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なるのが、医療系総合大学の特性を生か
した、医学科・歯学科の学生が共通して
学ぶべき科目を合同で行う医歯学融合教
育と、6年一貫型の教養教育です。
　国立大学で唯一設置している教養部
では、サイエンスPBL（課題解決型授業）
の拡大や、英語で講義する科目を増やす
「人文社会科学系・語学系のカリキュラ
ム改革」、少人数教育やアクティブラーニ
ングの導入などを推進しています。こうし
て「世界へ飛翔する知と癒しの匠」をミッ
ションに、「世界に冠たる医療系総合大学
への飛躍」を目指して、21世紀の高度な
最先端医療をリードする国際性と指導力
を備えた人材の育成に努めています。
　吉澤靖之学長は「東京医科歯科大学
は、“幅広い教養と豊かな感性を備えた人
間性の涵養を目指す”“自己問題提起、自
己問題解決型の創造力豊かな人材を養
成する”“国際感覚と国際競争力に優れる
人材を養成する”という3つを教育理念と
して掲げています。医療人に求められる
倫理観と人を思いやる心を育む教育を推
進しています。また、入試改革では東京外
国語大学との文理融合問題の共同作成、
面接官の相互派遣実施を進めたいと考え
ています」と話します。

　東京医科歯科大学は、新たな概念の
「統合先制医歯保健学」の研究を推進す
るとともに、国内外で活躍できるグローバ
ル人材を育成するために2018年4月から
大学院の改組を実施します。
　修士課程では、医歯理工学専攻と生体
検査科学専攻を統合した医歯理工保健
学専攻を設置。医療を取り巻く環境が今
までにないスピードで変化する中、10年
後、20年後を予測して対応できる研究者
を養成します。このうち、医歯理工保健学
専攻には、「グローバルヘルスリーダー養
成コース」と「先制医療学コース」を新設
します。グローバルヘルスリーダー養成
コースは、感染症や精神疾患、生活習慣
病、がん、認知症、低出生体重など地球規
模の保健医療の課題解決のため、グロー
バルな視点に立って予防戦略を立案でき
る人材を養成します。
　一方、超高齢化社会でますます重要と
なる先制医療は疾患の「入口」に入らせな
い門番役としての役割を果たすもので、
個人の遺伝的背景を基にした一次予防を

2018年度に大学院改組
AIに精通した国際人を育成

　東京医科歯科大学は、今年3月にタイ
ムズ・ハイアー・エデュケーション（THE）
が公表した「世界最高の小規模大学を選
出するランキング」で日本第1位、世界第
17位の大学に選ばれたのをはじめ、同年
3月に英国の世界大学評価機関クアクア
レリ・シモンズ（QS）が発表した分野別
QS世界大学ランキングでは、歯学分野に
おいて日本第1位、世界第3位、医学分野
でも日本第4位に輝きました。
　このように、その研究力・教育力は世界
的に高い評価を得ています。そのベースと

担っています。先制医療学コースでは医
療ビッグデータの取扱い方法を学び、的
確な分析・解析ができる人材を育てます。
　「バイオインフォマティクスなど各種の
医療系情報を総合的に扱う研究分野を
設置し、AI（人工知能）やロボティクスな
どを取り扱える医療人を育て、研究を推
進します」と吉澤学長は語ります。

　東京医科歯科大学では、「TMDU 型
グローバルヘルス推進人材育成構想：地
球規模での健康レベル向上への挑戦」が
文部科学省「スーパーグローバル大学創
成支援」タイプA（トップ型）に採択されま
した。日本が保健医療分野で培った経験
や実績を活かして、世界の健康レベルの
向上に尽くす人材を育成しようというもの
で、学部・大学院でさまざまなプロジェク
トを推進しています。
　国際的な舞台での活躍を志す学生
のための語学教育も充実しており、リー
ダー養成のための英語選抜プログラム
「Hea l t h  S c i e n c e s  L e a d e r s h i p 
Program（HSLP）（2）」をはじめ、短期集
中特訓コースの「Academic Engl i sh 
Course」や、研究留学を予定している学
生を対象にした完全英語履修のプログラ
ム「ASSERT Course」など、多彩なプロ
グラムが用意されています。
　海外の医療人材育成にも力を入れて
おり、2015年チリ大学およびタイのチュ
ラロンコーン大学との間でのジョイント・
ディグリープログラムを締結しました。海
外の大学と共同で大学院教育を行い、
連名で学位を授与するジョイント・ディグ

地球規模の医療人材養成へ
多彩なプログラムの実施

リープログラムは日本で初めて東京医科
歯科大学が認められたものです。
　また、現在ガーナ、チリ、タイの3つの海
外教育研究拠点では、東京医科歯科大学
から派遣された常駐研究者が研究に取り
組んでいるのをはじめ、学生が現地で研
究実習をしています。このほか、ハーバー
ド大学臨床実習や、オーストラリア国立
大学との交換留学プロジェクトなど多彩
な国際交流を実施しています。

　東京医科歯科大学は、リサーチユニ
バーシティとして数多くの世界最先端の
研究を行っています。また、他の研究機関
との連携も一層強化し、「未来がん医療プ
ロフェッショナル養成プラン（3）」などを積
極的に推進しています。
　2017年にはこれらの研究の原動力と
なる「統合研究機構（4）」を設置しました。
また、情報システムの一元管理やIRの促
進などを行う「統合情報機構」と「統合診
療機構」も立ち上げました。統合診療機構
は、医学部附属病院と歯学部附属病院の
一元的な運用を行うことで、両病院の連
携をさらに強化、病院運営の高度化効率
化を図ります。こうして、「統合教育機構」
「統合国際機構」と連携し、教育・研究・
臨床医学を国内外へ展開します。
　吉澤学長は、受験生に「“積極思考で全
力を尽くす”“己を知れば邪心なし（5）”が
私のモットーですが、この2つを心に置き
常にチャレンジしてほしい。失敗を恐れて
はいけません。長いスパンで物事を考え
て、未来の医療人を目指してください」と
エールを送っています。

「統合研究センター」 設置で
世界最先端の研究を推進
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超高齢社会を見据えて
全人的・先制的医療を実践。
人々の幸福のために
患者さんと共に歩む
グローバル医療人目指す

NOTES

吉澤靖之学長
（よしざわ・やすゆき）

　東京医科歯科大学は、国立大学で唯一の医療系総合大学として「知と
癒しの匠を創造し、人々の幸福に貢献する」ことを基本理念に、世界に
冠たる医療系総合大学を目指して着々と改革を進めています。世界的に
高い評価を得ている教育・研究の核となるのが、「医歯学融合教育（1）」と、
国立大学では唯一「教養部」を有するという特色を生かした6年一貫の
教養教育です。
　また、リサーチユニバーシティとして数多くの世界最先端の研究を実
践しており、2017年にはこれらの研究の核となる「統合研究機構」を
設置するとともに「統合情報機構」「統合診療機構」を立ち上げました。
さらに、2018年4月には大学院の改組を実施する計画で、データサイエ
ンスの手法を身につけたグローバル医療人の養成を進めます。

世界に冠たる医療系総合大学に向け
「知と癒しの匠」を創造し
人類の健康と福祉に貢献する医療人を育成

東京医科歯科大学
医学科・歯学科

〒113－8510  東京都文京区湯島1－5－45　統合教育機構入試課  TEL 03－5803－5084　http://www.tmd.ac.jp/

高い教育力を支える
医歯学融合教育と教養教育

⑴ 医歯学融合教育
　2～4年次に「英語、臨床統計、倫理」を学
ぶほか「頭頸部ブロック」学習では両学科に
共通の教育や、患者さん参加の学習、症例
基盤型学習などを行う。「老年医学ブロック」
学習では高齢者に特徴的な病態について学
び、最終学年では2学部4学科の学生がチー
ム医療を学ぶための「包括医療学習」が予定
されている。

⑵ Health Sciences
 Leadership Program
   （HSLP）
　医学の発展と世界規模での健康レベル向
上のために世界を舞台に活躍することを志
す学生を対象とした、完全英語履修の複数
年にわたるリーダー養成選抜プログラム。
生命科学研究・国際保健／医療政策・医療産
業分野において世界を牽引するリーダーの
育成を目的とする、学士課程グローバル人
材育成の旗艦的取り組み。

⑶ 未来がん医療プロフェッショナル養成プラン
　少子・超高齢社会やがん診療における多
様なニーズに対応する人材育成のシステム
を構築し、継続的な教育を行うことを目的と
する。東京医科歯科大学と秋田大学、弘前大
学、慶應義塾大学など8大学が連携して、「ゲ
ノム医療従事者」「希少がん及び小児がんに
対応できる医療人材」「ライフステージに応
じたがん対策を推進する人材」を養成するこ
とを目指す。

⑷ 統合研究機構
　研究戦略の策定、先端研究の推進、学内
の研究資源の集約や知的財産の創出支援、
そして産学連携の推進を目的とする。「イノ
ベーション推進本部」「研究力強化イニシア
ティブ」「研究基盤クラスター」「先端医歯工
学創成研究部門」の4つの柱の下に、産学連
携研究センター、リサーチコアセンター、再
生医療研究センターなど9つのセンターを
置いている。

⑸ 己を知れば邪心なし
　自分自身の存在を過大評価することによ
り、自分が現在置かれている立場は自分の
能力にふさわしくないなどの不満を感じる
ことがある。それとは反対に、自分が立場に
ふさわしい能力がなく、自己防衛や正当化
を図るために、他人を責めたり陥れたりする
こともある。他人が評価すべきなのに自己
評価を優先するとこうした邪心を抱くことに
なるが、それを避けるためには自己アイデン
ティティ、すなわち、何のために自分が存在
するのかをはじめ、自分の置かれている状態
を正しく理解すべきである、の意。

疾患バイオリソースセンター 生体材料工学研究所

医学部・歯学部
難治疾患研究所
実験動物センター

脈拍、心電図、
血糖値、動脈血酸素飽和度

医歯学専攻・難治疾患研究所での数理解析
データマイニング・システム的理解
機械学習、確率論的モデルシミュレーション

既存の各専攻の教育研究体制を見直した
新たな「大学院医歯学総合研究科」を平成30年度に設置

異常値の検出
通知システム

健診・臨床情報
（電子カルテ）

疾患モデル動物の作成

疾患モデル動物の解析

ゲノム解析
遺伝子発現解析

長寿・健康人生
推進センター

疾患発症に関連する要因・相互作用の解明
予測手法による健康管理アルゴリズム

遺伝子変異と疾患の
因果関係の実証

喫煙、飲酒、食習慣
運動など
血液データ等

経時的遺伝子発現情報
ゲノム情報

大学附属病院

来院患者さんたち

健診受診者
（研究協力者）の
長期間フォローアップ

運動
　食事
　　飲酒
　　　喫煙
　　　　センサ値

生活習慣モニタリング

異常事態の即時検出

健康管理　　
アルゴリズム

統合先制医歯保健学の概要


