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1876年創立の私立学校・済生学舎を前身とする日本医科大
学は私立の医学教育機関のなかで最も長い歴史を誇り、これ
まで1万人以上の医師・医学者を輩出してきました。「済生救
民」を建学の精神とし、黄熱病の研究で知られる野口英世や
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
も、本学で育ちました。医師不足が顕著だった明治時代の一
時期、日本の医師の半数以上が日本医科大学の卒業生だった
こともあったほどです。学是「克己殉公」はこれら多くの先輩
方が実践され、今も校風として着実に受け継がれています。特
に救命救急にはその精神が強く反映され、社会において主導
的な役割を果たすに至っています。教育理念には「愛と研究心
を有する質の高い医師と医学者の育成」を掲げており、これか
らも優れた知識・技術とともに患者さんに深く寄り添う心を備
えたバランスのよい人材を数多く社会に送り出していきます。

長い時を超えて受け継がれてきた志

創立以来の普遍の価値観を大切にする一方で、時代の変化を
先取りして自己変革に挑んでいます。
ほぼ全講義をライブラリー化することで学生が時間的・空間
的な制約から解き放たれて自由に学べるe-Learning環境を実
現。学習進度に合わせた個別化教育を可能にしました。また
Big Pad（大型電子黒板）を活用して少人数グループで学ぶ
SGL（Small Group Learning）を実施。シミュレーターや
VRシステムを活用した映像を映し出してグループの討議のもと
で所見をとるなど、臨場感あふれる学びが可能となっています。
VRゴーグルによって手術室の最もよいポジションからの映像を
共有できるなど、テクノロジーは学生の学びを飛躍的に進歩さ
せたといえます。さらに早稲田大学、東京理科大学の研究室
に所属して最先端のテクノロジーを掘り下げて研究できる「研
究配属」制度も、日本医科大学ならではの挑戦です。

自ら変革に挑み、進取の道を開いていく

AIやロボット、ビッグデータなどの先端技術の活用が進むなか、
医師に求められる役割は大きく変わってきました。無論テクノ
ロジーはツールにすぎません。医師に課せられた使命を果たす
上で本質的でない作業は、AIやアンドロイドに代替させること
が当たり前となるでしょう。では何が医師にとって本質的なミッ
ションであるかというと、“人”の心を理解し、寄り添えることで
あると考えます。社会の国際化が進むなかで多様な価値観を
受け入れ、認め合う精神の豊かさも大切なものになっていくで
しょう。すなわち人間性豊かな医師や医学者であることが今後
ますます重要になっていくのであり、そうした人格形成の土台
を支えるのが「済生救民」「克己殉公」という普遍の価値観な
のです。加速するDXの時代に医師・医学者としての一歩を踏
み出すことになる皆さんにこそ、日本医科大学のこの思いを受
け継いでいただきたいと願っています。

人々に寄り添い、人々に尽くす、心豊かな人材

日本医科大学　学長

弦間 昭彦
G E M M A  A K I H I KO

1983年日本医科大学医学部卒業。1986年、
国立がんセンター研究所病理部で研修。1989
年、日本 医 科 大 学 大 学 院を修了。1995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）。
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未来へつながる最先端の学びの場

NMS  002 NMS  003



私たちは、常に進化する医学を次世代へと    伝えるための未来型医学教育を実践しています。

TECHNOLOGY EVOLUTION ／未来型医学教育

シミュレーション医学教育とは、模擬的に医療現場に近似した環
境を構築した教育です。日本医科大学は他大学と連携し医療コミュ
ニケーション教育のための、アンドロイド型模擬患者ロボットの共
同開発を進めています。これはトレーニングの基本的な部分をロ
ボットが担い、また内蔵センサーによって医師の応答のほか、ア
イコンタクトや声のトーンを評価するシステムを開発するものです。
科学技術、人工知能（AI）、情報通信（IT）と医療技術の融合は今後
ますます進化し、新しい教育につながっていきます。

日本医科大学では、バーチャルリアリティー（VR）とAIを使った「救
命救急VR」という教育システムを開発しました。これは医学生や
研修医などに、できるだけリアルな映像や音声を体験してもらうた
めに全方位の映像が確認できるカメラを使い、救命救急の治療を
アーカイブ化し、学生はVRゴーグルを通してあたかも自分自身が
手術現場や救命救急の処置室など、現場の真っただなかにいるよ
うな状態に身を置くことができるシステムです。学生は実際の救命
現場をリアルな映像として学ぶことが可能になります。現在では、
外科系など、複数のコンテンツが開発されています。

アンドロイド型ロボット VRシステム

360度カメラ撮影
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TECHNOLOGY EVOLUTION ／未来型医学教育

シラバスや学 生 掲 示 板の電 子 化・WEB化、 収 録された講 義の
WEB上での予習・復習を可能にするオンデマンドシステム、実際
に病院で使われる電子カルテをそのまま再現した学生向け電子カ
ルテなど、ICTを駆使した学修支援システムを構築しています。

Big Pad ただ今、授業中　学修支援システム

日本医科大学では学生の学修サポートのためにさまざまな支援シ
ステム・ツールを用意しています。大型のタッチパネル式のモニ
ター（Big Pad）を活用した、少人数グループでのSGL (Small 
Group Learning)、同時中継による遠隔教育などを実施してい
ます。
一つの講義室から授業コンテンツ・映像の2つを同時に各講義室
に配信し、相互にコミュニケーションを図るシステム（Viewing 
System）を設計・導入しました。グループ学習の際には複数の
講義室を同システムでつなぐことで、広くスペースを確保し、少人
数グループを多く形成することで、より個人の意見を発信しやすい
環境になりました。これによってコミュニケーションや討論の活発
化が期待できます。また、サテライト会場をつくることで人と人と
の距離をつくることができ、新型コロナウイルス感染症の感染防止
にも役立っています。

シラバスシステム
シラバスの電子化

教員・学生ポータル
掲示板の電子化

学修支援システム
（LMS/Learning Management System ）

学修教材の配信
授業アンケート

レポート、テストなど

動画配信
システム

パソコン スマートフォン

ICTを活用した学修支援

進化するテクノロジーが新しい医療を実現します。　その一翼を担う医師 ･ 医学者を育成します。
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「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、本プロジェクトのなかで最も大
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。

医療革新に対応した新病院誕生

最先端の設備を備えた、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。

最先端かつハイレベルな学びの場

MEDICAL SCHOOL HOSPITAL

未来へつながる最先端の学びの場

「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、2018年1月新病院がグランドオープンしました。
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。

新病院の概要

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（完成2021年10月）

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 877床

1床あたりの床面積 約100㎡／床
 高度救命救急センター：60床（CCM：48床、
重症病室 CCU：12床）
 S-ICU：20床　SU/HCU：16床
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神奈川県川崎市において、開設以来80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が2021年9月にリニューアルオープンいたします。川崎市の都市計画
マスタープランにおける「医療と文教の核」との位置づけにともない、国の政策や地域の医
療需要の動向を踏まえた上で、1.高度医療を提供する病院、2.安全で信頼される病院、3.患
者さん・ご家族にわかりやすく優しい病院、4.災害に強い病院、5.医療従事者が働きやすい
病院をコンセプトに、開院後は中核病院としてさらなる地域貢献を果たすべく、建設が進めら
れています。
完成後は、いずれも設備の充実した3つの付属病院に加え、都市計画にも位置づけられたこ
とで、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、多面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。

医療革新に対応した新病院が誕生

Ⅱ．特待生枠を拡大しました。

一般選抜成績上位者のうち入学した者について、初年度の
授業料（2,500,000円）が免除されます。令和元年度より、
特待生枠を約3倍に拡大し、43名としました。

 一般選抜区分 特待生枠

 前期試験  30名

 後期試験  10名

 後期試験「大学入学共通テスト（国語）併用」 3名

新病院の概要

構造 免震構造（地下階）

階数 地上９階

床面積 約31,000㎡

病床数 372床

1床あたりの床面積 約85㎡／床

重症病室 CCM：10床　CCU：10床

新生児重症病室 NICU：15床　GCU：6床
手術室 7室

連絡通路 なし

エレベーター 9台

駐車場 110台

日本医科大学 武蔵小杉病院

2021年9月、注目エリアに最先端の学びの場が誕生します。 取り組み進む入学者選抜
医学部進学が難関となっているなか、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。一般選抜（後期）「大学入学共通テスト（国語）併用」の導入や、特待生枠の拡大、学納
金の大幅引き下げを行い、今後さらに、優れた人材を育成し続けていくため、東京都地域枠と学校推薦型選抜を新設し、
入学者選抜改革に取り組んでいます。

FUTURE STORY

Ⅲ．学校推薦型選抜（指定校）を新設しました。

入学者選抜について近年見直しを行い、平成29年度より一般入試を年2回（前期・後期）実施としました。また、令和元
年度より一般入試（後期）「大学入学共通テスト（国語）併用」を導入し3区分の入試となりました。さらに令和4年度よりは、
学校推薦型選抜を新設します。知識だけではなく、豊かな人間性を持った学生に医師・医学者への道を開きます。

・早稲田大学高等学院、早稲田大学本庄高等学院、早稲田実業学校高等部を指定校とし推薦入試を新設しました。入学定
員は、合計6名になります。

Ⅰ．東京都地域枠を新設しました。

・6年間の学費全額と生活費10万円/月が6年間貸与されます。
・前期試験で5名募集します。

一般選抜募集人員　117名

前期試験関係 募集人員　88名

75名

一般選抜 千葉県
地域枠

埼玉県
地域枠

静岡県
地域枠

東京都
地域枠内訳

募集人員 4名 1名 3名 5名

後期試験関係 募集人員　29名

14名

一般選抜 一般選抜
「大学入学共通テスト（国語）併用」

千葉県
地域枠

埼玉県
地域枠

静岡県
地域枠内訳

募集人員 10名 3名 1名 1名

川崎市中原区にある武蔵小杉病院について、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転完了）の跡地と運動場用地
および旧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。

病院建設地

MEDICAL SCHOOL HOSPITAL
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REPORT ／数字で見る日本医科大学

多様に選べる4入試
前期、後期、後期「大学入学共通テスト

（国語）併用」に加えて学校推薦型選抜を実施

入学者選抜について近年改革を進めています。アドミッ
ションポリシーに沿った学生を選抜する目的で1次選考
をし、小論文・面接による2次選考の結果を総合し合格
者を決定しています。知識だけではなく、豊かな人間性
を持った学生に医師・医学者への道を開きます。また、
令和4年度より学校推薦型選抜を新設しました。幅広い
学習をしてきた学生を対象としています。

■ つながる

70週以上の
国際認証カリキュラム
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
2023年以降、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。

教育リソース・研究 第1位
本学は「THE 世界大学ランキング 日本版 2019」の「教育リソース」および「研究」で私立大学としては1位にランクイ
ンしました。「教育リソース」は、学生一人あたりの資金、教員比率、合格者の学力、教員一人あたりの論文数や競争的資
金獲得数をスコア化して評価されたものです。「研究」は、研究助成金、研究関連収入、論文数などにより評価されました。

学生一人あたりの教員比率・資金など教育リソース・研究で高い評価

［THE 世界大学ランキング 日本版］私立大学

■ 入学者選抜改革

6年間で570万円の
学納金引き下げ
意欲ある学生を経済的にサポート
入学者選抜改革にともない、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、
平成30年度より、学納金負担の軽減を図りました。特
待生は、初年度学納金のうち250万円が免除されます。

 区 分 学納金 引き下げ額
 6年間合計 2,200万円 ▲570万円
 初年度（入学金含む） 450万円 ▲95万円

入学者

 区 分 学納金 引き下げ額
 6年間合計 1,950万円 ▲250万円
 初年度（入学金含む） 200万円 ▲250万円

特待生

■ ランキング

■ 入学者選抜改革

■ つながる

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

日本医科大学は145年を超える歴史を誇り、現在も
約6,000人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。

6,000人の
同窓生

 1  一般選抜（前期）、（地域枠）

 2  一般選抜（後期）、（地域枠）

 3  一般選抜（後期）
  「大学入学共通テスト（国語）併用」

 4  学校推薦型選抜

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、よりよい医療人を育成しています。

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。
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数字で見る日本医科大学
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13,000件
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さまざまな人々の活動を
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ています※2。

■ 健康を守る

６０床
全国初となる高度認定の救命救急センター
高度救命救急センターは、全国で初めて「高度」を
認定されて以来、先駆的な活躍をしています。新病院
では、重症化部門を一元化し国内最大級の60床を確
保し、救急医療の専門家だけでなく、集中治療や脳外・
整形・外科等の様々な専門家たちが、365日24時間
体制で対応しています。

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

■ つながる

■ 健康を守る

104,556人
部門を横断したがん診療センターが
稼働しています。
2006年のがん対策基本法の成立を受け、2008年に
日本医科大学ではがん診療センターが活動を開始しま
した。多くの専門家らにより総合的な観点で最良の診
療が地域診療機関との連携のもとで行えるように取り
組んでいます。がん検診センターでは、2020年には
104,556人のがん患者さんを診療し10,342件の手
術を実施しました。

※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）

■ 健康を守る

24時間
フロントランナーとして日本の救急医療を牽引
ECMOカー導入によって現場での高度な治療を可能
にしました。ECMOカーとは、救命救急センターの初
療室に近い環境を車内に再現した動く集中治療室とも
いえる一台です。24時間体制で
高度な救急医療を実現する日本
医科大学の「攻めの治療」を実
現しています。

■ つながる

最先端の

付属4病院
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。

地域に密着した付属病院で
多様な医療を経験できる

■ 競争的研究費の獲得

284件

3億2,529万円

文部科学省 科学研究費助成事業（令和2年度）

新学術領域研究1件／基盤研究（B）3件／基盤研究（ｃ）
138件／挑戦的研究7件／若手研究・若手研究（B）70
件／研究活動スタート支援5件／特別研究員奨励費4件／
国際共同研究加速基金3件　など

24件 2,742万円
厚生労働省 厚生労働科学研究費補助金（令和2年度）

■ 臨床病院　千葉北総病院

82.5ha 28科 547床
2001年10月に、千葉県ドクターヘリ事業を受託し、
千葉県災害医療拠点病院に指定された日本初の救急
搬送支援システムが整備された県内屈指の医療機関で
す。東京ディズニー
ランドとほぼ同じ面
積の82.5haの広大
な 敷 地 内 に 快 適 な
医療環境を展開して
います。

千葉県屈指の総合病院

■ 臨床病院　多摩永山病院

0メートル（駅直結）
京王相模原線「京王永山」駅、小田急多摩線「小田
急永山」駅に隣接した多摩永山病院は、開設以来、
多摩ニュータウン地域の
基幹病院として、がん、
心・ 脳 疾 患、 周 産 期、
救 命 救 急など、 長 年に
わたり地 域 医 療に携わ
り、安全･安心な医療を
提供しています。

地域医療に密着した基幹病院

2021年、武蔵小杉病院がリニューアル

■ 臨床病院　武蔵小杉病院

749,992世帯
開 設 以 来80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が2021年9月にリ
ニューアルオープンいたします。川崎市の都市計画マス
タープランにおける「医療と文教の核」との位置づけ
にともない、 地 域 住 民 約75万
世帯を対象とする最先端の設備
を備えた中核病院として建設が
進められています。

京王永山駅

京王相模原線
小田急多摩線

小田急永山駅

日本医科大学
多摩永山病院

日本医科大学
多摩永山病院

クリナード永山

クリナード永山

32件

2億5,048万円

日本医療研究開発機構（AMED）研究費（令和2年度）

革新的先端研究開発支援事業／・再生医療・遺伝子治療
の産業化に向けた基盤技術開発事業／・革新的がん医療
実用化研究事業／・慢性の痛み解明研究事業／・医療機
器委開発推進研究事業／・創薬支援推進事業／・医療分
野国際科学技術共同研究開発推進事業／・医工連携イノ
ベーション推進事業／・再生医療実現拠点ネットワークプ
ログラム　など

3件 877万円
科学技術振興機構（JST）研究費（令和2年度）

1件 371万円
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）
研究費（令和2年度）

国内
最大の
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FUTURE STORY

医療への挑戦：特色ある研究

臼田 実男 呼吸器外科学分野　大学院教授

小型肺がんに対する
世界初の経気管支的治療

小型肺がん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
開発推進事業の一つとして、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
光ファイバーを新しい医療機器として承認を目指し、同時に末梢
肺がんに対する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がん治療法ですが、
肺野末梢の肺がん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、世界中の肺がん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。

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がん細胞を死滅
させる光線力学的治療

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経路が活性
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。

小川　令 形成再建再生医学分野 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

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

世界で初めての肺がん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。

「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。

福原 茂朋 分子細胞構造学分野 大学院教授

蛍光イメージング技術を駆使した血管研究

私たちの体のなかには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
んなどのさまざま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づくら
れ機能するようになるのか？」また、

「血管の異常がいかにさまざまな病
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、体のなか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、生きたまま体のなかの血管を観察するこ
とを可能にしました（1枚目）。この技術を用いて、生物のなかで
血管が形づく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（2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、新たな発見につながります。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、血管がかか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。

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
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PHILOSOPHY

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。

克己殉公の精神を胸に刻み、
世界の人々のために尽くす。 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

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  フーフェラント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  付属病院前期工事完成・外来診療開始。
2018. 01  付属病院グランドオープン。

創立者 長谷川 泰

Admission Policy〈アドミッションポリシー〉

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。

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

Curriculum Policy〈カリキュラムポリシー〉

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。

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, Pre-CC 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。

Diploma Policy〈ディプロマポリシー〉

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。これらの資質および能力を修
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。

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
者フーフェラントの著書『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。

済生救民

建 学 の 精 神

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。

克己殉公

学 是

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、新たな道を切り開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、広い視野を身につけ
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、医療界をけん引で
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。

愛と研究心を有する質の高い医師と医学者の育成

教 育 理 念

日本医科大学

医学部

大学院
医学研究科

各病院

● 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

● 図書館
● 先端医学研究所

● 医学専攻　46分野

付属病院
武蔵小杉病院
多摩永山病院
千葉北総病院

● 健診医療センター
● 呼吸ケアクリニック
● 腎クリニック
● ワクチン療法研究施設
● 成田国際空港クリニック

日本医科大学　組織図
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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トの『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。

これから医師を目指す若者が、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。

国際基準を超える学び

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蛇毒の研究に従
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。

野口 英世  Hideyo Noguchi

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。第二次
世界大戦終戦直後の1945年、当時発疹チフスのまん延していた
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。

肥沼 信次  Nobutsugu Koenuma

学是「克己殉公」の志を胸に、世界の医療に貢献した卒業生

世界で活躍できる医師・医学者を目指すための、
海外クリニカル・クラークシップ制度。
世界中の人々に尽くす医師･医学者を目指す人のために、日本医科大学で
は医学英語教育に力を入れ、世界各国の医療機関や大学と協定を結び、
積極的な国際交流を図っています。留学先は米国などの8つの提携大学を
はじめ、海外の研究機関などへの留学も可能です。
6年次の選択臨床実習（クリニカル・クラークシップ）では海外提携大学
での実習も可能です。異国での実習体験は、グローバルな視野を獲得し、
将来の方向性を考える上で貴重な体験となります。留学申請資格は、実
践的英語能力をはじめ、CBTやOSCE、TOEFLなどで所定の成績を上げ
ていることはもちろんですが、日本医科大学医学生としての誇りと見識を有
し、留学への強い意欲を持っていることが必要です。

米国医師国家試験の受験資格に対応した、
国際認証を受けたカリキュラムです。
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。
日本医科大学は、国内医学部ではいち早く、国際認証基準への対応を
行い、米国医師国家試験の受験資格を受けたカリキュラムとなっていま
す。これにより従前のカリキュラムより、臨床実習が20週増加することにな
り、学生の負担が増えましたが、座学や実習についてICT技術を活用した
e-Learningなどを積極的に導入することで、サポート体制を整えました。

（公財）野口英世記念会提供

CURRICULUM
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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求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。

CURRICULUM

ハイブリッド手術室
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。

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なかにあって、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年次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
ド涵養につなげています。

済生学舎は、明治9年（1876年）に創立されました。良医を育て庶民の医療を支える
とともに、小口忠太や野口英世をはじめとする多くの研究者を輩出してきました。日本
医科大学はこの済生学舎を前身とする創立140年を超える私立大学です。
済生学舎という校名は、当時のドイツ人医師、フーフェラントの著書『医戒』にある言
葉からとられました。これは「貧しく病で苦しむ人々を救う」という意味を持ち、その精
神は現在でも社会貢献の精神として、日本医科大学に受け継がれています。

日本の医療･医学の「あけぼの」である、
日本医科大学の前身となる済生学舎について

最先端テクノロジーの教育環境
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CURRICULUM

医師･医学者を目指す君たちへ。
日本医科大学で学ぶ８つのコンピテンス
「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。

日医大での６年間で身につける８つのコンピテンス

コミュニケーション
能力

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

次世代の育成、
教育能力

豊かな人間性と
国際性

科学的研究心と
思考能力

実践的診療能力

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多様な立場や考え方を
理解し、尊重し、共感力を持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。

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。

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生涯を通じて、医学の
進歩に関心を持ち、科学的探究心を維持し、問題に対して
論理的・批判的思考を持って行動することができる。

科学的研究心と思考能力

日本医科大学医学部学
生は卒業時に患者さん
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。

実践的診療能力

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。

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
を自らの文脈のなかで理解
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。

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 時に人 類と生 命に対する
「愛」を内包する豊かな人間性を持ち、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。

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基礎科学、基礎医学、
行動科学、臨床医学、社会医学の知識を持ち、統合した形
で問題解決に応用することができる。

統合された医学知識

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
細に講義ごとに目指すコンピテンスが明示されて
います。次の授業の目指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。

アウトカム基盤型カリキュラム
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。

能動的学修とICTの活用
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。

臨床実習の充実

卒業時に身につける8つのコンピテンス
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
は卒業時の学生の姿（アウトカム）をあらかじめ目標（コンピテンス）として定め、そこに向かってい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。
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1年次から6 年次まで連携したカリキュラムで
質の高い医師・医学者を育成

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。

CURRICULUM

1年次 2年次 3年次 4年次 5年次 6年次 卒業時

　
ミ
ッ
シ
ョン
　
・
克
己
殉
公
の
精
神
　
・
愛
と
研
究
心
を
有
す
る
質
の
高
い
医
師
と
医
学
者
の
育
成

特別教育

基礎科学

基礎医学

臨床医学

Clinical 
Clerkship

臨床実習

CBT 綜合試験 綜合試験
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ 医師国家試験

克己殉公の
精神を受け継ぐ

プロフェッショナリズム

コミュニケーション
能力

統合された
医学知識

実践的診療能力

科学的研究心と
思考能力

人々の健康の
維持・増進を通じた

社会貢献

次世代の育成、
教育能力

豊かな人間性と
国際性

NMS医学教育カリキュラム総論
セミナー
特別プログラム
医学入門
医学概論
行動科学Ⅰ

SGL
特別プログラム
行動科学Ⅱ

SGL
臨床医学への基礎医学的アプローチ
行動科学Ⅲ
研究配属

社会医学
臨床病態学

臨床医学総論
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
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

基礎医学総論Ⅰ
　解剖学（分子解剖学）
　解剖学（生体構造学）
基礎医学総論Ⅱ
　生理学（システム生理学）
　生理学（生体統御学）
基礎医学総論Ⅲ
　生化学・分子生物学（代謝・栄養学）
　生化学・分子生物学（分子遺伝学）

解剖学（分子解剖学）
解剖学（生体構造学）
生理学（システム生理学）
生理学（生体統御学）
生化学（分子遺伝学）
生化学（代謝・栄養学）
病理学（解析人体病理学）
病理学（統御機構診断病理学）

自然科学基礎（物理・化学・生物）
物理学
化学
生物科学
生物学実験
数学
スポーツ科学
外国語
人文社会科学

情報科学演習
統計学
運動生理学
医療倫理学
福祉社会論
英語

救急と生体管理
産婦人科学
小児・思春期医学
運動・感覚
頭頸部・耳鼻咽喉科学
眼科
皮膚科学
形成・再建・再生
精神医学
麻酔・集中管理・疼痛制御
統合臨床

医学実地演習Ⅰ
医学実地演習Ⅱ 医学実地演習Ⅲ

医事法学
微生物学・免疫学

衛生学・公衆衛生学
法医学
薬理学

SGL
行動科学Ⅳ

地域医療
総合診療科
集中治療科
救命救急科
麻酔科
放射線科
病理診断科
眼科

耳鼻咽喉科
脳神経外科
整形外科
精神神経科
小児科
女性診療科・産科
形成外科
皮膚科

泌尿器科
循環器内科
脳神経内科
腎臓内科
アレルギー膠原病内科
血液内科
消化器内科
リハビリテーション科

内分泌糖尿病代謝内科
消化器外科
乳腺外科
内分泌外科
呼吸器外科
心臓血管外科

CC

選択CC

Post-CC OSCEPre-CC OSCE基本臨床実習
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S T U D E N T S  V O I C E

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。

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

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年次〜 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。

特別教育
医師・医学者としての

心構えを学ぶ

基礎科学
物理・化学から数学、

スポーツ科学まで
自然科学を学ぶ

医学英語
少人数教育で英語力に

磨きをかける

今さまざまな医療分野において、すさまじいスピー
ドでAIやデータサイエンスが活用され始めていま
す。それらを理解するためには、自然科学領域
全般の基礎知識が欠かせません。「数学」「物理
学」などの自然科学分野の科目では、将来、医
師になってからも最先端の技術についていくため
の基本的知識を修得します。

AI・データサイエンスの素養を培う
自然科学教育

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30名程度のクラスで、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。

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

文系科目が学びの幅を広げてくれました

2年次の基礎医学では膨大な量の専門知識を学ぶことになります。その知識の根
底にあるものの見方や考え方は基礎科学で学んだものであることが多く、基礎医学
を有機的に結びつけて考える上でも、基礎科学は重要であると感じています。特に

「生命科学基礎」や「化学」のような理系科目が医学科目の理解を助けてくれる
のはもちろんのこと、それにとどまらず「行動科学」「生命倫理」「心理学」といっ
た文系に近い科目も学ぶことで、人の生死にどう向き合うべきかという考察を通じ
て、患者さんと全人格的に接するための土台を築けたと感じています。将来は、自
らの手で人体の不思議さが解明できる探究心を備えた医師になりたいと思います。清水 利紀　医学部医学科2年

基礎医学を学ぶための姿勢を基礎科学で身につける

基礎科学を通じて身につけたのは、一つのものごとを多角的に捉える力です。特
に「医療人類学」では健康や病気に対する定義が地域・文化によって異なるこ
とを知り、患者さんと向き合う上で精神的な接し方が重要であることを学びまし
た。また「英語」も印象に残っています。医学単語がどのような成分から成り立っ
ているかを学んだことで、まったく聞いたことのない単語でも意味を推測できるよ
うになり、苦手意識を克服して興味を持ちながら学べるようになりました。基礎
科学の学びは高校までの勉強と医学を結びつける重要なステップであると同時に、
私にとっては人間的に成長するためのかけがえのない機会だったと感じています。速水 萌々香　医学部医学科2年

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さ
まざまなレベルの生命現象について学び、その
根底にある生命科学の概念や原理を理解しま
す。再生医学との関連が深い発生生物学では、
1個の受精卵から始まるヒトの発生の概略を学
び、進化の過程で種を超え保存されてきた発
生の分子メカニズムについて最新の知識を修得
します。基礎医学への橋渡しとなる科目として、
医学の基盤となる生物系の学力を育み、生命
現象への興味を高めることを目指しています。

医学に対する関心を高めるとともに、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。医学部6年間
および医師になってからも能動的に学び続ける
ための習慣を身につけます。Problem Based 
Learning（PBL）（問題基盤型学習）を通じ
て、自ら調べ理解した後に、グループ内で討論
しながら知識を獲得してゆく学習方法を体得し
ます。さらに模擬患者さんに医療面接を行い、
その患者さんが抱える実際の問題を医師として
どのように解決していくかについても学びます。

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
み物の講読や、ライティング、プレゼンテーショ
ン、ディスカッションのスキル訓練を行います。
そのため、課題への取り組みを重視しています。
また、医学英語の語源に関する講義形式の教
育も行い、専門的知識の理解を助けます。

生命科学基礎／発生生物学 医学入門 英語

主要科目紹介 人文社会科学（生命倫理学）

人文社会科学は、医療の現場で出会うさまざまな病を抱え
た方 と々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ため欠かすことのできない基
礎となるものです。近年、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、人間の行
動を生物学的な側面だけではなく、心理学、社会学、医療
人類学、哲学、法学、倫理学など人文社会科学のさまざま
な領域を統合し研究する学問領域です。基礎科学の課程に
おいてはこれら行動科学の基礎として人文社会科学を学び
ます。生命倫理学では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。生命倫理学を含め人文社
会科学は、医師になった後も、生涯、持ち続けなければい
けない大切な視点の一つです。しっかりと身につけてほしい
と思います。

医師・医療のあり方の基本を学び
全人的に理解から、効果的な治療・支援につなげる

1993年日本医科大学卒業。博士（医学）。静岡がんセンター精神腫瘍科医長、東芝病院
精神科部長、日本医科大学多摩永山病院精神神経科部長を経て、2020年日本医科大学
医療心理学教授。

担当教員  吉川 栄省 教授

学生たちのメッセージ動画を
ホームページで公開中！
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S T U D E N T S  V O I C E

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
つ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。

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

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年次〜 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つ
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。

現代医療の社会的背景や法医学について学び、
広い視野で医学を捉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。

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

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つけ
ていきます。

「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

予習を通じて能動的・主体的に学ぶことを知る

自己学習を促すための工夫が散りばめられているのが「解剖学（生体構造学）」です。
特に予習ではすべてを教わることがなく、自ら能動的な姿勢で準備しなくてはなり
ません。先生方は予習のためのポイントをわかりやすく解説してくださるものの、1
から10まで教えてくださるわけではないからです。そのため教科書を精読するなど
自分なりにあらかじめ整理してから実習に臨むことになります。その知識を実習当
日に物理的に確認することでスムーズに実習を進め、ご遺体から最大限の情報を
得ることができました。そして人体についての立体的なイメージを通じて理解が深
まりました。さらに知識に加えて能動的に学習する習慣も身についたと思います。飯田 彩実　医学部医学科3年

さまざまな分野の学びを通じて将来の目標を見つけたい

もともと好奇心旺盛なので、さまざまな分野の授業に興味を持って臨んでいます。
今一番関心があるのは「衛生学・公衆衛生学」。以前から治療よりも予防に興味
があり、学んでいて楽しく感じます。将来の具体的な目標はまだ定まっていませんが、
こうした多方面の学びをするなかで見つけていくつもりです。また「解剖学（生体
構造学）」も印象に残っています。教科書の知識だけではイメージしづらい内容も
実際に自分の目で確かめ、予習した内容の確認の場とすることができました。医学
を学ぶ上で「解剖学」は不可欠です。2年次にじっくり時間をかけて学んだことで
密度の高いものにできたのではないかと感じており、満足度は非常に高いです。泉　昂汰　医学部医学科3年

現代社会において環境開発や輸送手段の発展
による新興・再興感染症や、抗生物質の多用
による多剤耐性菌の出現は大きな社会問題で
あり、免疫学と微生物学の重要性は増すばか
りです。「微生物学・免疫学」では免疫システ
ムの概要を学ぶとともに、システムを構成する
要素の個々の働きとそれらの相互作用について
理解を深め、疾病と闘う力である生体防御シス
テムへの認識を深めます。講義と実習ではおの
おのの基礎概念の習得と疾患（感染症、臓器
移植、がん）との関連性の理解を目指します。

臨床で遭遇する膨大な数の薬物に対して、理論
的、体系的に対応できる基礎力を身につけても
らうことを目標としています。講義では学生が
薬理学的基盤の理解に立って、正しい薬物治
療を選択し薬効評価を行うために、薬物と生体
との相互作用の結果起こる生体現象を理解し、
動物実験および臨床試験のデータを正確に解
釈できる能力を養います。また実習では、実際
に自らの手で調べ、考え、まとめ、レポートな
どを通して報告するという主体的な課題も取り
入れ、自主的な学習の機会を提供しています。

法医学の目標の一つに、死体検案書を医学上
ならび法律上適切に作成することが挙げられま
す。死体検案書はヒトの死を医学的に証明す
る大変重要な書類であり、そのためには、法
医学に関するさまざまな基礎知識を身につけて
おく必要があり、将来臨床科を専攻した場合で
も知っておくべき法医学の知見を学びます。ま
た遺族の感情に対する理解や死体に対する尊
崇の念を有し、礼意を失することなく死体検案
を実施できる医師・医学者としてのプロフェッ
ショナリズムの涵養も重視しています。

微生物・免疫学 薬理学 法医学

学生たちのメッセージ動画を
ホームページで公開中！

主要科目紹介 生化学・分子生物学（分子遺伝学）

分子遺伝学は、生命現象や病態を分子生物学的研究から
理解する学問であり、さまざまな医学分野の基盤となります。
現在、最新の遺伝子解析技術による診断が行われるように
なり、従来は原因不明だった疾患の責任遺伝子が次々に発
見され、根本的治療の研究も積極的に推進されています。
遺伝カウンセリングの社会的重要度も高まり、あらゆる分野
で分子遺伝学的な病態の理解が求められます。このため、
将来医療人として活躍するためには、分子病態や研究動向
を正しく理解しさまざまな場面で適切に説明できる応用理解
力が必要です。「分子遺伝学講義」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。

「分子遺伝学実習」および「研究配属」では、分子生物学、
細胞生物学的な実験手法を習得し、研究遂行能力を養うこ
とを目標とします。医学の道を志す皆さんには、教科書の知
識だけではなく、未解明の生命現象、疾患発症のメカニズ
ムにも興味を持ってもらいたいと考えています。

遺伝情報の流れと疾患の遺伝的基礎を分子のレベルで理解し、
医学のフロンティアを開拓する

2002年神戸大学医学部卒業。2012年神戸大学大学院医学研究科修了、博士(医学)取得。
2010年国立国際医療研究センター研究所分子代謝制御研究部研究員、2013年より同室
長。カリフォルニア大学サンディエゴ校研究員(2016年-2020年)を経て、2020年本学分
子遺伝医学分野大学院教授。

担当教員  酒井 真志人 大学院教授
人体の構造

人体の各器官の構造を学び
生命活動を

総合的に理解する

医療の課題･
生命倫理

現代医療の社会的背景や
法医学について幅広く学ぶ

医学研究体験
最先端の研究活動への
参加で方法論を学ぶ
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S T U D E N T S  V O I C E

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。

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

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年次〜 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つけ、4年次半ばのPre-CC 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。

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。

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

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「Pre-CC OSCE（Pre-Clinical Clerkship 
Objective Structured Clinical Examination）」
に合格し、Student Doctorとなります。

臨床実習に向け
基礎学力の確認を行う

知識の統合を図りつつ、多角的な視野にも触れられる

アトランダムに構成された班ごとに討論を行うSGLでは、コース講義で得たさまざま
な知識の統合を図ることができます。「おなかが痛い」「めまいがする」といった普
遍的な主訴を抱えた患者さんの症例から鑑別・治療を考えることもあれば、漢方薬・
東洋医学について検討することもあります。そうした課題を通じて学生自身が調べて
きた内容をプレゼンしますが、その経験は主体的・能動的に考える力を磨いてくれま
す。今は机上の知識を臨床の現場で通用する難しさを感じており、どうにも説明の
つかない病態に遭遇することもあります。そんなとき低学年次に学んだ基礎的な知
識がヒントになることもあって、学びに無駄は一つもないと痛感しています。宮本 菜桜子　医学部医学科5年

医師として歩んでいくためのお墨付きを得ました

自分の診療技術を人前で初めて披露したのがOSCEでした。制限時間内で数人の先
生に採点されながらの試験でしたので、とにかく緊張したのを覚えています。OSCE
で問われるのは、今の臨床現場で実際に必要とされている診療技術です。幸いにも
無事に合格できたことで、この先、自分も医師としてやっていけるという自信が得ら
れ、モチベーションが一段と高まりました。また救急科でのTBLも印象に残っていま
す。コロナ禍においても日本医科大学ならではのVRとシミュレーターを活用すること
で、密を心配することなく、あたかも自分が処置室にいるような感覚で学習できまし
た。実臨床に即した学習となり、とても有意義な時間を過ごせたと感じています。市来 直也　医学部医学科5年

内分泌学、代謝および栄養学の系統的な知識
を整理し、修得することを目標としています。
内分泌学の分野では間脳、下垂体、甲状腺、
副甲状腺、副腎および性腺を対象としています。
また代謝・栄養学分野では、糖代謝、脂質代
謝およびそのほかの代謝を対象とし、主たる疾
患の病態、診断、治療、予後および病理を学
びます。講義では基礎医学の知識の再確認、
最新の医学情報の提供を行います。

循環器疾患は、不整脈、虚血性心疾患、心不
全、大動脈疾患、末梢血管疾患、およびそれ
ぞれの循環器救急疾患など多岐にわたります。
講義では循環器系を一つの大きなカテゴリーと
して捉え、循環器内科、心臓血管外科、小児
循環器科、放射線科、病理学、薬理学を統合
し、循環器疾患の構造・機能の理解、病態生
理の説明、身体診療・身体検査の理解・説明、
診断方針の策定、そして治療方針に関する知
識を修得します。

形成外科・再建外科・美容外科がどういう疾
患を扱うか診断学・治療学を含め、体系的に
臨床で学びます。さらにこれらの臨床に直結す
る基礎医学としての、形成外科学・再建外科学・
再生医学を体系的に学ぶことを目標としていま
す。形成外科の歴史、傷のできる過程、消毒
や創傷治療といった基本手技から幹細胞を用
いた組織工学・再生医学、レーザー治療の仕
組み、脂肪吸引、メイクアップセラピーなど日々
進化している形成外科のテクノロジー、移植医
技術など、幅広く修得します。

内分泌代謝内科学 循環器内科学 形成外科学

主要科目紹介 眼科学

ヒトが外界から得る情報の８割は視覚であり、眼は高度な
生命活動とQOLに直結する感覚器といえます。視覚はいわ
ゆる視力のみではなく、色覚、視野、両眼視（立体視）機
能など多様な要素で成り立っています。眼科学では、こうし
た視覚の要素を理解し、眼球という直径わずか23mmの臓
器とその付属器である眼瞼や涙器の、解剖・生理・機能、
および、眼のさまざまな疾患について学びます。
眼の疾患には、白内障のように外科的治療で良好な視力を
取り戻せる疾患もあれば、ぶどう膜炎のように全身性炎症
疾患に関連する難治性の慢性疾患もあります。眼科の診察
をきっかけとして、潜在する重大な全身性疾患を見つけるこ
ともでき、眼は全身の窓ともいえるのです。眼科学コース講
義では、臨床実習の基礎となる知識を得ることにとどまらず、
外科的および内科的な診療アプローチも学びます。眼と視
覚の不思議に気づき、視覚の再生を目指す探究心と患者さ
んのQOLを担うミッションを感じてほしいと願っています。

眼と視覚の不思議に気づき、さらなる探究心と
視覚を守るミッションを感じてほしい

1990年新潟大学医学部卒業、東京大学眼科入局、1997年東京大学医学博士、1997-
2000年米国Harvard Medical School, Schepens Eye Research Institute 博士研究
員、2001年東京大学眼科助教、2002~2018年日本医科大学眼科講師・准教授、2018
年本学眼科学教授

担当教員  堀　純子 教授
系統別コース講義

関連性の高い分野を
系統的に学び

臨床実習につなげる

少人数による学修
学生主体の学びで

自ら学ぶ姿勢を身につける

STUDENT 
DOCTORへ

臨床実習の参加に備えた
総合的な理解を深める

学生たちのメッセージ動画を
ホームページで公開中！
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S T U D E N T S  V O I C E

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。

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

CURRICULUM

チーム医療の一員として
診療に参加し
知識を身につける

臨床実習
4年次〜 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、医師として相応し
い診療態度などを身につけていきます。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。

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。

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

医師国家試験対策として「学生アドバイザー制度」
や「チューター制度」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別プログラム
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92.8％となっています。

特別プログラムを設置して
国家試験合格をバックアップ

机の上では得ることのできない貴重な経験

臨床の現場に立たなければ学べないことがあります。「臨床実習」では、たとえば
患者さんが回復されていく過程を目の当たりにすることで改めて医療の力を実感し
ました。座学では治療の効果を実感することは難しいので、この経験は自分にとっ
て非常に大きな励みとなります。また医師と患者さんのコミュニケーションの重要
性を目の当たりにすることができ、患者さんの気持ちに寄り添える医師にならなけ
ればとの思いが一段と強くなりました。以前は医療従事者として働かれていたとい
う患者さんから「いい医師になってくださいね」との言葉をいただいたときは、身
が引き締まる思いでした。いつまでも初心を忘れない医師を目指したいと思います。松本 絵美　医学部医学科6年

医師として発する言葉の重みを痛感

「臨床実習」では私たちもカンファレンスに出席し、一人の医師としての意見を求
められます。その一言には試験問題の解答とはまるで違う重みがあり、無責任なこ
とは決して口にできません。医師としてさらに修練が必要だと実感しました。一方、
ある患者さんの様子が心配でカンファレンス前に必ず様子を見に行っていたのです
が、治療によって無事に軽快されたときは一緒に喜ぶことができました。医師とし
てのやりがいを実感できた、かけがえのない経験となりました。班員とのチームワー
クを通じては、医療は一人ではできないということも学びました。今後はコミュニ
ケーション力を磨いて、ベストなチーム医療のできる医師を目指していきます。三谷 健人　医学部医学科6年

救急医学の2つの柱である救急医療と救命医療
をについて学習します。救急医療では救急医療
体制やプレホスピタルケア（ドクターカーやドク
ターヘリ、災害医療など）など地域社会ととも
に構築し、その意義の理解を深めます。救命
医療では重篤な急性期患者の身体診察を理解
し、心肺脳蘇生、外傷、熱傷、中毒などの外
因性疾患やショック、多臓器不全などの重篤な
疾患である治療、それらが原因とする生体反
応を学修します。

皮膚生理、皮膚疾患の病態と治療について総
合的かつ体系的に学修します。皮膚疾患は種々
の内臓病変の皮膚表現として発生し、また膠
原病、アレルギー疾患などの境界領域病変も
多いため、将来どのような臨床科に進んでも必
ず皮膚科学の知識が必要となってきます。以上
のことを念頭に置いて皮膚の構造および生体に
おける機能を学びます。また皮膚や体表に生じ
る疾患に対して、局所のみならず全身との関連
まで視野に入れた見方ができるように、種々の
視覚的教材を用いた学習を行います。

成長・発達を続ける小児期・思春期の子ども
の健康を守るため、各成長・発達段階におけ
る生理と主な疾患の病態生理を理解し、小児
保健および各疾患の診断、治療の知識の習得
を目指します。講義では、身体の成長発達、
栄養学、循環器疾患、未熟児・早産児の管理、
感染症、免疫疾患、血液系疾患、内臓疾患、
内分泌疾患、呼吸器系疾患など、幅広く学修
することで、小児科学・小児医療の特徴を理
解し、適切な診断・治療方法の習得を目指し
ています。

救急医学 皮膚科学 小児科学

主要科目紹介 消化器外科学

消化器外科は、数多くの外来患者さんを診察しつつ、平均
70人前後の入院患者さんの対応をして、年間1,400件以上
の手術を行っており、大学病院としては極めて患者さんが多
いのが特徴です。特定の臓器に特化すると研修医や医学生
の教育にも偏りが生じてしまいます。幅広い患者さんのニー
ズに対応できる医師を養成するためにも、すべての消化器
疾患を対象とする診療方針をたいせつにしています。また当
科では、どのような患者さんも決して断ることなく受け入れ、
最後まで諦めないことを心がけています。どのような状況に
なっても、わずかな可能性があれば全力で取り組んでいます。
そのため、「手術ができない」と言われるような難しい患者
さんも多く受診されています。このような手術前後（周術期）
の管理が難しい患者さんを積極的に受け入れてきた結果、
周術期のコントロールが極めて上手な医師が増え、さらに
患者さんを受け入れられる好循環ができています。
患者さんが当院で手術し、喜んで帰っていかれるのを見るの
は医師として至極の喜びです。
皆さんが消化器外科の臨床実習で、さまざまなことを体験し
学んでくれる日を心待ちにしています。

断らない・諦めない医療
難しい患者さんも積極受け入れ

1986年日本医科大学卒。2003年消化器外科講師。2005年准教授。2016年日本医科
大学多摩永山病院院長、教授。2018年日本医科大学消化器外科学分野大学院教授、日
本医科大学付属病院副院長。専門分野は消化器外科（特に肝胆膵脾門脈外科）

担当教員  吉田　寛 大学院教授

国内外での
実習体験

海外CCや医療従事者との
触れ合う体験で
視野を広げる

最先端の付属
病院での実習

日本最先端の施設を持つ
付属病院での実習体験

万全の
国家試験対策

学生アドバイザー制度で
試験対策をバックアップ

学生たちのメッセージ動画を
ホームページで公開中！
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学生の留学者数　　　　　32
外国人留学生受入　　　　119
職員の留学　　　　　　　29
（平成28年4月1日～平成31年3月31日）

ジョージワシントン大学

南カリフォルニア大学

ハワイ大学

4週間の選択クリニカル・クラークシップをハワイ大学にて行いました。初め
の3週間は内科、最後の1週間はクリニックでの実習でした。アメリカでは医
師だけでなく医学生も主体となって患者さんに問診し、身体診察をし、治療
計画を立てていきます。そのため、初めは日本での実習との違いに戸惑うこと
もありました。しかし質問をすれば親切に細かく教えてくださるハワイ大学の
学生や先生方とディスカッションを重ねていくなかで、患者さんの受け入れか
ら治療に至るまでの流れにかかわっていくことに慣れていくことができました。
3週間の内科ローテーションでの経験を踏まえ、最後のクリニックでの実習で
は問診や診察などを積極的に行うことができました。日本では経験できない
有意義な経験をすることができました。

川村　望
令和2年3月卒業生

・ 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

協定校・協定医療機関の一例

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

＠ 2005 Andrea Brizzi

4 週間のハワイ大学での臨床実習

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つけるために、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。

医学英語教育 Medical English Education
◦TOEFL-ITPの実施
◦英語のnative speakerとのコミュニケーション実習
◦外国人模擬患者さん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

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 Engl ish 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、アメリカ国立衛生研究所（NIH）など欧米の一
流医学研究機関で夏休みを過ごしている学生もいます。

サークル活動を通した国際交流も充実

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。

海外の病院で臨床実習を行い視野を広げる

世界で医師・医学者として活躍するために

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。

南カリフォルニア大学での海外選択クリニカル・クラークシップ シンガポールでの形成外科手術 チェンマイ大学での海外選択クリニカル・クラークシップ

CURRICULUM 海外交流
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STUDENTS VOICE

自由と反骨精神、最先端の教育、それこそが伝統

本学は日本最古の私立医大です。大学の気風という
ものは一朝一夕にでき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

しょうけつ
獗を極めました。それでも医師

を養成し続けたことで、いったん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9,628
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。

権力に対する反骨精神は、すなわち弱き者への愛の
深さにほかなりません。当時は今とまったく違います。
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なかで生まれたも
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。

たとえば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界の重鎮が
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。講義は学習教材のコンテンツ
にす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。

【伝統】自由な気風と反骨精神

【学是】克己殉公

【先進的教育】
医学とその教育に妥協は許されない

1984年日本医科大学卒業。同年同大学第一内科学教室（現在の循環器内科）に入局。1992年医学博士。1992-
1995年英国St Thomas 病院心臓血管研究施設留学。2012年同大学付属病院一般内科・総合診療科部長。
2013年同大学大学院 総合医療・健康科学分野 大学院教授。2014-2020年同大学付属病院副院長・臨床研修セ
ンター長。2020年～医学部長。

規則正しい生活で充実した学生生活を！
受験生の皆さんに大学生活を送る上でアドバイスしたいのは、何よりも健康
をたいせつにしてくださいということです。学生時代の生活は得てして不規
則になりがち。そのまま油断すると学びも課外活動もリズムが崩れ、うまく
進めなくなります。日本医科大学には、授業に出席せずに学習を続けられ
る「GPA上位者特別プログラム」（※）があります。これはオンデマンドでの
e-Learningが可能な本学ならではの制度ですが、出席しないですむことから
ついつい生活リズムが乱れてしまうこともあります。ぜひ自分を律し、規則正
しい生活を心がけてください。そして先生方や先輩、家族など、自分を支え
てくれる人々への感謝の気持ちも忘れないでください。

山田 功太
医学部医学科6年

「大学生活に慣れること」。これが一番のテーマでした。高校から大学へと環
境が激変し、生活は一変。いかにストレスなく溶け込めるかに気を配りました。
その点でありがたかったのは先輩や仲間たちとの交流です。私は硬式庭球部
に所属し、活動を通じて多くの知り合いができ、その後の学生生活の支えと
なる人脈ができたと考えています。食事など日々の生活を支えてくれた家族へ
の感謝は、いうまでもありません。

先輩や仲間との交流が大切でした始まりの1年次

2年次から始めたのが塾の講師のアルバイト。自分の学びの経験を小学生た
ちに伝えたいという思いで取り組んでいます。時間の使い方や人との接し方な
ど、社会人としての立ち居振る舞いを学べたことは私の財産になりました。学
びの面では、秋に臨床医学課程がスタート。医師国家試験に向けて臨床的
な知識の学習に加え、現役の医師から現場の実情やキャリアプランのアドバ
イスを聞くことができました。3年次になって学ぶこと、覚えることが一気に
増えたと感じました。

アルバイトの余裕もできた3年次の生活 充実の3年次

医師国家試験および卒業試験という大きな目標と真正面から向き合うのが6
年次です。勉強に集中できる環境を整えるため、これまで続けてきた塾講師
のアルバイトは回数を減らし、夏休みなどにまとめて行うようにしました。気
をつけているのは、忙しいなかでも睡眠はしっかり取ることです。遅くとも22
時には就寝するようにしています。これからも生活のリズムを規則正しく保ち
ながら勉強に取り組み、２つの試験のクリアを目指します。

国試に向けて万全の準備で臨みたい飛躍の6年次
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※GPA上位者特別プログラム=成績優秀者は実習を除く授業で、あらかじめ指定した試験科目の受験資格
を得るために必要な出席授業数（実習を除く）を満たしたものとして取り扱うというもの。研究活動や海
外留学などを積極的に促す制度である。

 教えて！  

安武 正弘
医学部長

YASUTAKE MASAHIRO

6年間の歩き方
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GRADUATES

大学病院ならではの多彩な診療科で幅広い体験を重ねる

5年次に救命救急科で体験したのが、人命にかかわる判断を早急に下さなければなら
ない場面でした。開胸心臓マッサージや初療室での開腹手術など、知識としては持っ
ていても目の当たりにしたのは初めてで、私にとっては大きな衝撃でした。このように
自分の知らなかった医療の形に触れたことが、多様な診療科でさまざまな医療を行え
る大学病院での研修を選ぶきっかけとなったのです。現在私は急性期医療に関心があ
るため、CCUやNICUで全身管理の勉強をしています。今後は地域医療の勉強も行う
予定です。ここでの学びを生かし、自分が最も社会に貢献できる形で医療の世界に羽
ばたいていきたいと考えています。

中村　甫（研修医）
日本医科大学付属病院　研修医2年目

T I M E  T A B L E 　ー4年次、5年次時間割紹介ー

卒後臨床研修
臨床研修（初期）・卒後2年

専門研修（後期）・2年〜5年間

大学院 医学研究科

4年制・博士課程

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、精神科のなかから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
ケアを身につけ、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見て学び、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。

基本的な臨床能力とともに、
プライマリケアを身につける

充実した卒後教育 が未来を開く

2～5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
つけていきます。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。

将来の進路を見据えて リハビリテーション学
専門知識と技術・経験を蓄積する

臨床研修（初期） 専門研修（後期） 研究分野・医学専攻3領域

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

機能形態解析医学

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

生体制御再生医学

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

健康社会予防医学

さまざまなイデオロギーが交錯し、社会が混沌とし複雑化しています。医
学の領域でも同様に、グローバル化の波のなかで、さまざまな価値観の
なかに真理が見えにくくなってしまっています。そのようななかでは、確
かな知識と技術、さらに柔軟な発想がなければ、医療や医学研究は進歩
できません。併せて確固とした信念と倫理観、コンプライアンスを持つこ
とが重要です。日本医科大学は、「愛と研究心を有する質の高い医師と
医学者を養成する」という教育理念の通り、伝統的に臨床と研究を両立
している先輩医師が多く、優れた医科学者を輩出してきました。未知の
領域に挑み、解決し、病に苦しむ人たちを救うという研究心が本学では
培われます。そのために臨床医学と基礎医学（基礎研究）分野が相互に
協力し合い、有機的で活発な共同研究プロジェクトが数多く進行し、さ
らに東京理科大学や早稲田大学、日本獣医生命科学大学などとの共同
研究も進んでいます。このような分野横断的な研究を推進するためには、
柔軟な発想と体系的な幅広い知識をつけることが重要です。2016年か
らは当大学院は教育課程を一新し、医師として勤務しながらでも、充実
した知識をつけられる教育システム（社会人選抜コース）、また2017年

柔軟な発想で、未知の領域に挑む資質を育成する

からは「多様なニーズに対応するがん専門医療人材育成コース」も設け
ています。医学部でしっかりした医学知識をつけた後に、さらに飛躍し、
新しい医療を開発できるような資質、社会に信頼される医療人を育成す
るために、学部と密に連携したシームレスで充実した教育システムを整備
してゆきます。ぜひ一緒に明日の医療をつくってゆきましょう。

1982年東京大学医学部卒業
1989-97年米国Mayo Clinic, George 
Washington大学　脳神経外科
1998-2005年東京大学 脳神経外科 講
師・助教授、2006-2012年NTT東日
本関東病院脳神経外科部長、2013年-
日本医科大学脳神経外科学分野大学院
教授、2019年4月-現職

専修医のまま大学院に進学可能

医学部卒業 臨床研修（初期）・卒後2年

専門研修（後期）・2～5年間

大学院医学研究科・4年制
※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することも可能です。

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、
グローバル化をけん引
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。

森田 明夫
大学院医学研究科長

MORITA AKIO
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医療の最先端担う先輩たち

Thomas T. Noguchi

法病理学は解剖や検視による死因の究明を通じて、事故死や被虐待児症候群、DVな
どについて行政を動かして、予防に努めることができる専門分野です。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、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、検視局の志望者が列をなすまでになったのは、法医学の認知活動を続けて
きた成果だと考えています。今振り返ればわれわれの学是「克己殉公」が、私の道を
定めたように思います。「世界の人のために貢献したい」と若い時期に海外に出たこと
で逆境に鍛えられ視野を広げることができました。現在教鞭を執る南カリフォルニア
大学では、母校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ができます。
後輩の皆さんも自信を持って、世界のために働ける医師になってください。

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

Kazuhiko Yamada

私の現職は、米国コロンビア大学外科・内科教授（tenured professor終身教授）
です。外科・内科領域の先端移植医療研究の研究室を持っていることから両部門の
教授に就いています。医師として現在の医療のみならず、その先にある先端医療研究
を実体験し、成果を数年先に臨床で実践することを求めたからです。自分の求めるも
のが海外の施設にあるならば、そこに職場を得ることも夢ではありません。重要な点
は自分が何を求め、どのようなトレーニングをしたらいいか？よく認識することです。
私は臨床研修医も中盤になってそれに気づき、後に米国ハーバード大学に渡りました。
最近大きく改変された本学の6年間のカラキュラムは、海外も含めた研修を可能とす
る編成になっていることを知りました。私より10年近く早い時期に準備ができます。
私のように目立たなかった医学生でも、基礎・臨床医学教育を本学で身につけること
で、世界でも評価の高いコロンビア大学の教授に就いています。決して自分を見切らず、
卒業生となる皆さんの可能性に天井制限がないと認識し、本学への門をたたいてくだ
さい。

皆さんの可能性に制限はない
海外も視野に求めるものを探してほしい

1951年卒業。インターン研修を終え、1952年に渡米し、ローマリンダ大学付属病院を経て1961年ロサンゼルス
地区検視局に入局。1982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執り、1999年から南カリ
フォルニア大学法病理学名誉教授。

トーマス・T・野口

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

1987年日本医科大学卒業。日本医科大学泌尿器科で臨床研修を行い泌尿器科専門医を取得し、1998年米国ハー
バード大学マサチューセッツ総合病院外科Instructor。2000年ハーバード大学 Assistant Professor。 2004
年 Associate Professorを経て、現職はコロンビア大学外科・内科（Joint Appointment）教授（終身教授　
Tenured Professor）

山田 和彦

Professor(tenure), Surgical Sciences in Surgery and Medicine, Columbia University Director, 
Surgical research, Columbia Center for Translational Immunology

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36％、能
登半島の端では50％近くにもなります。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。そんななか、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
ざまな委員を務め、コロナ禍以降、地方のハンディをWeb会議でカバーしています。
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。

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

Masahiro Kanno
1980年卒業。1986年金沢大学大学院医学専攻科卒（医学博士）。現在、厚生労働省において社会保障審議会医
療部会委員、医道審議会で医師臨床研修部会・看護師特定行為研修部会委員、医療従事者の需給に関する検討会
で医師需給分科会委員などを務める。

神野 正博

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

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。そんななかで、｢移住にともなう精神保健｣ 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
的な仕事にかか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なかで驚いたのは、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至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。

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

Masago Minami
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、1985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。2017年より現職。社外の
公職として、国立研究開発法人国立がん研究センター顧問、国立社会保障・人口問題研究所評議員、「新型コロナ
ウイルス感染対策分科会」委員などを務める。

南 砂（みなみ　まさご）

読売新聞東京本社 常務取締役調査研究本部長

MESSAGE Senior Voice 
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1991年に日本医科大学を卒業して、東京大学医学部小児科に入局しました。その後、
小児がんの臨床と研究の研鑽を積んで、現在は京都大学医学部小児科に在職してい
ます。小児がんのなかでも難治性腫瘍の代表である神経芽腫や白血病の治療標的の
解析に取り組んでいます。日本医科大学は、東京大学や京都大学のような総合大学
ではありませんが、単科大学であるがゆえに教員と学生の一体感や団結力が強く、心
温まる指導が受けられる点が利点だと思います。そして、アットホームな雰囲気のなか、
充実したキャンパスライフを送れることは、臨床医にとっても研究者としも重要なバラ
ンス感覚を養う上でメリットは大きいと思います。本学は伝統を重んじつつもリベラル
で、お勧めできる学びの場です。私自身、学生時代に素晴らしい仲間に恵まれて、勉
強し成長できたことが今の自分につながっていると確信しております。そして、日本医
科大学で学べたことを誇りに思っています。

伝統を重んじつつも
アットホームでリベラルな学びの場です

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命救急センターは「日本
で始まったばかりの救急医学の分野を切り開くぞ」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、決して諦めない」
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1時間近く
かかる外傷患者さんでも、15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６人（もうすぐ７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。

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

MESSAGE 活躍する卒業生

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。ただそこがよいところで、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
指導のたまものです。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、積極的な姿勢が脈々と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、特に心臓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くださった方々には、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。

ようこそ日本医科大学へ

法律がわからない医療者も、
医療がわからない法律家も、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さん取り
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」なのかさえわからない……。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、法律がわからない医療者と、医療現場がわからない法律家、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わかりました。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つけてください。それが患者さんとの信頼関係構築にも役立ちます。

1984年卒業。付属病院救命救急センター勤務。1994年千葉北総病院救命救急部医局
長。1995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。2007年より現職。2012年より東京都災害医療コーディネーターを務める。

大友 康裕
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附属病院　副病院長　救命救急センター長

1991年卒業。2003年東京大学 医学部附属病院 助手、2004年東京大学 大学院・医
学系研究科 助手、2005年東京大学 医学部付属病院 講師、2015年東京大学 小児科 
准教授、2018年より現職。

滝田 順子
京都大学 大学院 医学研究科
発達小児学教授

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）。2011年東京臨海病院呼吸器内
科部長。2013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。
2018年より現職。　

阿部 信二

東京医科大学　呼吸器内科学分野主任教授

1988年卒業。1994年大学院修了。1997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。2016年より現職。天野 康雄
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
日本大学病院病院長

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、
2007年修了、弁護士登録、2009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、2012年より現職。2015年4月より日本医科大学客員教授。

大磯 義一郎
浜松医科大学 医学部　法学教授

Yasuhiro Otomo

Shinji Abe
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、
そして後輩たち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、たいせつなことは知識や
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ぜひ、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
持つ仲間たち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勧めします。

「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

Yasuo Amano

Giichiro Oiso

Junko Takita
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私は消化器外科医として8年間臨床に携わった後に、2017年
から大学院で胃がんの予防と腹膜播種の治療に関する基礎研
究を始めました。現在もたくさんの方の援助によって、消化器
外科医として病院で診療をしながら、胃がんの研究を継続して
おります。
外科医には、日々研鑽を積み手術の技術を磨くとともに、同
時に臨床で抱える課題について追求していくことが必要だと考
えます。
消化器外科医としての技術が一人ひとりの患者さんに役立つと
ともに、基礎研究を通してより多くの患者さんの治療につなが
る研究ができればと思います。

臨床医から研究医へ。
基礎研究を通じて多くの患者さんの
治療につなげたい

保田 智彦 千葉北総病院　外科・消化器外科 勤務　［2020年大学院修了］

Tomohiko Yasuda

［大学院］

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、さまざまな職種が入り乱れ
るようにかかわっています。さらにす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
どさまざま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ことです。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、たどっ
てゆけると日頃から感じています。

病院勤務・運営のやりがいは
克己殉公の精神にたどれる

［勤務医］

Yuzo Kodaira
小平 祐造 花と森の東京病院病院 院長［1989年卒業］

MESSAGE 済生学舎の意志を受け継ぐ卒業生たち

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年た
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
に悩む人のための駆け込み寺」とでもいうべき診療所をつくり
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たいせつな問題である
ということを皆さんにもっと知ってほしいですね。

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

［開業医］

Ritsu Aoki
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］

医師という職業は一生勉強が必要と言われるように、常に最
新最善の治療法にアンテナを張り巡らさなくてはなりません。
一方で医学を単なる学問と捉えてしまうと、患者さんではなく
“病”を診るだけになってしまうリスクもあります。そこで学問と
しての情報を得るのではなく、常に患者さんのことを考えられ
る姿勢を貫かなくてはならないと感じています。特に私の所属
する糖尿病内分泌代謝科では医師が一方的に治療を行うので
はなく、患者さん主体で治療に取り組む必要があります。患
者さんファーストの姿勢を忘れず、どうしたら患者さんが治療
に前向きになってくれるかを考え、患者さんと同じ方向を向く
ことを意識しています。

患者さんファーストの姿勢を貫き、
患者さんと同じ方向を向くことを
意識しています

［専修医］

Mihoko Ochi
大地 みほ子 日本医科大学付属病院　糖尿病・内分泌代謝内科 勤務　［2018年卒業］
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武蔵境キャンパス

日本医科大学
武蔵境キャンパス

武蔵境駅
JR中央線

西武多摩川線

至三鷹駅 →← 至東小金井駅

武蔵野
プレイス

スイング
ビル

セブンイレブン

ファミリーマート

ファミリーマート

交番

イトーヨーカドー

← 至新小金井駅

医療人へと成長するための、
出会いと体験がここにあります。

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。

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。

❶❷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。

❸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。

❹図書館
図書館にはパーテー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。

●❹ ●❻

●❶

●❺

●❸

●❷

閑静な武蔵野で
仲間との時間を楽しんでいます

武蔵境キャンパスE棟の
シ ン ボ ル は、1階 か ら
7階 まで の 吹 き 抜 けと
広々としたラウンジ。お
弁当を食べたり、 放 課
後 のおしゃべりで 盛り
上がったり、 課 題に取
り組んだり、 思い 思い
に過ごしています。屋上
に出て閑静な武蔵野の

住宅街を眺めるのは最高のリフレッシュ。多
様なバックグラウンドの仲間たちと濃密な時
間を楽しんでいます。

和田木 あかり
医学部医学科3年

武蔵境キャンパス周辺は、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。
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最先端機器に触れながら、
先進的な医学を身につけられる環境

千駄木キャンパス ❶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。

❷2F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。

❸中央図書館
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。また、無線LAN環境も整備しており、個人のノートPC、タブレッ
ト、スマートフォンを接続することもできます。30,000タイトル以上の
電子ブックや電子ジャーナルを提供しており、キャンパス内のみならず自
宅からでもVPN接続により利用できます。館内の閲覧席は、すべて一人
用のためストレスなく利用できます。

❹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。

❺SGL室
学生たちが少人数のグループで討論しながら学ぶSGL室では、思考力や
コミュニケーション力、積極性を養えます。SGL室は17あり、活発な討
論を行いやすいように大型電子黒板を設置。グループごとの学習成果が
共有できます。

東大前
駅

根津
駅

本駒込
駅

千駄木駅
東京メトロ千代田線

至駒込
駅 →

至西日暮里駅 →

← 至後楽園駅

東京メ
トロ南

北線

高度救命救急センター

大学院棟

日本医科大学
付属病院

みずほ銀行

橘桜会館教育棟

国際交流
センター

解剖棟
図書館

健診医療センター

根津神社東京大学

ファミリーマート

セブン
イレブン

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。
これからの医療をけん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。
アクセスのよ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。

●❷

●❹ ●❸

●❶ ●❺

学年を超えた
コミュニケーションの輪が広がります

専門性の高い学びが特
徴 的な千 駄 木キャンパ
ス。2カ所のラウンジで
は先 輩・ 後 輩のコミュ
ニケーションを深められ
ます。勉強していると声
をかけて教えてくれる先
輩も多く、困ったことが
あってもラウンジにいれ
ば 誰 かに助けてもらえ

ます。部活後などは、自販機でアイスクリー
ムや飲み物をおごってくれる先輩もいますよ。

内田 裕大
医学部医学科5年

●❸
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千葉北総キャンパス

❶総合運動場
野球、サッカー、ラグビー部の公式戦の開催、日々の練習場として利用
できる広大なグラウンドです。

❷テニスコート
硬式、軟式庭球部の公式戦の開催、日々の練習場として利用しています。
クレーコートが２面とオムニコート（人工芝）１面があります。

❸クラブハウス
千葉北総キャンパスで活動する部活動の拠点です。シャワー室やミーティ
ング室などの設備が充実しています。

❹日本医科大学大学院棟（法医学）
基礎医学、法医学分野で使用する最新の教育研究施設があります。

❻基礎医学大学院棟
最先端の医学研究を行う大学院校舎は、基礎・臨床の枠を超えた共同
研究利用施設が充実しています。大学院生のみならず、医学部学生や臨
床研修医も自由に出入りできる開放的な研究体制をとり、さらに将来の
発展を考慮し、弾力性と拡張性を重視した研究室を設置しています。

❼実習室1 〜 5
解剖学（分子解剖学）、解剖学（生体構造学）、生理学（システム生理
学）、生理学（生体統御学）、生化学・分子生物学（代謝・栄養学）、
生化学・分子生物学（分子遺伝学）、薬理学、病理学（解析人体病理学）、
病理学（統御機構・腫瘍学）、微生物・免疫学、衛生学・公衆衛生学、
法医学の実習を最先端の設備を使い学習しています。

●❼

●❼

●❻

●❶

●❸

●❸ ●❸

●❹

●❷

ほどよい広さのキャンパスで
専門領域の学びを深める

髙頭 美結
医学部医学科4年

武蔵境キャンパスで
培った基礎知識をも
とに 医 学 領 域 の 専
門知識を深めていく
場が千駄木キャンパ
スです。2年次の「解
剖 実 習 」 では 医 学
部にいることを強く
実感し、3年次の「薬
理 学 」 の 授 業 は 治

療法の理解へとつながっていきます。キャンパ
スが広すぎないので見知った顔が多く、先輩
との何気ない会話のなかから授業の情報が得
られるのも魅力です。
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医学教育センターは、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。センターは3つの
部門から構成されています。
「医学教育研究開発部門」は、医学教育学の研究と教育手法や教材の開発を行っており、学内教育、ICTを活用したe-Learningの実施、
環境整備および研究を実施しています。「医学教育支援部門」は、主に卒後教育を担当し、クリニカル・シミュレーション・ラボを管理・運
営しています。ラボにはさまざまなシミュレーターを用意し、技術修得の支援を行っています。「個別化教育推進部門」は、学修者個人のニー
ズに即して適切な学修指導や対策を支援しています。
近年の大学教育は、学能動的学修−アクティブラーニングへの転換や、卒業時に必要なアウトカムに向けての教育の実践が求められています。
医学教育センターでは、日々進化する医学教育に対して、さまざまな学修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。

医学教育センター

共同研究施設
臨床系研究室
次世代シーケンサーを含む各種分子生物学実験装置、病理組織標本作
製装置、細胞培養関連装置などが設置されています。また大型オートク
レーブを備えた洗浄滅菌設備を有し、多くの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、核酸やタンパク質といった分子の解析機器を備えて
います。具体的には、分離・精製用の超遠心機や超音波破砕機、タン
パク質、代謝物の解析用の質量分析器、検出に用いる吸光度測定機器
やイメージャー、核酸を増幅・定量するためのサーマルサイクラーのほか、
複数台の次世代シーケンサーを保有しています。また、標本作製のため
の器具や、顕微鏡もそろえています。

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。多様な細胞集団のなか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。

千葉北総病院研究室
2019年度から、組織改組により共同研究施設の一室になりました。当研
究室には核酸、蛋白、細胞培養、病理、P2、動物実験室から構成されて
おり、フローサイトメーター、リアルタイムPCR、動物実験、細胞培養、プレー
トリーダーによる実験、組み換えDNA実験、病理組織研究（クライオスタッ
ト、パラフィン）が可能です。共用のディープフリーザー、オートクレーブ、
蒸留水作成装置や設備も有し利用者の研究をサポートしています。

形態解析研究室
電子顕微鏡をはじめ、共焦点レーザー顕微鏡、レーザーマイクロダイセ
クション顕微鏡、バーチャルスライドシステムなどの形態解析機器が整備
されており、形態機能解析、バイオイメージング解析、分子生物学的解
析を提供することにより、学内のさまざまな医学研究・教育に貢献して
います。

実験動物管理室
現代医学の発展に必要な免疫不
全動物導入やinvivoイメージング
解析に対応した高度な飼育管理
環境を整備し、安全性や動物福
祉へのコンプライアンスに適合し
た施設として本学における教育・
研究を支援しています。

磁気共鳴分析室
医 学 研 究 者とNMR技 術の専 門 家が
一堂に会し、生物試料を対象とした
NMR技 術の研 究 開 発が 行われてい
ます。「NMRモード解析法（特許第
6281973号）」は、従来とはまった
く異なる発想に基づく分析手法であ
り、現在、血清や髄液の新しい検査
技術としての臨床研究が進められています。2019年度に導入されたFT-
NMR装置には、組織や細胞を非破壊的に測定できる「FGMAS」機能
も装備され、新しい病態評価法としての応用が期待されています。

STUDY ENVIRONMENT

付属病院
付属病院付属病院（特定機能病院）（特定機能病院）

〒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。

多摩永山病院多摩永山病院

〒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。

武蔵小杉病院武蔵小杉病院

〒211-8533 神奈川県川崎市中原区小杉町1-396
TEL. 044-733-5181（代）
https://www.nms.ac.jp/kosugi-h/

開設以来八十余年にわたり、地域の中核病院として地域医療に貢献。
2021年9月に最先端の設備を備えた総合病院としてリニューアル。臨
床実習の場としても最先端の医学を学ぶことができる大学病院です。

千葉北総病院千葉北総病院

〒270-1694 千葉県印西市鎌苅1715
TEL. 0476-99-1111（代）
https://www.nms.ac.jp/hokuso-h/

広大な敷地に28科を有する千葉県屈指の総合病院。豊かな自然
に包まれた快適な医療環境。救命救急分野ではドクターヘリが常
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。

日本医科大学
健診医療センター健診医療センター

〒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
呼吸ケアクリニック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
腎クリニック腎クリニック

〒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/

日本医科大学
ワクチン療法研究施設ワクチン療法研究施設

〒113-8706
東京都文京区千駄木1-1-15
TEL. 03-3822-2131（代）
https://www.nms.ac.jp/sh/vaccine

日本医科大学
先端医学研究所先端医学研究所

〒113-8603
東京都文京区千駄木1-1-5
TEL. 03-3822-2131（代）
https://www.nms.ac.jp/ig/

関 連 施 設関 連 施 設

日医大マリンハウス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

富士セミナーハウス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

牧心セミナーハウス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

厚 生 施 設厚 生 施 設

橘桜会館橘桜会館

〒113-0023
東京都文京区向丘2-20-7
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CAMPUS LIFE

クラブ・サークル／イベントスケジュール

時間の使い方を学びながら、
先輩、OBとの交流も楽しめます

ラグビー部では夏季休暇にバーベキューが行われます。まだチー
ムになじめていなかった1年次、これをきっかけに交流が生まれ
ました。どんな部活動も勉強との両立は簡単ではありませんが、
参加することで生まれる先輩やOBとの交流は大きな魅力で、進
路の相談なども気軽にできます。時間の上手な使い方も先輩に
教わりました。

CLUB  & CIRCLE

運動部会（25団体）

ヨット部
水泳部
スキー部
アーチェリー部
馬術部
アイスホッケー部
弓道部
硬式庭球部
相撲部
卓球部
バドミントン部
バレーボール部
ボート部
ラグビー部

陸上競技部
山岳部・ワンダーフォーゲル部
サッカー部
ゴルフ部
剣道部
柔道部
ハンドボール部
バスケットボール部
硬式野球部
軟式庭球部
ダンス部

文化部会（11団体）

軽音楽部
写真部
東南アジア医学研究会
室内楽部
地域医療研究会
ハルモニアオーケストラ
美術部
数理医学研究会
音楽部（Midnight Sounds Jazz Orchestra）
演劇部
Medical English Speaking Society（MESS）

EVENT SCHEDULE

10 October
●体育大会（医・獣）
●スチューデントドクター
  認定証授与式
●臨床実習
  オリエンテーション
●臨床実習開始

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（大学祭）

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）

1January
●第三学期授業開始

2 February
●医師国家試験
●第三学期末試験期間

3 March
●卒業式
●大学院学位記授与式
●医師国家試験合格発表

4 April
●入学式
●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
●創立記念日（15日）
●全学生定期健康診断
●全学校内体育大会

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

6 June
●臨床実習後OSCE

（Post Clinical Clerkship OSCE）

7 July
●第一学期末試験期間

8 August
●東日本医科学生
  総合体育大会
●夏季休業
●CBT
 （Computer Based Testing）

9 September
⃝臨床看護業務実習
●医学実地演習
●Pre-CC OSCE

日本医科大学での学生生活は、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クラブ・サークル活動によって充実したライフスタイルとなっています。
たとえば新入生オリエンテーションには本格的な授業が始まる前、これから6年間ともに学ぶ仲間たちとの出会いと
絆を深めるチャンスがあります。また学年対抗で実施される全学校内体育会にもぜひ参加してください。

STUDY ENVIRONMENT

土屋 雄太郎
医学部医学科4年

学友会長

平成30年撮影 平成29年撮影
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取り組み進む入学者選抜改革

Ⅰ．令和4年度入学者選抜実施要項（抜粋）　募集人員 １17名

学納金の大幅引き下げを実施

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。

学納金 学納金詳細
区  分

入 学 金

授 業 料

施 設 整 備 費

年 度 別 納 入 金

6 年 間 合 計

 入学年次納入金 2年次以降

 1,000,000円 －

 2,500,000円 2,500,000円

 1,000,000円 1,000,000円

 4,500,000円
 （従来より 3,500,000円
 950,000円引き下げ）

  22,000,000円
  （従来より5,700,000円引き下げ）

特待生枠を拡大
一般選抜成績上位者のうち入学した者について、初年度の
授業料（2,500,000円）が免除されます。令和元年度より、
特待生枠を約3倍に拡大し、43名としました。

 一般選抜区分 特待生枠

 前期試験  30名

 後期試験  10名

 後期試験「大学入学共通テスト（国語）併用」 3名

学納金詳細
 初年度 2年次以降 6年間合計

 1,000,000円 0円 1,000,000円

 免除 2,500,000円 12,500,000円

 1,000,000円 1,000,000円 6,000,000円

 2,000,000円 
3,500,000円

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

区 分

入 学 金

授 業 料

施 設 整 備 費

合  計

諸経費／入学手続時に次の諸経費が必要となります（6年間合計297,800円）。内訳 ： 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。

ADMISSION INFORMATION

・詳細は、7月下旬に「入学者選抜実施要項」をホームページに掲載予定です。必ずご確認ください。

１. 一般選抜（前期）、（地域枠）　88名　東京都地域枠を新設しました。
募 集 人 員 88名　内地域枠13名（千葉県4、埼玉県1、静岡県3、東京都5）

1 次 試 験 日 令和4年2月2日（水）

2 次 試 験 日 令和4年2月10日（木）、11日（金）／両日、小論文・面接
＊希望日を選択できますが、受験希望数により調整する場合があります。

試 験 会 場 1次試験：武蔵境校舎（東京都武蔵野市）ほか
2次試験：千駄木校舎（東京都文京区）

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

特 待 生 30名
＊特待生は、一般選抜の成績上位者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。

2. 一般選抜（後期）、（地域枠）　19名
募 集 人 員 19名　内地域枠5名（千葉県3、埼玉県1、静岡県１）

1 次 試 験 日 令和4年3月4日（金）

2 次 試 験 日 令和4年3月11日（金）／小論文・面接

試 験 会 場 1次試験：武蔵境校舎（東京都武蔵野市）
2次試験：千駄木校舎（東京都文京区）

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

特 待 生 10名
＊特待生は、一般選抜の成績上位者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。

3. 一般選抜後期「大学入学共通テスト（国語）併用」　10名
募 集 人 員 10名

1 次 試 験 日 令和4年3月4日（金）

2 次 試 験 日 令和4年3月11日（金）／小論文・面接

試 験 会 場
大学入学共通テスト：大学入試センター指定の試験会場　　
1次試験：武蔵境校舎（東京都武蔵野市）
2次試験：千駄木校舎（東京都文京区）

大学入学共通テスト
および

１次試験科目・配点

・大学入学共通テスト　国語（古文漢文含む）200点
・一般選抜（後期）
　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

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。

大学入学共通テスト試験日 令和4年1月15日（土）（国語試験日）

Ⅱ．学校推薦型選抜（指定校）　募集人員　６名
・ 学校推薦型選抜を新設しました。指定校の（早稲田大学高等学院、早稲田大学本庄高等学院、早稲田実業学校高等部）3校から
 6名募集します。
 選抜の詳細は、指定校に通知します。

入学者選抜について近年見直しを行い、平成29年度より一般入試を年2回（前期・後期）実施としました。また、令和元年度より
一般入試（後期）「大学入学共通テスト（国語）併用」を導入し3区分の入試となりました。さらに令和4年度よりは、東京都地域枠
と学校推薦型選抜を新設します。知識だけではなく、豊かな人間性を持った学生に医師・医学者への道を開きます。
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奨学金制度を充実

学生の就学および将来、医師なら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、学業そのほかにおい
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。

奨学金制度

1. 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

新入生
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

令和3年度実績

令和4年度新入生

11名（平均貸与額：年額約141万円）

在学生
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

令和3年度実績

在学生 2年次～ 6年次

24名（平均貸与額：年額約107万円）

2. 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

事 業 総 額

令和3年度実績

在学生 2年次～ 6年次

1,200万円

13名（平均貸与額：年間約92万円）

3. 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

事 業 総 額

令和3年度実績

在学生 2年次～ 6年次

約2,000万円

5名（平均融資額：236万円）

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。

入試データ

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付けています。1次試験（学科試験）の合格者を対
象に、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31年度より一般入試

（後期）「大学入学共通テスト（国語）併用」を導入し、令和4年度より学校推薦型選抜を導入。受験者に対する入試倍率は約30倍
で、入学者における女子の比率は約46％となっております。

日本医科大学入学者選抜の概況

志願者数・受験者数・入学者数
 区 分  平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度

  男子 1,434名 2,150名 2,493名 2,517名 2,509名 2,255名

 志願者数 女子 807名 1,239名 1,439名 1,679名 1,609名 1,627名

  合計 2,241名 3,389名 3,932名 4,196名 4,118名 3,882名

  男子 1,360名 1,960名 2,320名 2,344名 2,250名 2,038名

 受験者数 女子 772名 1,166名 1,352名 1,557名 1,470名 1,492名

  合計 2,132名 3,126名 3,672名 3,901名 3,720名 3,530名

  男子 74名 74名 64名 69名 80名 68名

 入学者数 女子 42名 44名 57名 52名 46名 58名

  合計 116名 118名 121名 121名 126名 126名

・ 平成29年度、30年度から一般入試（前期）、一般入試（後期）の合算。
・  平成31年度一般入試「後期・大学入試センター試験（国語）併用」を新設。一般入試（前期）、一般入試（後期）、一般入試（後期）「大学入試センター試験（国語）併用」

の合算。
・  令和2年度一般入試より各地域枠、AO入試を新設。一般入試（前期）、一般入試（後期）、一般入試（後期）「大学入試センター試験（国語）併用」、各地域枠入試、

AO入試の合算。
 令和3年度は、一般選抜（前期）、一般選抜（後期）、一般選抜（後期）「大学入学共通テスト（国語）併用」、各地域枠、総合型選抜の合算。

ADMISSION INFORMATION

東京都地域枠
 募集人員 5名（前期5）

 貸与額 総額2,200万円（6年間の学費全額）および生活費として月10万円

 申込資格※1 東京都の地域医療に貢献したいとの意思を有する者。願書出願時に東
京都内に住所を有する者、都内の高等学校、中等教育学校等を卒業ま
たは見込みの者およびその他の申込資格があります。

 返還免除要件※2 医師免許を取得後、キャリア形成プログラムに定めれらた、都内に所在
する本学の付属病院において初期研修を行うこと。奨学金貸与期間の
1.5倍の期間（9年）の1/2以上の期間（4年半以上）は、小児医療、
周産期医療、救急医療、へき地医療のいずれかの領域で指定された医
療期間において医師として従事すること等の免除条件があります。

※1、※2の詳細は「東京都地域医療医師奨学金のご案内」を確認してください。

埼玉県地域枠
 募集人員 2名（前期1、後期1）

 貸与額 総額1,440万円（月額20万円）

 申込資格※1 埼玉県の地域医療に貢献したいとの意思を有する者およびその他の申込
資格があります。

 返還免除要件※2 医師免許を取得後、キャリア形成プログラムに定められた期間内に修学
資金の1.5倍の期間（義務年限）所定の医療機関に勤務すること等の免
除条件があります。

※1、※2の詳細は「埼玉県医師育成奨学金ご案内」を確認してください。

千葉県地域枠
 募集人員 7名（前期4、後期3）

 貸与額 総額1,440万円（月額20万円）

 申込資格※1 千葉県の地域医療に貢献したいとの意思を有する者およびその他の申込
資格があります。

 返還免除要件※2 医師免許を取得後、キャリア形成プログラムに定められた期間内に修学
資金の1.5倍の期間（義務年限）所定の医療機関に勤務すること等の免
除条件があります。

※1、※2の詳細は「千葉県医師修学資金募集要項」を確認してください。

静岡県地域枠
 募集人員 4名（前期3、後期1）

 貸与額 総額1,440万円（月額20万円）

 申込資格※1 静岡県の地域医療に貢献したいとの意思を有する者およびその他の申込
資格があります。

 返還免除要件※2 医師免許を取得後、キャリア形成プログラムに定められた期間内に修学
資金の1.5倍の期間（義務年限）所定の医療機関に勤務すること等の免
除条件があります。

※1、※2の詳細は「静岡県医学修学研修資金要項」を確認してください。

入学者数

入学者数に
対する現役・浪人

全体
126名 男子

68名
（54％）

女子
58名
（46％）

現役
39％

1浪
40％

2浪
14％

3浪以上他
6％

※ 小数点第1位を四捨五入にて算出しているため、
比率の合計が100％にならない場合があります。

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。
地域枠の概要

＊ 貸与資格など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などにて、ご確認ください。

令和3年度入試結果　内訳
 区 分 一般（前期）  一般（後期）  一般（後・共国）  地域枠 総合型選抜

  男子 1,151名 637名 124名 343名 0名

 志願者数 女子 735名 449名 107名 335名 1名

  合計 1,886名 1086名 231名 678名 1名

  男子 1,045名 567名 105名 321名 0名

 受験者数 女子 670名 413名 100名 308名 1名

  合計 1,715名 980名 205名 629名 1名
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九州
一般（前期）、（地域枠） 62名
一般（後期）、（地域枠） 46名
一般（後共） 10名

中国
一般（前期）、（地域枠） 26名
一般（後期）、（地域枠） 13名
一般（後共） 5名

中部・北陸
一般（前期）、（地域枠） 135名
一般（後期）、（地域枠） 94名
一般（後共） 14名

近畿
一般（前期）、（地域枠） 68名
一般（後期）、（地域枠） 47名
一般（後共） 8名

その他
一般（前期）、（地域枠） 17名
一般（後期）、（地域枠） 12名
一般（後共） 2名

四国
一般（前期）、（地域枠） 21名
一般（後期）、（地域枠） 20名
一般（後共） 2名

沖縄
一般（前期）、（地域枠） 10名
一般（後期）、（地域枠） 3名
一般（後共） 0名

北海道
一般（前期）、（地域枠） 23名
一般（後期）、（地域枠） 11名
一般（後共） 5名

東北
一般（前期）、（地域枠） 37名
一般（後期）、（地域枠） 50名
一般（後共） 5名

関東
一般（前期）、（地域枠） 1,805名
一般（後期）、（地域枠） 1,150名
一般（後共） 180名
総合型 1名

一般選抜（前期） 、（地域枠）                                                  2,204名
一般選抜 （後期） 、（地域枠）                                                  1,446名
一般選抜（後期） 「大学入学共通テスト（国語）併用」                      231名
総合型選抜 1名
合計 3,882名

九　州

福岡県 51名
佐賀県 9名
長崎県 16名
熊本県 13名
大分県 13名
宮崎県 13名
鹿児島県 19名

中　国

鳥取県 5名
岡山県 34名
島根県 4名
広島県 73名
山口県 39名

沖　縄

沖縄県　 32名

北海道

北海道 61名

東　北

青森南部 5名
青森津軽 8名
岩手県 15名
秋田県 20名
宮城県 29名
山形県 42名
福島県 61名

中部・北陸

新潟県 43名
長野県 62名
岐阜県 35名
静岡県 124名
愛知県 154名
三重県 30名
富山県 16名
石川県 26名
福井県 8名

関　東

茨城県 126名
栃木県 81名
群馬県 67名
千葉県 276名
埼玉県 381名
川崎 126名
湘南・東 49名
湘南・西 70名
相模 75名
横浜 230名
神奈川・県央 19名
山梨県 32名
基礎教室 31名
付属病院 1,019名
千葉北総 165名
武蔵小杉 201名
多摩永山 104名

東京
 千代田 62名
 中央 47名
 港 81名
 文京 154名
 下谷 21名
 浅草 8名
 墨田 47名
 江東 39名
 荒川 44名
 足立 71名
 葛飾 56名
 江戸川 51名
 新宿 136名
 目黒 53名
 世田谷 107名

 渋谷 66名
 中野 38名
 杉並 70名
 品川 53名
 蒲田 13名
 大森 15名
 田園調布 36名
 北 68名
 豊島 75名
 板橋 50名
 練馬 58名
 多摩 59名
 北多摩 204名
 町田 36名
 西多摩 29名

日本全国はもとより、世界各国の医療に貢献しています。

日本全国

支部 ： 87カ所
会員数： 約6,200名

近　畿

滋賀県 10名
京都府 29名
奈良県 14名
大阪府 77名
和歌山県 15名
兵庫県 48名

四　国

香川県 13名
徳島県 14名
愛媛県 23名
高知県 17名

日本医科大学同窓会

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6,200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。

日本全国で活躍する日医大卒業生

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。

令和3年度 地域別志願者数

静岡県 韮山
 静岡
 島田
 榛原
 浜松北
 加藤学園暁秀
 静岡聖光学院
愛知県 旭丘
 刈谷
 岡崎
 向陽
 愛知
 中京大学附属中京
 東海
 滝
 海陽
三重県 暁
京都府 洛南
大阪府 高槻
 八洲学園
兵庫県 甲南女子
 灘
 甲陽学院
奈良県 帝塚山
 西大和学園
岡山県 岡山白陵
広島県 広島学院
 広島なぎさ
愛媛県 今治西
 愛光
 済美平成
福岡県 小倉
 福岡大学附属大濠
 西南学院
 久留米大学附設
長崎県 青雲
鹿児島県 樟南
 ラ・サール
沖縄県 八重山
 Ｎ

その他 高校卒業程度認定試験
 外国の学校など
 在外教育施設

北海道 札幌西
 札幌北
 函館ラ・サール
 北嶺
青森県 八戸工業高専
岩手県 盛岡第一
宮城県 仙台第一
 仙台第二
秋田県 秋田
 横手
福島県 福島（県立）
 安積
茨城県 江戸川学園取手
 茗溪学園
 常総学院
 水戸葵陵
 つくば開成
栃木県 栃木
 佐野日本大学
群馬県 前橋（県立）
 高崎
 高崎女子
 桐生
 中央
埼玉県 浦和（県立）
 川越（県立）
 浦和第一女子
 和光国際
 慶應義塾志木
 立教新座
 本庄東
 浦和明の星女子
 栄東
 秀明
 西武学園文理
 早稲田大学本庄高等学院
 開智
 川越東
 開智未来
千葉県 千葉（県立）
 千葉東
 船橋（県立）
 薬園台
 東葛飾
 佐倉

 佐原
 匝瑳
 長生
 幕張総合
 千葉敬愛
 市川
 国府台女子学院高等部
 東邦大学付属東邦
 日本大学習志野
 渋谷教育学園幕張
 昭和学院秀英
東京都 東京工業大学附属科学技術
 筑波大学附属
 お茶の水女子大学附属
 筑波大学附属駒場
 東京学芸大学附属
 青山
 大泉
 国立
 駒場
 戸山
 西
 日比谷
 富士
 両国
 小石川
 桜修館
 立川国際
 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
 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
 東京女学館
 晃華学園
 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
 開成
 修徳
 攻玉社
 香蘭女学校高等科
 朋優学院
 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
 東京農業大学第一
 東京都市大学付属
 目黒星美学園
 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
 日本大学第二
 巣鴨
 豊島岡女子学園
 豊島学院
 本郷
 城北（私立）
 富士見
 武蔵（私立）
 帝京大学
 錦城
 桐朋
 吉祥女子

 成蹊
 国際基督教大学
 穎明館
 多摩大学附属聖ケ丘
 立教池袋
神奈川県 横浜翠嵐
 平塚江南
 湘南
 小田原
 厚木
 フェリス女学院
 横浜雙葉
 横浜共立学園
 聖光学院
 関東学院
 浅野
 聖ヨゼフ学園
 慶應義塾
 桐蔭学園
 山手学院
 サレジオ学院
 洗足学園
 平塚学園
 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
 桐蔭学園
新潟県 新潟
 長岡
 国際情報
 新潟第一
富山県 富山中部
 高岡
福井県 藤島
山梨県 駿台甲府
長野県 上田
 松本深志
 佐久長聖
 さくら国際
岐阜県 可児

過去6年間の入学者出身高等学校一覧

ADMISSION INFORMATION
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