より現職。12年より東京都災害医療コーディ
ネーターを務める。

東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 救急災害医学分野教授 
東京医科歯科大学医学部付属病院 救命救急センター長

ようこそ日本医科大学へ
日本医科大学は伝統ある単科医科大学です。私の奉職する日本大
学（日大）や留学したスタンフォード大学のようなマンモス校ではあり
ません。ただそこが良いところで、日本医科大学では皆さんの見本
がすぐそばにいます。私が学生時代から留学を志し米国へ行けた
のも、見本となる先輩の直接的なご指導の賜物です。総合大学でも
見本は先輩医師になりますが、ほかに強力な学部（例：法学や経営）
がある場合、大学の規範はそちらに行ってしまいます。また日本医科
大学には能動的な人が多いと感じます。それこそが伝統なのでしょ

う、積極的な姿勢が脈 と々受け継がれています。私が25年もお世話
になった母校から日大へ赴く勇気が持てたのも、そういった友人た
ちの影響がありました。私の専門分野は画像診断、とくに心臓MRI
です。この分野は歴史が浅く発展途上ですが、日本医科大学では
多くの経験を蓄積できました。これも新しいことに積極的に携わろうと
する学風によると思います。このようなことから、私の母校を志願し入
学して下さった方々には、胸を張って「ようこそ日本医科大学へ」と
お伝えしたいと思います。

法律が分からない医療者も、医療が分からない法律家も、想いは一つ
日本医科大学を卒業した1999年は、都立広尾病院の薬剤取り違え
事件や横浜市立大学病院での患者取り違え事件など、世間を揺る
がす医療事故が相次いで起きてしまった年でした。メディアのバッシ
ングが加熱し、司法介入も進み、医師と患者さんとの信頼関係が崩
れつつありました。その状況をどうにかしたいけれど、そもそも医師
法を学んでいないから何が「適法」で何が「違法」なのかさえ分から
ない……。そこで、ロースクールへの進学を決意したのです。法律を
学ぶうちに、法律が分からない医療者と、医療現場が分からない法

律家、どちらも医療現場をより良くしたいという目標は同じなのにすれ
違っていることが分かりました。そこで、国立がんセンターに勤務して
行政にも働きかけたり、弁護士として医療訴訟を扱ったりして、自分な
りに医療と法律、医師と患者さんとの関係を広く深く見つめてきまし
た。今は、そうした体験を通して学んできたことを「医療法学」として
体系化し、後進に伝えることに取り組んでいます。これから医療者に
ならんとしている皆さんも、ぜひ医師法をはじめとした法知識を身に
付けてください。それが患者さんとの信頼関係構築にも役立ちます。

天野 康雄
1988年卒業。94年大学院修了。97年より１年半、アメリカ合衆国　スタン
フォード大学放射線科ルーカスMRI	センター留学。2004年4月から日本医科
大学放射線医学教室・准教授。16年より現職。　

日本大学医学部放射線医学系 放射線医学分野教授 
日本大学病院放射線科科長 放射線部部長

Senior Voice

阿部 信二
1993年卒業。2001年日本医科大学大学院医学研究科修了（医学博士）。11
年東京臨海病院呼吸器内科部長。13年日本医科大学大学院医学研究科
呼吸器内科学准教授、東京都立広尾病院呼吸器科部長。18年より現職。　

東京医科大学 
呼吸器内科学分野主任教授

大磯 義一郎
1999年卒業。日本医科大学付属病院第三内科入局、2004年早稲田大学
大学院法務研究科入学、07年修了、弁護士登録、09年国立がんセンターが
ん対策情報センター知的財産管理官・研修専門官、12年より現職。15年4月
より日本医科大学客員教授。

浜松医科大学 医学部 
法学教授
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OB OG Voice

受け継がれる済生学舎の想い
研修医、大学院生、勤務医、開業医。それぞれの舞台で受け継がれる済生学舎の想い。

医療に取り組む想いを卒業生に語ってもらいました。

仕事と子育てを両立しながら
専門医への第一歩を 
踏み出しました
臨床研修（初期）中に出産と育児を経験し、現在は日
本医科大学付属病院の耳鼻咽喉科で専門研修（後
期）を行っています。先輩や同期の女性医師には、医
局や家族のサポートを受けながら、仕事と子育てを両
立されている方が何人もいて、「自分もがんばらなく
ちゃ」と奮い立たされる思いです。学生のころは手術
をバリバリとこなす外科医にあこがれていました。まだ
専門研修（後期）が始まったばかりですが、少しずつ
手術に助手として参加させていただいたり、病棟や
外来での診療を通して、専門医となる道の第一歩を
踏み出しています。

病院勤務・運営のやりがいは 
克己殉公の精神に辿れる
現在は外科医であると同時に、管理者という立場で
病院におりますが、病院という所を総体的に理解する
のは実は簡単ではありません。医療が現実に行われ
る病院はそれ自体が複雑な営為であり、専門的で複
雑で、様々な職種が入り乱れるように関わっています。
さらに総べてが有機的に絡み合って社会と密接に
連動するため、医学のみならず情報や経済など様々
な面を持っています。これを理解し全体を把握するに
は、継続した努力や年季が必要ですから、病院で働
いたり運営に携わるのは非常に力のいる事です。しか
しそれだからこそやりがいがあると思います。このや
りがいの根は、日本医科大学の学是である克己殉公
の精神へと、図らずも、辿ってゆけると日頃から感じて
います。

博士号を取得することで
臨床においても研究的な視野が広がる
学部の4年次にあった研究配属がきっかけとなり、血液内科学に興味を持つよう
になりました。6年次の選択クリニカル・クラークシップでも血液内科を選択し、現
在の研究テーマに取り組み始めました。研究を続けるために、臨床研修（初期）
の2年目に大学院に入学し、翌年からは日本医科大学付属病院の血液内科に
勤務しながら3年間研究を続けて博士号を取得しました。学位を取得することの
良さは、臨床においても研究的な視野が広がることです。日本医科大学には臨
床と研究を両立できる環境があります。これからも臨床医として白血病の患者さ
んに向き合いながら、白血病の治療につながる研究を継続していきます。

［専門研修医］ 
香中 優美
日本医科大学付属病院
耳鼻咽喉科	勤務
［2015年卒業］

［大学院］
大森 郁子
日本医科大学付属病院
血液内科	勤務	
［2013年卒業］

［開業医］ 
青木 律
医療法人社団ローレル
グリーンウッドスキンクリニック立川	院長
［1988年卒業］

学生時代に経験した強い衝撃と
素晴らしい人との出会いが
今の自分を支えています
夏休みにチェンマイ大学を訪問し、ハンセン病患者さんの村でボラン
ティアをした際、強い衝撃を受けました。卒後２０年経ち、自分が出会っ
た素晴らしい方々のお力を得て、「姿かたちに悩む人の為の駆け込み
寺」とでもいうべき診療所を作りました。形成外科という診療科の枠組
みを超え、さらにメイクアップやヨガなどを取り入れた従来にないまったく
新しいスタイルの診療所です。形態の障害は生命とは直接関係があり
ませんが、悩んでいる方にとっては非常に大切な問題であるということ
を皆さんにもっと知って欲しいですね。

［勤務医］ 
小平 祐造
花と森の東京病院病院
院長
［1989年卒業］
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1年次の授業が開講される武蔵境キャンパス周辺は、
緑あふれる公園が点在するほか、
大型ショッピングセンターや書店・飲食店、
そして多くの大学がある、活気あふれる街。
沿線には住みたい街として人気の高い吉祥寺や、
個性的なショップが並ぶ高円寺、阿佐ヶ谷があり、
新宿や渋谷にもアクセスしやすいので、
大学生活の第一歩を踏み出すのに
最適な環境です。

4

1

3

2
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7

武蔵境駅南口から徒歩2分
豊かな自然と機能性が融合したキャンパス

合同教育施設 E棟
1年次は、同一法人で獣医学部と応用生命科学部を擁する日本獣
医生命科学大学と共用する武蔵境キャンパスで学びます。両大学
の合同教育施設であるE棟は地下1階、地上7階建ての鉄筋コンク
リート造で、体育施設などのある地下1階は両大学の共用フロアと
して、2・3階は日本医科大学が使用します。大教室、実習室、マルチ
メディア教室、学生相談室などを配置しています。

医療人へと成長するための、かけがえのない時間
出会いと体験のすべてを糧に、前へ進もう

Campus Life
本学は、高度な医学教育を実現する最先端の施設設備の充実に加え、心身ともに健やかで充実した学生生活を送れるように環境を整備し、	

教職員が一丸となって学生の夢の実現をサポートしています。武蔵境と千駄木の2つのキャンパスで、同じ志を胸に抱く仲間とともに学び、笑い、

学生生活の何もかもに打ち込み、もっと前へ、もっと高みへ、人としても大きく成長を遂げましょう。

武蔵境キャンパス

武蔵境駅
三鷹駅 →← 東小金井駅

クリエイトSD

コナミスポーツクラブ

並木道

ファミリーマート

スターバックス

杵築大社

武蔵野
プレイス

← 新小金井駅 西武多摩川線

JR中央線

日本医科大学
武蔵境キャンパス

スイング
ビル

イトー
ヨーカドー

イトー
ヨーカドー

〒180-0023 東京都武蔵野市境南町1-7-1
TEL：0422-34-3394（代）
JR中央線・西武多摩川線  
武蔵境駅南口下車 徒歩2分

ランチや勉強、リフレッシュする場所が豊富にあります
菅 潮里  
医学部医学科2年

武蔵境キャンパスは駅に近く、ラウンジ・食堂・体育館・トレーニングルームがあるのが魅力です。 
ラウンジはとても広く、階にまたがっているので皆でテスト勉強を協力してできます。時間がないと
きはお財布に優しい食堂を利用することができ、授業に備えての腹ごしらえに困りません。体育館や
トレーニングルームは授業や部活、はたまた自主トレに使う人が多く、頭だけでなく体も動かすこと
ができリフレッシュできます。また、周辺にもたくさんのご飯屋さん・カフェがあるのでランチや勉強
する場所が満載です。

❶❷❸大教室・実習室
明るい光が射し、学びに集中できる教室や、生物学、化学、物理学の
実験で使用する実習室が完備されています。

❹図書館
図書館にはパーティション付きのデスクを多数配置。落ち着いて資
料を読むことができます。

❺ラウンジ
1階から7階まで、南側がガラス張りの吹き抜けになっており、外か
らの光や緑を採り込んだ明るく開放的な空間です。両大学の学生・
教職員が大学の枠を超えて交流を図れる憩いの場です。

❻正門
クラシックなデザインが印象的な正門。医師・医学者となる第一歩

が、この門をくぐるところから始まります。

❼マルチメディア教室
PCを使う授業や実習、マルチメディア教材を活用した語学教育で
使用し、情報セキュリティの高いシステムで管理されています。
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千駄木キャンパス
Campus Life

❶講義室
100名以上収容できる講義室が3つあり、液晶プロジェク
タやVTRなどの視聴覚設備も整備されています。また、
SGL室は11あり、活発な討論を行いやすいように大型電

子黒板などを設置。学生の自習にも開放しています。

❷中央図書館
約50,000冊の図書・電子ブック、約8,000誌の電子
ジャーナルや、約400種の和・洋雑誌を所蔵・提供してい
ます。開館時間は月曜から土曜が7時30分〜23時まで、
日曜・祝日が13時〜23時までと長く、多くの学生および
研究者に利用されています。また、館内には無線LAN環
境が整っているほか、文献検索や論文作成、映像授業の
視聴などが可能なPCを多数設置しています。

❸2Fホワイエ
一面ガラス張りで明るい光の射すホワイエ。講義室から
出てきてほっと一息つける空間です。空き時間やランチタ
イムに話をしたり自習をしたり、学生同士のコミュニケー
ションの場として利用されています。

❹大学院棟
多くの学部生や大学院生、臨床医らがより有機的に研究
に携わることのできる体制づくりと、将来における発展性
やさまざまな変化への柔軟な呼応を可能にする弾力性と
拡張性に富んだ組織を重視。最新の機器と施設を自由に
活用できるよう、開放的な研究体制を敷いています。

教育棟
最新鋭の医学教育設備を整備した校舎です。1階には疾患
の勉強や医療手技のシミュレーションができる「クリニカ
ル・シミュレーション・ラボ」があり、2階と3階には講義室、
講堂が配置されています。地下1階には、各種クラブ・サー
クルの部室やSGL（Small Group Learning）で使用する
小さな教室、学生ホールを配置しています。

1

2 3

4

先輩からのアドバイスで勉強も乗り越えられる
松本 絵美  
医学部医学科3年

2年から卒業までを過ごす千駄木キャンパスは、教育棟や図書館などが一体となった医学学習に適
した空間です。最先端の医療設備を備えた新付属病院も隣接しています。また、都心に位置するた
め抜群のアクセスを誇り、千駄木駅・根津駅・東大前駅・本駒込駅の各駅からわずか徒歩8分です。千
駄木キャンパスのもう一つの特徴は、2年生から6年生までが集中しているため、同級生ばかりでは
なく、先輩方ともコミュニケーションをとる機会が豊富なことです。困ったときは先輩から勉強や生
活についてのアドバイスや同級生からの励ましを受けて、大変な勉強も乗り越えることができます。

学生は2年次から卒業までを付属病院に隣接した千駄木キャンパスで過ごします。	
これからの医療を牽引していくことのできる優れた医師・医学者を育てるために、
どの施設も最先端の設備を備え、研究者、医師の臨床・研究活動を支えています。
アクセスの良い都心にありながら下町風情のある千駄木。
この落ち着いた環境で学べるのが、本学の魅力です。

最先端機器に触れながら、
先進的な医学を身に付けられる環境

医学教育センター

共同研究施設

本学の教育理念である「愛と研究心を有する質の高い医師と医学者の育成」を達成するため、学生選抜から卒前教育、さらには卒後教育を含めた生涯教育を包括的に
統括し、効果的な医学教育を展開することを目的として設置されました。クリニカル・シミュレーション・ラボの運営、e-ラーニングなどICTを活用した学習環境の整備、
模擬患者さんの養成などさまざまな学習支援と、教育にかかわる研究、開発、企画、運営を行っています。

形態解析研究室
電子顕微鏡をはじめ、最新の共焦点レーザー
顕微鏡などの形態解析機器を充実させ、生物・
医学領域の形態機能、バイオイメージングに関

するさまざまな研究・教育に貢献しています。 
 
アイソトープ研究室
タンパク質や遺伝子に関する研究が盛んに行われ
ています。がんや遺伝子病の診断、遺伝子治療、シ
グナル伝達の解明やAIDSワクチンなどの先進的
治療技術開発のために、多くの研究者がこの研究
室を利用しています。

実験動物管理室
動物実験に関する諸業務と助言、トランスジェニッ
ク動物の受け入れ、移出の際の検疫など、正しい科
学性と倫理性に基づいた研究を行える環境を整備
し、多くの研究者を支援しています。

 
臨床系研究室
次世代シーケンサを含む分子生物学実験関連装
置、病理組織標本作製装置、プレートリーダー、フ
ローサイトメトリーなどが設置されています。また
大型オートクレーブ、蒸留水作成装置設備も有し利
用者の研究をサポートしています。

分子解析研究室
分子解析研究室は、人間や癌細胞の遺伝情報の地
図であるDNAなどを解析する器械である最先端の
次世代シークエンサーを備えた研究室です。その解

析に以前はmg単位の比較的大量の組織を要してい
たものが、現在は少量の細胞やセルーフリーDNA
といったものからも解析可能になっています。

細胞解析室
フローサイトメーターは個々の細胞や粒子の数や
その特性を解析する機器です。多様な細胞集団の
中から目的のマークを発現した細胞を同定しそれ
らの性質を解析するセルアナライザーとそれらの
細胞を分取するセルソーターがあります。

磁気共鳴分析室
「核磁気共鳴(NMR)」では、薬毒物や生体成分とそ
の代謝物、医療材料などを分析し、また、独自に開
発したデータ解析法を臨床研究に応用しています。

「電子スピン共鳴(ESR)」では、生体内の活性酸素
に関する研究を行うことができます。

本駒込駅
駒込駅 →

東京メトロ南北線

← 湯島駅

東京メトロ千代田線 西日暮里駅 →

← 後楽園駅 東大前駅

根津駅
千駄木駅

ファミリーマート

橘桜会館

健診医療センター

高度救急救命センター

大学院棟 みずほ銀行

根津神社東京大学

図書館

解剖棟

セブン
イレブン

国際交流
センター

教育棟
日本医科大学

付属病院

〒113-8602 東京都文京区千駄木1-1-5 TEL：03-3822-2131（代）
① 東京メトロ千代田線 千駄木駅または根津駅下車 徒歩8分
② 東京メトロ南北線 東大前駅または本駒込駅下車 徒歩8分
③ 都営地下鉄三田線 白山駅下車 徒歩10分
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クラブ・サークル
Campus Life

運動系、文化系ともにクラブ・サークルの活動が活発に行われているのも、日本医科大学の伝統です。
勉学に励むかたわら、複数のクラブに所属している学生も少なくありません。
仲間と一緒に目標に向かって打ち込み、心から楽しむ時間を持つことは、人間的成長につながるだけでなく、
さらに先輩後輩との深い絆や、一生の財産となる友情を授けてくれることでしょう。

運動部（26団体）

ヨット部
春から秋にかけて毎週末に江の島で活動していま
す。風をうけて走る爽快感がヨットの魅力です。

水泳部
医歯薬看護大会と東医体を目標に活動していま
す。GWは旅行、夏合宿はBBQも楽しみます！

スキー部
競技スキーで、スタート台に立つ緊張感、ポールの
間を滑り抜けるスリルを経験してみませんか？

アーチェリー部
私立医大最古の歴史を持ち、毎年大会で成績を残
しています。体幹と集中力を鍛えられますよ！

馬術部
一人ひとりの予定に合わせて活動中。OB・OGの
先生はとても親切で他大学との交流も豊富です。

アイスホッケー部
大半が初心者から始め、高いフィジカルとテクニッ
クで、医学部以外とも白熱した試合を行います。

空手道部
やせたい、筋肉をつけたい、強くなりたいなど、さま
ざまな理由で入部した部員はみんな仲良しです！

弓道部
大学から始める人が多く、体力や経験を問わず活
躍できます。集中力や正しい姿勢も身に付きます！

硬式庭球部
本学でも最大規模の部員数を誇ります。普段から
男女ともに仲が良くアットホームな部活です！

相撲部
90年の歴史を持ち、大学相撲部の中でも屈指の強
豪です。多くは初心者で同じスタートです。

卓球部
東医体優勝などの輝かしい実績もありますが、お
のおののモチベーションで練習できます！

バドミントン部
男女合同で初心者から経験者まで一緒に和気藹々
と練習している、最大規模の部活です。

バレーボール部
現在はチーム医療が重要です。バレーボールとい
うチーム競技で仲間との絆を深めませんか！

ボート部
知・徳・体の涵養に努め、良心に満ち溢れ自治自立
の精神を備えた有為な人材を育成します。

ラグビー部
勝利を目標に活気あふれる雰囲気の中練習してい
ます。部員は勉強も部活もバイトも一生懸命です！

陸上競技部
夏はトラック競技、冬は駅伝に力を入れています。
多くのOB・OGに支えながら日々鍛錬しています。

ワンダーフォーゲル部
富山県の薬師岳の山小屋での臨時診療所お手伝
いのほか、アウトドア講座も予定しています。

サッカー部
競技とまじめに向き合い、全員がチームの一員とし
て自覚を持っています。一生の仲間が得られます。

ゴルフ部
リーグと東医体を戦っています。未経験者も多く皆
仲がいいです。ご入学されたらぜひゴルフ部へ！

剣道部
経験者はより高みを目指した、初心者は自分の力
量に合わせた稽古に日々励んでいます。

柔道部
アットホームな雰囲気！未経験者歓迎！高校までの
柔道部で疲れた方のセカンドライフにも！

ハンドボール部
ほとんどが大学から始め、低学年から試合で活躍し
てます。男子・女子とも仲が良くアットホームです。

バスケットボール部
男女一緒に仲良く楽しく真面目に全力で活動して
ます！忘年会旅行などイベントも盛りだくさんです！

硬式野球部
2017年にはリーグ優勝！ 甲子園出場のコーチが
初心者はもちろん、経験者もしっかり教えます！！

山岳部
普段は奥多摩、奥秩父、丹沢などへ。長期休暇には、日本
医大杣ヒュッテ、日本医大太郎平診療所で活動します。

軟式庭球部
軟式庭球部は男女ともに前年度リーグ優勝を果た
しました。人数も多くとても雰囲気が良いです。

 

文化部会（11団体）

Popular Music研究会
毎月定期ライブを開催し、幅広いジャンルの音楽
活動を行う日医最大規模の部活です！

写真部
興味のあるものを自由に撮影しています。部室に
はプロ仕様のプリンターや暗室もあります！

東南アジア医学研究会
毎回、「ドクターG」を見て臨床面から徐々に東洋医
学へと繋げていきます。顧問は高橋秀実教授です！

室内楽部
ピアノ、バイオリン、チェロ、クラリネットで、クラシッ
ク、ポップス、ジャズなどのコンサートを開きます！

地域医療研究会
聖路加看護大学との合同サークルで、夏と春の2
回の実習をメインに活動しています。

ハルモニアオーケストラ
女子栄養大学・短期大学と合同で活動し、年2回の
定期演奏会が主な発表の場です。

美術部
お世話になっている画伯をお招きして月1回のス
ケッチ会を開いています。展示会も行います

数理医学研究会
活動範囲は、統計・Web・AI・IoT・ARなど幅広く、
活動をしているうちに、自然と詳しくなります！

音楽部（Midnight Sounds Jazz Orchestra）
BIG BANDという17〜20人編成のJazz Band。
Jazzなど様々なジャンルの音楽を演奏します♪

演劇部
毎年11月の文化祭で公演してます！初心者から経
験者まで楽しめる部活です！

Medical English Speaking Society（MESS）
外国からの留学生の受け入れや送り出しを行い、
観光などを通して文化交流をしています。

同好会（3団体）

ダンス同好会
みんなで一丸になって、他の部活では体験できな
いチームワークを感じることができます！

みんなで学ぼう救急救命実行委員会
BLS(Basic Life Support；一次救命処置)の普及
を主な目的としている学生グループです。

学生教育委員会
先生方と医学教育やカリキュラムについて議論し
たり、研修病院について説明会を開催しています。

勉強と両立させながら、目標に挑戦できる環境が素晴らしい
霜出 祐輝  
医学部医学科4年

水泳部は、医学部としては強豪校です。もちろん、一般的な大学の水泳部から見ると弱小校かもしれませんし、
勉学が優先であるため練習時間にも制約があります。その中で各個人が目標を見つけて、その目標に向かって
努力できるということは素晴らしいことだと思います。私はひとりの水泳部員として、東医体男子総合優勝に貢
献することができました。また、日本学生選手権に出場し、大学生の頂点を目指しました。今後は、水泳で日本の
大学生の頂点を目指します。その背中を押してくれる本学の環境は、素晴らしいと感じています。
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イベントスケジュール
Campus Life

日々の講義や実習、試験勉強のさなかにも、さまざまなイベントや楽しい行事が学生生活を彩ります。
例えば、新入生オリエンテーションは本格的な授業が始まる前に、これから6年間ともに学ぶ仲間たちとの絆を深めるチャンスです。
また、学年対抗で各種競技に盛り上がる全学校内体育会にも、ぜひ参加してください。
いろいろな人と交わりながら、何事にも一生懸命に挑戦することで、多くの気付きや刺激を得られるでしょう。

学友会と部活の両方で多彩な出会いが待っています
加藤 侑 医学部医学科4年
伝統校ならではのバラエティー豊富な部活があるのが、本学の魅力のひとつ。この多くの部活を束ねているのが学友会という
組織です。高校でいえば生徒会と同じようなイメージで、ほとんどの会員は部活にも入っています。普段は部活をやりつつ学
友会活動にも携わる人が多く、私もバレーボール部と学友会の両方に加入しています。学友会の魅力は、普段知り合えない先
輩や後輩と仲良くなれること。学友会の仕事は大変ですが、その仕事を通して一生モノの人間関係を培うことができます。日
医の先輩方は色々なタイプの人たちがいて、みんないい人ばかりなので、とても楽しく活動しています。

健康面でのサポートも充実『医務室』
医務室では、充実したキャンパスライフを健康面か
らサポート。定期健康診断や感染症予防のための
対策や健診などを実施するほか、健康面での不安
がある場合、校医が健康相談に応じます。

臨床心理士による学生生活とこころのフォロー『学生相談室』
千駄木と武蔵境の両キャンパスに臨床心理士がさまざまな相談に応じる学生相談室を設置
しています。守秘原則のもと、学生の皆さんの悩み事や問題について、ともに考えながらサ
ポートしています。継続的なカウンセリングや、保護者の方々の相談も受け付けています。

縦のつながりで支え合う『学生アドバイザー制度』
学年から2〜3名ずつ、合計12名程度の学生で編成された小グループに、教授や准教授2名
がアドバイザーとしてサポートを行います。このグループで年に2回会合を持ち、さまざまな
テーマについて話し合います。低学年の学生が先輩や教員に相談できる機会でもあり、縦の
つながりを持つことで6年間をイメージしたり、自らの目標設定に役立てることができます。

4 April
・ 春季休業
・ 入学式
・ 第6年次生選択臨床実習
（海外留学など）開始
・ 新入生 

オリエンテーション
・ 武蔵境校舎ガイダンス
・新入生歓迎懇親会

・ 第一学期授業開始
・ 創立記念日（15日）
・ 全学生定期健康診断
・ 全学校内体育大会
・ 臨床実習 
（クリニカル・ 
クラークシップ）

9 September
第二学期授業開始
・ 臨床看護業務実習
・ 医学実地演習

・ OSCE（Objective 
Structured Clinical 
Examination）

3 March
・ 卒業式・ 

大学院学位記授与式
・ 医師国家試験合格発表

8 August
・ 東日本医科学生 

総合体育大会
・ 夏季休業

・ CBT 
（Computer Based 
Testing）

2 February
・ 医師国家試験 ・ 第三学期末試験期間

7 July
・ 第一学期末試験期間 1 January

・ 第三学期授業開始

6 June
・ 臨床実習後OSCE 
（Post Clinical Clerkship OSCE）

12 December
・ 第二学期末試験期間
・ 冬季休業

・ 東日本医科学生 
総合体育大会 

（冬季部門）

5 May
・ 学生アドバイザーの日
（全学年）

・ 五校合同 
学内レガッタ大会

11 November
・ 実験動物慰霊祭
・ 御遺骨返骨・ 

感謝状贈呈式
・ 解剖慰霊祭

・ 学生アドバイザーの日
（全学年）
・医獣祭（学園祭）

10 October
・ スチューデントドクター

認定証授与式
・体育大会（医・獣）

・ 臨床実習 
オリエンテーション

・ 臨床実習開始

入学式［4月］

BLS(Basic Life Support)［4月］

臨床実習後OSCE［6月］

新入生歓迎懇親会［4月］

東日本医科学生総合体育大会［8・12月］

医学実地演習［9月］

卒業式［3月］

医獣祭（学園祭）［11月］

体育大会［10月］
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取手▶

川崎

赤羽 王子

新宿

池袋

東京

新御茶ノ水水道橋

秋葉原四ツ谷 市ヶ谷 御茶ノ水

品川

羽田空港

目黒

新丸子
日吉

渋谷

泉岳寺

登戸

是政

吉祥寺武蔵境

武蔵小杉

印旛日本医大

千駄木

根津

東大前

本駒込

白山
立川八王子

新百合ヶ丘

分倍河原

永山

町田

代々木
上原

西日暮里

押上
高砂 成田空港

上野
京成上野

北千住

巣鴨 駒込

千葉▶

◀大宮

◀大宮

◀西高島平

◀横浜

◀横浜

◀横浜

京急電鉄 空港線

東急電鉄
東横線・目黒線

京王電鉄 京王線

JR 京浜東北線

JR 埼京線

JR 山手線

JR 京浜東北線・東海道本線

JR 横須賀線

JR 南武線

JR 総武線

JR 常磐線

JR 中央線

都営地下鉄 浅草線

都営地下鉄 三田線

東京メトロ 千代田線小田急電鉄 小田原線

西武鉄道 多摩川線

京成電鉄
京成本線・北総線
成田スカイアクセス

東京メトロ
南北線

厚生施設

多摩永山病院　
〒206-8512  
東京都多摩市永山1-7-1
TEL. 042-371-2111（代）
https://www.nms.ac.jp/tama-h/
地域医療の基幹病院として災害拠点病院や
東京都指定二次救急医療機関、エイズ拠点
病院、東京都がん診療連携拠点病院など、
地域に貢献すべく幅広い活動をしています。

病床数  401床　 診療科  22科

武蔵小杉病院 詳しくはP.7　
〒211-8533  
神奈川県川崎市中原区小杉町1-396
TEL. 044-733-5181（代）
https://www.nms.ac.jp/kosugi-h/
開設以来七十余年にわたり、地域の中核
病院として地域医療に貢献。また、救命救
急センターをはじめとして大学病院にふさわ
しい高度で良質な医療を提供しています。

病床数  372床　 診療科  33科

付属病院（特定機能病院）詳しくはP.5
〒113-8603 東京都文京区千駄木1-1-5 TEL. 03-3822-2131（代）
https://www.nms.ac.jp/hosp/
全国屈指の大学病院（特定機能病院）として、先端医療技術と地域医療に幅広く貢献。
2018年に新病院として完成し、より快適に、より便利に生まれ変わりました。

高度救命救急センター 　 病床数  897床　 診療科  42科

千葉北総病院

〒270-1694  
千葉県印西市鎌苅1715
TEL. 0476-99-1111（代）
https://www.nms.ac.jp/hokuso-h/
本学の付属病院群の中でもっとも新しく、
豊かな自然に包まれた快適な医療環境。	
ドクターヘリが常駐しており、救急車で対応
できない救急搬送に活用しています。

病床数  600床　 診療科  27科

日本医科大学 呼吸ケアクリニック
〒102-0074 東京都千代田区九段南4-7-15 JPR市ヶ谷ビル8階
TEL. 03-5276-2325
https://www.nms.ac.jp/rcc/

日本医科大学  
成田国際空港クリニック
〒282-0004 千葉県成田市古込字古込1-1
成田国際空港 
第2旅客ターミナルビル内（B1F）
TEL. 0476-34-6119
https://www.nms.ac.jp/narita/

日本医科大学 先端医学研究所
〒211-8533 神奈川県川崎市中原区小杉町1-396 TEL. 044-733-8489
https://www.nms.ac.jp/ig/

日本医科大学 ワクチン療法研究施設
〒113-8706 東京都文京区千駄木1-1-5 付属病院本館C棟1階 TEL. 03-5814-6996 http://vaccine.nms.ac.jp/

日本医科大学  
健診医療センター
〒113-0022  
東京都文京区千駄木1-12-15
TEL. 03-5814-6651
https://www.nms.ac.jp/pet/

日本医科大学  
腎クリニック
〒113-0021 東京都文京区本駒込1-7-
15 アサカビル
TEL. 03-3821-1601
https://www.nms.ac.jp/jin/

日医大マリンハウス
〒248-0021
神奈川県鎌倉市坂ノ下 
31-14
TEL. 0467-23-1563

牧心セミナーハウス
〒401-0338
山梨県南都留郡
富士河口湖町富士ヶ嶺
831
TEL. 0555-89-2126

富士セミナーハウス
〒401-0338
山梨県南都留郡 
富士河口湖町富士ヶ嶺799
TEL. 0555-89-3196

橘桜会館
〒113-0023
東京都文京区向丘2-20-7
TEL. 03-3822-2131

2002年に完成した同窓会館。
228名収容可能な橘桜ホー
ルをはじめ、多目的会議室や

小会議室などを備え、学会および研究会、同門会やクラス
会、各種会議や懇親会などに広く活用されています。

4つの付属病院で多様な医療を経験する
千駄木キャンパス
詳しくはP.47

日本医科大学には４つの付属病院があり、それぞれの地域に密着した医療を行っています。
東京都文京区の付属病院、千葉県印西市の千葉北総病院、
神奈川県川崎市にあり、2021年に新病院が完成予定の武蔵小杉病院、
そして、東京都多摩市の多摩永山病院。
高齢化が進む地域、子育て世代が多く住む地域など、
さまざまな立地が病院の特徴に結びついており、学生たちは多様な医療を
そこで経験できることが大きなメリットです。

武蔵境キャンパス
詳しくはP.45

〒113-8602  
東京都文京区千駄木1-1-5  
TEL：03-3822-2131（代）

〒180-0023  
東京都武蔵野市境南町1-7-1
TEL：0422-34-3394（代）
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募集人員 10名

センター試験日（国語） 大学入試センター試験日

センター試験会場 大学入試センターが指定する試験会場

センター試験科目/配点 大学入試センター試験 国語/200点

1次試験日 平成31年2月27日（水）

1次試験会場 武蔵境校舎（東京都武蔵野市）

1次試験科目/配点
英語、数学、理科 

（物理、化学、生物から2科目選択）
英語300点、数学300点、理科各200点
の合計1,000点

2次試験日/科目 平成31年3月11日（月）/小論文、面接

2次試験会場 千駄木校舎（東京都文京区）

特待生
3名
※ 特待生は、成績上位者3名のうち入学した者

を特待生とし、入学時の授業料（250万円）
を免除します。

取り組み進む入試改革 学納金の大幅引き下げを実施

学納金
平成30年度に初年度学納金の改定を実施しました。従来の545万円から450万円となり、95万円減額。	
6年間合計で2,770万円から2,200万円に下がりました。本学は教育の質の向上と設備の充実に注力する	
一方で、運営の効率化を図り、お預かりした学納金を最大限に活用するべく努めています。

入学時納付金納期
入学試験 区 分 金額 納期

前期試験
入学金 1,000,000円 第1段階（2月19日（火）正午まで）
授業料 2,500,000円

第2段階（3月1日（金）正午まで）
施設整備費 1,000,000円

後期試験
後期試験 

「大学入試センター試験（国語）併用」

入学金 1,000,000円
3月22日（金）正午までに一括納入授業料 2,500,000円

施設整備費 1,000,000円

１．一般入学試験　前期試験

特待生制度
区 分 初年度 2年次以降 6年間合計

入学金 1,000,000円 0円 1,000,000円
授業料 免除 2,500,000円 12,500,000円

施設整備費 1,000,000円 1,000,000円 6,000,000円

合 計   2,000,000円
（一般入学者比▲2,500,000円） 3,500,000円 19,500,000円

（一般入学者比▲2,500,000円）

※ 各試験区分の入学試験成績上位者43名（前期試験30名、後期試験10名、後期「センター試験（国語）併用」3名）のうち入学した者を特待生とし、入学
年度の授業料2,500,000円を免除します。

学納金詳細
区 分 入学年次納入金 2年次以降

入学金 1,000,000円 －
授業料 2,500,000円 2,500,000円

施設整備費 1,000,000円 1,000,000円

年度別納入金 4,500,000円
（従来より950,000円引き下げ） 3,500,000円

6年間合計 22,000,000円 
（従来より5,700,000円引き下げ）

※詳細は入学試験要項をご確認ください。
※所定の期日までに入学年次学納金の納入と書類の提出をもって、入学手続きの完了となります。

諸経費
入学後に下記の諸経費が必要となります。（6年間）
学生教育研究災害傷害保険 4,800円
学研災付帯賠償責任保険（Cコース） 3,000円
学友会費 60,000円
父母会費 90,000円
同窓会費 140,000円

後期試験「大学入試センター試験（国語）併用」を新設
入学試験についても、近年見直しを行い、2017年度より入試を年2回（前・後期）を実施しています。前期およ
び後期試験はそれぞれ別扱で、両方受験することができ、本学の前期試験の結果が出てから、後期試験に
出願することが可能でした。さらに、2019年度より後期試験「大学入試センター試験（国語）併用」が新設さ
れ、3区分の受験が可能になりました。
後期試験「大学入試センター試験（国語）併用」は、一般入学試験後期の英語、数学、選択した理科2科目
を受験し、その4科目に大学入試センター試験の国語（古文・漢文含む）の点を加える新しいタイプの試験と
なります。前期試験はもちろん、後期試験との併願も可能。国語が試験科目に加わることにより、知識だけでな
く、豊かな人間性も併せ持った学生に医師・医学者への道を開きます。

一般入学試験（前期・後期・後期「大学入試センター試験（国語）併用」）日程

３． 一般入学試験　後期試験 
「大学入試センター試験（国語）併用」

２．一般入学試験　後期試験
募集人員 21名

1次試験日 平成31年2月27日（水）

1次試験会場 武蔵境校舎（東京都武蔵野市）

１次試験科目/
配点

英語、数学、理科（物理、化学、生物から2科目選択）/
英語300点、数学300点、理科各200点の合計
1,000点

2次試験日/ 
科目 平成31年3月11日（月）/小論文、面接

2次試験会場 千駄木校舎（東京都文京区）

特待生
10名
※ 特待生は、成績上位者10名のうち、入学した者を特待

生とし、入学時の授業料（250万円）を免除します。 ☆詳細は、8月上旬にホームページに掲載予定です。

１．一般入学試験　前期試験

2．一般入学試験　後期試験

３． 一般入学試験　後期試験 
「大学入試センター試験（国語）併用」

併願可能

特待生枠を拡大
従来の前期、後期試験について、初年度の授業料が免除され
る、特待生枠を約3倍に拡大しました。後期試験「大学入試セン
ター試験（国語）併用」は特待生枠を新設しました。

区 分 特待生枠 昨年比

前期試験 30名 20名増

後期試験 10名 7名増

後期試験「大学入試 
センター試験（国語）併用」 3名 新設

募集人員 90名

1次試験日 平成31年1月28日（月）

1次試験会場 武蔵境校舎（東京都武蔵野市）他

１次試験科目/
配点

英語、数学、理科（物理、化学、生物から2科目選択）/
英語300点、数学300点、理科各200点の合計
1,000点

2次試験日/ 
科目
※希望日を選択

平成31年2月 7日（木）/小論文、面接
平成31年2月 8日（金）/小論文、面接

2次試験会場 千駄木校舎（東京都文京区）

特待生
30名
※ 特待生は、成績上位者30名のうち、入学した者を特待

生とし、入学時の授業料（250万円）を免除します。
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志願者数・受験者数・入学者数
平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

志願者
数

男子 1,297名 1,433名 1,483名 1,434名 2,150名 2,493名
女子 640名 799名 812名 807名 1,239名 1,439名
合計 1,937名 2,232名 2,295名 2,241名 3,389名 3,932名

受験者
数

男子 1,195名 1,237名 1,313名 1,360名 1,960名 2,320名
女子 604名 706名 722名 772名 1,166名 1,352名
合計 1,799名 1,943名 2,035名 2,132名 3,126名 3,672名

入学者
数

男子 80名 71名 69名 74名 74名 64名
女子 34名 43名 45名 42名 44名 57名
合計 114名 114名 114名 116名 118名 121名

前期試験・後期試験内訳 （平成30年度）

前期試験 後期試験

志願者数
男子 1,707名 786名
女子 960名 479名
合計 2,667名 1,265名

受験者数
男子 1,625名 695名
女子 916名 436名
合計 2,541名 1,131名

入学者数 （平成30年度）

現役
26.4%

3浪以上 9.1%

1浪 46.3%

2浪
18.2%

※大卒も含む

男子
64名

（52.9%）
女子
57名

（47.1%）

全体
121名

奨学金制度を充実 入試データ

奨学金制度
学生の就学および将来、医師並びに研究者として医療に貢献する優秀な人材の育成に資することを目的と
して、学業その他においてほかの規範となる学生を対象に奨学金制度を設けています。また日本学生支援
機構、金融機関の融資など、各種奨学金を充実させ、学生を支援しています。

日本医科大学入学試験の概況
関東を中心に北海道から沖縄まで全国から志願者がおり、海外からの出願も受けています。第1次試験（学
科試験）の合格者を対象に、第2次試験（小論文および面接）を実施し、合格者を決定。また、平成29年度よ
り後期試験を導入。平成30年度の志願者に対する入試倍率は約32倍で、全入学者における女子の比率
は、約47％となっております。

日本学生支援機構奨学金（第一種・第二種）
詳細は日本学生支援機構のホームページをご覧になるか、または
本学教務課までお問い合わせください。

金融機関のローン制度
入学者および在学者に対して、銀行または信販会社より、学納金の
融資などを受けられる制度です。

その他　
経済的に困難な学生に対して、2年次以降は学費の分納制
度があります。

日本医科大学奨学金
大学独自の奨学金（新入生、在学生用）／年間事業費：
6,500万円

日本医科大学新入生奨学金
学業に優れた学生に対し、経済的な状況も考慮し、初年度の学
納金の一部を無利子で貸与する制度です。	

対象 平成31年度新入生
平成30年度実績 7名（平均貸与額：年額約150万円）

日本医科大学奨学金
学業・人物ともに優れている学生に対し、学納金の一部を無利子
で貸与する制度で、毎年度募集し1年ごとに貸与します（経済的
な状況も考慮）。	

対象 在学生 2年次～6年次
平成30年度実績 44名（平均貸与額：年額約85万円）

地域枠による奨学金
地方自治体が運営する制度で、卒業後一定期間指定された
医療機関に勤務することにより奨学金の返還が免除されます。
※ 貸与資格等の条件や返還免除の条件が変更になる場合がありますの

で、必ず各自治体のHPにて、ご確認ください。

福島県地域医療医師確保修学資金	
対象 入学生（1名）

貸与額 月額23.5万円（その他：100万円を上限に入学一
時金を貸与。6年間総額1,792万円）

返還免除
本学卒業後2年間以内に医師免許を取得し、初期臨床研修修
了後、医師として福島県が指定する医療機関に修学資金貸与
期間の1.5倍の期間（9年間）従事すること。

埼玉県医師育成奨学金	
対象 入学生（2名）
貸与額 月額20万円（6年間総額1,440万円）

返還免除 大学卒業（医師免許取得）後、貸与期間の1.5倍（9年間）、県
内の知事が指定する医療機関に勤務すること。

千葉県医師修学資金貸付制度	
対象 入学生（4名）

申し込み
資格

以下の①～②の条件を満たすことが必要です。
①次のア～エのいずれかの条件を満たす者

ア  千葉県内に住所＊を有するもの
イ  千葉県内に所在する高等学校等（高等学校、中等教育

学校の後期課程、特別支援学校の高等部、大学、高等
専門学校、専修学校の高等課程）を卒業し、または修了
した者

ウ  大学に入学するために住所を変更した者であって、当
該変更をした日前の1年間千葉県内に住所＊を有して
いた者

エ  二親等以内の親族が千葉県内に住所＊を有している者
＊居住地を含む

② 将来、医者として、知事が定める医師不足地域等の医療機
関に貸付期間の1.5倍に相当する期間、従事しようとする
強い意思がある者

貸与額 月額20万円（6年間総額1,440万円）

返還免除 医師免許取得後、修学資金貸与期間の1.5倍の期間（9年間）
千葉県が指定する医療機関に勤務すること。

静岡県医学修学研修資金	
対象 入学生（4名）
貸与額 月額20万円（6年間総額1,440万円）

返還免除 初期臨床研修修了後、県と大学が協議して指定する医療機
関で、貸与期間の1.5倍勤務すること。

日本医科大学父母会奨学金
経済的に困窮し、かつ学業人物ともに優れた学生に対し、学納金
の一部を無利子で貸与する制度で、毎年度募集し1年ごとに貸与
します。

対象 在学生 2年次～6年次
事業総額 1,000万円
平成30年度実績 14名（平均貸与額：年間約71万円）

日本医科大学特別学資ローン
本学が保証人となることにより、学資相当額を上限として無担保
で金融機関から融資が受けられます（在学中の借入総額の上限
は、2,000万円）。

対象 在学生 2年次～6年次
事業総額 約2,000万円
平成30年度実績 4名（平均融資額：200万円）

入学者数に対する現役・浪人 （平成30年度）

※平成29年度より後期試験を新設。前期、後期試験の合算となっています。
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北海道

北海道 61名

近畿

滋賀県　 13名
京都府　 29名
奈良県　 13名
大阪府　 74名
和歌山県　 16名
兵庫県　 49名

四国

香川県　 14名
徳島県　 12名
愛媛県　 22名
高知県　 19名

九州

福岡県　 46名
佐賀県　 8名
長崎県　 15名
熊本県　 12名
大分県　 12名
宮崎県　 14名
鹿児島県　 19名

沖縄

沖縄県　 32名

支部 ： 87カ所

会員数 ： 約8,000名
（海外会員含む）

日本全国

中国

鳥取県　 5名
岡山県　 38名
島根県　 4名
広島県　 72名
山口県　 38名

中部・北陸

新潟県　 47名
長野県　 68名
岐阜県　 35名
静岡県　 124名
愛知県　 158名
三重県　 26名
富山県　 16名
石川県　 25名
福井県　 9名

東北

青森南部　 4名
青森津軽　 10名
岩手県　 15名
秋田県　 18名
宮城県　 29名
山形県　 42名
福島県　 63名

関東

茨城県　 127名
栃木県　 80名
群馬県　 66名
千葉県　 271名
埼玉県　 381名
川崎　 107名
湘南・東　 47名
湘南・西　 62名
相模　 77名
横浜　 224名
神奈川・県央 17名
山梨県　 27名
基礎教室　 19名
付属病院　 944名
千葉北総　 141名
武蔵小杉　 196名
多摩永山　 98名

東京
千代田　 50名
中央　 44名
港　 72名
文京　 150名
下谷　 20名
浅草　 7名
墨田　 43名
江東　 36名
荒川　 41名
足立　 66名
葛飾　 58名
江戸川　 46名
新宿　 121名
目黒　 51名
世田谷　 101名

渋谷　 75名
中野　 36名
杉並　 66名
品川　 50名
蒲田　 17名
大森　 17名
田園調布 38名
北　 71名
豊島　 69名
板橋　 52名
練馬　 58名
多摩　 57名
北多摩　 191名
町田　 42名
西多摩　 30名

過去6年間の入学者出身高等学校一覧

日本全国はもとより、世界各国の医療に貢献しています。

北海道 札幌南
 札幌北
 函館ラ・サール
 北嶺
 クラーク記念国際
青森 三本木
 八戸
宮城 仙台第一
 仙台第二
 宮城第一
 仙台育英学園
 東北学院
秋田 秋田
 横手
山形 山形東
 米沢興譲館
 鶴岡東
福島 安積
 いわき秀英
茨城 竹園
 並木
 清真学園
 江戸川学園取手
 茗溪学園
 水戸葵陵
 つくば開成
栃木 栃木
群馬 前橋（県立）
 高崎女子
 桐生
埼玉 浦和（県立）
 川越
 大宮
 和光国際
 慶應義塾志木
 淑徳与野
 立教新座
 浦和明の星女子
 城西大学付属川越
 栄東
 秀明
 春日部共栄
 開智
 川越東
千葉 千葉（県立）

 千葉東
 船橋（県立）
 薬園台
 佐原
 長生
 幕張総合
 成田
 市川
 国府台女子学院高等部
 東邦大学付属東邦
 渋谷教育学園幕張
 昭和学院秀英
東京 筑波大学附属
 お茶の水女子大学附属
 筑波大学附属駒場
 東京学芸大附属
 青山
 国立
 駒場
 戸山
 西
 八王子東
 日比谷
 富士
 小金井北
 桜修館
 立川国際
 大妻
 共立女子
 暁星
 女子学院
 白百合学園
 東洋
 雙葉
 三輪田学園
 麻布
 慶應義塾女子
 芝
 広尾学園
 頌栄女子学院
 聖心女子学院高等科
 高輪
 東洋英和女学院高等部
 普連土学園
 海城

 学習院女子高等科
 成城
 早稲田
 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部
 青山学院高等部
 実践女子学園
 渋谷教育学園渋谷
 晃華学園
 桐朋女子
 学習院高等科
 早稲田大学高等学院
 桜蔭
 京華
 獨協
 女子聖学院
 聖学院
 開成
 攻玉社
 香蘭女学校高等科
 朋優学院
 田園調布学園高等部
 鴎友学園女子
 恵泉女学園
 駒場東邦
 世田谷学園
 田園調布雙葉
 東京都市大学付属
 和光
 宝仙学園
 明治大学付属中野
 光塩女子学院高等科
 佼成学園
 國學院大學久我山
 中央大学杉並
 立教女学院
 巣鴨
 豊島岡女子学園
 豊島学院
 本郷
 城北（私立）
 武蔵（私立）
 明星
 錦城
 桐朋
 吉祥女子

 成蹊
 法政大学
 穎明館
 大妻多摩
 多摩大学附属聖ケ丘
 立教池袋
 川和
 松陽
神奈川 平塚江南
 湘南
 厚木
 フェリス女学院
 横浜雙葉
 横浜共立学園
 聖光学院
 浅野
 慶應義塾
 桐蔭学園
 日本大学
 山手学院
 湘南学院
 サレジオ学院
 洗足学園
 法政大学第二
 日本女子大学附属
 栄光学園
 鎌倉女学院
 清泉女学院
 湘南白百合学園
 逗子開成
 桐光学園
 慶應義塾湘南藤沢高等部
 公文国際学園高等部
新潟 新潟
 長岡
 国際情報
 新潟第一
山梨 駿台甲府
長野 長野（県立）
 屋代
 上田
 佐久長聖
 大垣東
岐阜 可児
静岡 韮山

 清水東
 静岡
 磐田南
 浜松北
 加藤学園暁秀
 静岡聖光学院
愛知 岡崎
 岡崎北
 愛知
 中京大学附属中京
 東海
 南山
 滝
三重 伊勢
 暁
京都 洛南
大阪 明星
 高槻
兵庫 灘
 六甲
 甲陽学院
奈良 東大寺学園
岡山 岡山白陵
広島 広島学院
 広島なぎさ
山口 山口
愛媛 今治西
 愛光
 済美平成
高知 土佐
 高知学芸
福岡 西南学院
 久留米大学附設
佐賀 佐賀清和
長崎 青雲
鹿児島 樟南
 ラ・サール
 志學館高等部

高校卒業程度認定試験
・大学入学資格検定
外国の学校等
在外教育施設

日本医科大学同窓会の各支部は定期的に同窓会を開催、その際に行われる学術講演には母校の現役教職員を
講師として招き、最新の医学を学んでいます。また、年６回発行される同窓会報では、母校の情報と会員の活動
状況などが報告されます。
当組織では、同窓会員の主催する学会および学術研究、また、学生のクラブ活動に対しても積極的な支援を実
施。日本医科大学で同じ信念を育んだ卒業生同士、医学の発展に情熱を注ぐ仲間としてのつながりを生涯にわ
たって支え続け、さまざまな形態、幅広いフィールドでのバックアップを行っています。

平成30年度 地域別志願者数

志願者数

志願者数

前期試験

後期試験

2,667名

1,265名
合計

前期試験

後期試験

37名

16名
北海道

前期試験

後期試験

63名

36名
東北

前期試験

後期試験

227名

121名
中部・北陸

前期試験

後期試験

2,096名

952名
関東

前期試験

後期試験

24名

16名
外国・その他

前期試験

後期試験

80名

45名
近畿

前期試験

後期試験

39名

24名
中国

前期試験

後期試験

69名

38名
九州

前期試験

後期試験

25名

15名
四国

前期試験

後期試験

7名

2名
沖縄

日本医科大学同窓会

日本全国で活躍する日医大卒業生
日本医科大学同窓会は、大正15年に発足し、現在日本全国に87支部と約8,000名の会員を擁する組織	
です。会員相互の親睦と福祉を図り、学術研修を行うとともに、母校の向上発展に寄与することを目的に、	
活発な活動を続けています。
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