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吉「文明教育論」）。変化の激しい時代の
転換期には知識を習得するだけではなく、
予想外の事態を乗り切る突破力を備えた
人材が必要です。21世紀における独立自
尊の人材とは、未知の課題に遭遇した時
に問題の本質を見極める洞察力、解決法
を発見できる創造力、さらに異文化を理
解し、自国の歴史や伝統を正確に語り、
違いを乗り越えるコミュニケーション能力
と、民族や宗教を超える普遍的な倫理観
を備えた人材です。
　このような能力を身につけるためには
多様な学びが必要です。慶應義塾には、

それぞれの学部が設置する
専門教育科目、外国語科目
などに加えて、学部を超えて
履修が可能な総合教育科
目や自由科目、研究所・セン
ターが設置する講座、課外
学習プログラムが用意され
ています。また、国際化の進
展を見据えて、海外の協定
校との交換留学プログラム、
二つの大学から学位を取得
できるダブルディグリー・プ
ログラム、外国語で履修可

能なコースなどが多数設置されています。
さらに、国内からも多様な人材が集まる
開かれた大学をめざして、地方出身者を
対象とする『学問のすゝめ奨学金』を創設
し、宿舎の整備も進めています。
　「世の中にて最も大切なるものは人と人
との交わり付き合いなり。これ即ち一つの
学問なり」（福澤諭吉「豊前豊後道普請の
説」）。課外活動が盛んなことも慶應義塾
の特色です。公認団体だけでも文化・芸
術、スポーツなどさまざまな分野にわたる
約500の団体があり、その中には共済部、
Student Counselorsや学生健康保健
委員会など塾生自身が塾生の福利厚生の
増進を目的として活動している福利厚生
団体もあります。教室外での課外学習は
先輩や卒業生との交流の中で社会的な経
験を積み、新しい人間関係を作り上げる
能力を養う上で大切な機会です。
　また、慶應義塾には、在学生である「塾
生」と卒業生である「塾員」、そして教職員
が一体となって「義塾社中」を構成し、互
いに助け合いながら、慶應義塾の社会的
使命の達成に努力する「社中協力」という
伝統があります。現在、塾員同士の交流・
親睦の場である「三田会」は国内では800

多様な学びを提供し、
変革期に求められる
独立自尊の人材を育む

　慶應義塾の教育目標は、広く浅く知識
を習得することではなく、正課と課外、教
養と専門のバランスのとれた教育によっ
て、社会のさまざまな分野で活躍できる
総合力を備えた人材を育成することです。
　「学校は人にものを教えるところにあら
ず。ただその天資の発達を妨げずして、よ
くこれを発育するための具なり」（福澤諭

を超え、海外にも70あって、世界を結ぶ
ネットワークを活かして、地域貢献や、奨
学金創設などによる後輩学生のサポート
などさまざまな活動を行っています。卒業
生同士の絆の強さ、母校に対する強い思
いは慶應義塾の大きな特色です。

一般入試前予約型
「学問のすゝめ奨学金」
地域に偏りなく経済支援を行う

　2012年度入試より、一般入学試験前
予約型給付奨学金制度（「学問のすゝめ
奨学金」）を導入しています。
　これは、慶應義塾大学の学部第1学年
に入学を強く志望する日本国内（東京都・
神奈川県・埼玉県・千葉県以外）の高等
学校等出身者で、人物および学業成績が
優秀であるにもかかわらず、経済的理由
により本学への入学に困難を来たしてい
る受験生に対し、経済支援を行うというも
のです。
　一般入学試験前に申請を受け付け、候
補者を決定。その後、一般入学試験に合
格し、入学後に所定の手続きを行うこと
で、奨学生として採用されます。奨学金額
は60万円／年（ただし医学部は90万円
／年、薬学部薬学科は80万円／年）で、
審査により2年目以降も継続受給が可能

です。また、道・府・県をブロック単位に分
け、それぞれの地域ブロックで給付人数
を設定し、地域の偏りを排除することが本
奨学金の特徴となっています。
　このほか、法学部においても2012年度
入試からFIT入試（A方式）に加え、新たに
「地域ブロック枠」という考え方を取り入
れたB方式を実施。募集人員最大160名
を選抜する入試制度を導入しています。

国際学生寮を大幅に拡充

　慶應義塾大学は、本年3月オープンの
日吉国際学生寮（横浜市港北区）に続き、
2018年3月に元住吉国際学生寮（仮称）
（川崎市中原区）を、留学生と日本人学
生が共に暮らす混住型の国際学生寮と
して開設します。同時期の開設がすでに
決定している綱島SST国際学生寮（仮称）
（横浜市港北区）とあわせて、20 1 8年
3月には2つの国際学生寮を新設するこ
とになります。これにより、慶應義塾大学
の学生寮は計10件、総収容可能人数は
1524名となる予定です。
　今後も、国内外からの優秀な学生を受
け入れ、さらなるグローバル化を推進すべ
く、国際学生寮を計画的に整備、拡充して
いく予定です。
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伝統を守り進化を続ける慶應義塾。
自由な気風の中、多様な学生が
多様な学びを体験することで、
世界で活躍できる独立自尊の
人材が育つ。

NOTES

三田キャンパス・南校舎

長谷山彰塾長
（はせやま・あきら）

　慶應義塾は、1858（安政5）年に福澤諭吉によって創立された小さな
私塾を出発点とし、民間有志の協力によって経営される義塾の伝統を守
りながら、現在では、10学部、14研究科、そして研究所・研究センター、
一貫教育校、病院を擁する大きな総合大学に発展しています。
　創立以来、学問を修め、生業をもち、世の中の流行に惑わされず、主
体的に社会の進むべき方向を考える独立自尊の人材を社会のあらゆる分
野に送り出してきました。変化の激しい現代においても、世界で活躍で
きる独立自尊の人材を育成するため、慶應義塾では多様な学びを提供し
ています。慶應義塾の自由な雰囲気の中で、多様な学びを経験し、多様
な個性をもった人材を輩出することをめざしています。

世界標準に適合しつつ
個性を高く評価される
大学をめざす

慶應義塾大学
改 革 力

〒108－8345  東京都港区三田2－15－45　入学センター  TEL 03－5427－1566　https://www.keio.ac.jp/

⑴ 実学
　福澤は、「実学」に「サイヤンス」とフリガ
ナをふった。つまり「実学」とは、単なる実用
の学ではなく「科学」のこと。問題を発見し、
仮説を立てて検証し、結論を導いていくと
いう、“自ら学び自ら考える”プロセスに通じ
る「実証科学」のことを意味している。まだ
誰も答えを見つけていないテーマを設定し、
“自ら学び自ら考える”力を養うことは、慶
應義塾における学びの柱である。

⑵ 独立自尊
　何者にも屈せず、誰にもおごらず、慣習や
常識などにとらわれず、自分の良識と信念に
基づいて考え行動する。同時に、他人もまた
独立した個人として尊重する。福澤は、その
ような 「独立自尊」の人を育むことを学問の
狙いとした。それは彼が、“一身独立して一
国独立す”と「学問のすゝ め」に記したように、
人をつくれば自ずと国も成熟していく、とい
う考え方に通じている。

⑶ 留学
　国際性を志向する基本姿勢は創立以来の
伝統である。派遣交換留学の申請が認めら
れると、在籍期間が最長1年間、取得単位は
学部生の場合、最大30単位（経済学部、総合
政策学部、環境情報学部および看護医療学
部は60単位）まで卒業要件として認められ
ることがあり、トータル4年間で卒業するこ
とも可能。教育と研究の両面で活発な交流
が行われている派遣交換留学制度協定校・
機関は、2016年5月現在、アメリカ、ドイツ、
中国など26カ国・地域、120校に上る。派遣
交換留学以外にも、学部・研究科独自の留学
研修協定校への留学や、夏季・春季休校を利
用した海外での短期研修制度などがある。

　南校舎は地下1階・地上7階建ての鉄筋コンクリート造で、200人収容できる大教室2室を含めた全45教
室と、1階には学生ラウンジ、PCラウンジ、4階には学生食堂、7階にはグループ学習室や見晴らしのよいテ
ラスなどが備えられています。また、学生部事務室や塾員・教職員向けのラウンジ、さらには680名収容可
能な南校舎ホールも設置されています。
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　慶應義塾大学は「『実学（サイエンス）』
によって地球社会の持続性を高める」（1）

という構想により、2014年度の文部科学
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。「世
界の“学界”をリードし、国内外から優秀
な学生、研究者が集まる学塾」をビジョン
に掲げ、創立者・福澤諭吉の実学の精神
に基づく教育・研究を推進し、もって広く
世界に貢献することを目指しています。
　その具現化のひとつとして設立された
のがGICセンターです。これからの若者
は一方で少子高齢化や生活・経済・地政
学的なリスクと対峙し、他方で新たな価値
を創造していかなくてはなりません。現代
の大学には、こうした課題を複合的な知識

と方法論により解決し、同時に日本の歴史
や文化、また先端科学技術の成果を積極
的に発信できる人材を育成することが求
められています。そして、この人材育成の
プロセスは組織的かつ効果的に行う必要
があります。
　鈴村直樹常任理事は、「GICセンターは
国際的・学際的な人材の育成拠点となる
ことはもちろん、キャンパス相互の連携強
化を図ることで、塾内に散在する“知”を集
約し、それにより基礎教育と専門教育、学
部と学部、あるいは大学と高校の間をつな
ぐプラットフォームとなることをめざしてい
ます」と、設立の趣旨を語ります。

　GICセンターは昨春、国際的・学際的な諸
問題を英語（または、その他の外国語）で学
ぶプログラム「Global Interdisciplinary 
Courses（GIC）」をスタートさせました。
開講科目には基礎的な「コア科目」と専門
的な「リサーチ科目」があり、このうちコア科
目は全学部の学生を対象としています。誰
でも自由に履修することができるうえ、英語
のレベルに応じたセレクションもありませ
ん。所属学部や英語力とは無関係に、意欲
ある学生が好きなだけ学べる制度です。4
年生からでも履修可能で、事前登録は不
要です。4月の履修申告時にGICウェブサ

イトや履修案内に従って履修登録します。
　GIC科目には、GICセンターが独自に
設置する科目（GICセンター設置科目）
と、各学部や他のセンターが設置する科目
（GIC認定科目）があります。2017年度、
前者は年間約80コマ、後者は約400コマ
が開講され、延べ人数にして約8300名
の学生がGIC科目を履修しています。
　科目の一部では遠隔授業を導入し、湘
南藤沢キャンパス（SFC）の学生は物理的
な移動をせずに日吉キャンパスで行われ
るGIC授業を受講することができます。さ
らに、今後は日吉キャンパス・SFCおよび
他大学の3地点を結んだ遠隔授業を実施
する計画で、将来的には授業を撮影・編集
し、インターネットを通して学生に提供す
る試みや、経済学部のPEARL（2）、総合政
策学部・環境情報学部のGIGA（2）、あるい
は専門課程の英語プログラムである経済
学 部の P r o f e s s i o n a l  C a r e e r 
Programme（PCP）（3）や商学部のGlobal 
Passport Program（GPP）（3）との連携
も視野に入れています。
　鈴村常任理事は、「現在、世界には解決
すべき難問が山積しており、科学技術や
医療の分野では常に最先端の成果を出す
ことが求められています。これからの若い
世代は、専門の殻に閉じこもることなく、
複合的な知識に裏打ちされた広い視野で
物事を研究し、自らが得た結論を積極的
に世界へ発信していかなければなりませ

ん。GICはそれを実践するための効果的
な学習プログラムです」と説明しています。

　GIC科目はコア科目とリサーチ科目の2
つに分かれます。
　コア科目はいわゆる教養教育に相当す
る基礎的な科目です。GICセンターが設
置するコア科目には、「科学と環境」「現代
ビジネス論」「アカデミック・リテラシー」
「社会心理学」「言語学」「女性学」「音楽」
「生命の科学」などがあります。例えば、ア
カデミック・リテラシーは個別のテーマを
英語で掘り下げる授業で、ジェンダー・演
劇・国際紛争・人権・ゲノムなど、担当教員
が選択した題材をもとにディスカッション
やプレゼンテーションが行われます。現代
ビジネス論はビジネスの第一線で活躍す
る講師陣がその経験やノウハウを学生に
伝え、彼らの社会科学的な好奇心を刺激
することを目指したもので、M&A・ベン
チャービジネス・外資系企業・シェールガ
スなどのテーマを扱います。さらに、音楽で
は経験豊富な音楽家やジャズミュージシャ
ンが少人数クラスを丁寧に指導します。
　コア科目の定員は、アカデミック・リテラ
シーや音楽などで15～25名、講義科目
で50～100名程度です。さらに、通常の
講義形式のほか、オムニバス授業やひと
つのクラスを複数の教員で担当する授業
を設けるなど、教育効果を考えたさまざま
な工夫が凝らされています。

　一方、リサーチ科目はいわゆる専門レベ
ルで、各学部・研究所・センターが英語（ま
たは、それ以外の外国語）で開設する科目
です。三田キャンパスでは、文学部の「現
代ドイツ研究」「演劇・メディア研究」、経
済学部の「ECONOMIC HISTORY」
「国際経済論」、法学部の「社会調査論」
「近代政治思想史」、商学部の「Japanese 
Corporation in the Global Economy」
「Marketing Data Analysis」、国際セ
ンターの「仏教と現代アジアの社会変化」
「人の国際移動と日本社会」、総合政策学
部と環境情報学部の「歴史と文明」「医食
農同源社会の実現」、看護医療学部の「看
護医療の英語」、薬学部の「薬学研究のた
めのコミュニケーションスキル」「科学と社
会」など多彩な科目が開講されています。
　このコア科目とリサーチ科目を合わせ
て40単位以上取得すると、GIC修了認定
証が発行されます。40単位のうちコア科
目とリサーチ科目の取得割合は自由です。
また、発行された認定証は自らの学習記
録とするほか、就職活動などにも活用する
ことができます。
　鈴村常任理事は、「世界に広く関心を持
ち、人との積極的な交際を奨励した福澤
先生はその著『学問のすゝめ』（4）の中で、
“人にして人を毛嫌いすることなかれ”と
述べています。私たちは“人にして言語を
毛嫌いすることなかれ”をモットーにGIC
を推進していきます。“Take  the  GIC 
Cha l l enge ! ”の旗印のもと、GICセン
ターは意欲あるみなさんの挑戦をお待ち
しています」と結んでくれました。
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教 育 力

国際的・学際的人材の
育成を目指すGICセンター

鈴村直樹常任理事
（すずむら・なおき）

　2014年度、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）への採択を機に、慶應義塾大学GICセンター（Center for 
Global Interdisciplinary Courses）が設立されました。これは国際的
かつ学際的な人材の育成を目的に、英語（または、その他の外国語）で学
習可能な科目を提供する組織です。開講科目には基礎的な「コア科目」と
専門的な「リサーチ科目」があり、人文・社会・自然科学のそれぞれから
多彩な内容の授業が用意されています。とりわけ、コア科目はすべての学
部生に開かれており、専攻や所属学部、また言語的なバックグラウンドが
異なる学生が同じ教室で切磋琢磨する、まさに学際的（Interdisciplinary）
な学びの場となっています。

Take the GIC Challenge！を旗印に、
世界の諸問題解決に挑む学生を育む
「GICプログラム」

慶應義塾大学
GIC／GICカリキュラム

GICとは？
GICの目指すもの

国際的かつ学際的な人材育成の拠点

Philosophy and Mission

What is the GIC?

GICコア科目

❶ GICコア科目とは？ What are the Core Courses?

The Core Courses for GIC
GICリサーチ科目

The Research Courses for GIC

40単位以上取得でGIC修了を認定
More than 40 credits required for

GIC certification

GICカリキュラム GIC Curriculum

GICは国際的かつ学際的な学びを通して、自らが得た知識や成果を積極的に世界へ発信できる人材の育成を目指します。同時に、
共有可能なカリキュラムを設計し、キャンパス相互の連携強化を図ることで、塾内に散在する「知」を集約します。それにより基礎教
育と専門教育、学部と学部、あるいは大学と高校の間をつなぐプラットフォームとなります。

基礎的な科目です。おもに日吉キャンパスとSFCで開講されます。定員は50～100名程度で、通常の講義形式のほか、オムニバス
形式や複数の教員が同時にクラスを担当する形式など、バラエティーに富んだ科目が設置されています。さらに、英語力そのもの
を強化するアカデミック・リテラシー（定員25名）や音楽実技の授業もあります。

＋ ＝
※コア科目とリサーチ科目の取得割合は自由です。

❷ GICリサーチ科目とは？ What are the Research Courses?
いわゆる専門レベルで、各学部・研究所・センターが英語（またはそれ以外の外国語）で開設している科目です。

政治・経済・社会から
医療・環境・自然科学まで
重要課題に複合的知識で
取り組み、解決して
世界へ発信する。

NOTES

⑴  「『実学（サイエンス）』によって
 地球社会の持続性を高める」
　「スーパーグローバル大学創成支援」タイ
プＡ（トップ型）に採択されたプログラム。先
進国の中で日本が最も早く直面しており、近
い将来世界的にも直面するであろう「超成
熟社会の持続的発展」という課題を今後10
年間の学部・研究科横断的重点課題分野と
して定め、全学の知を結集させ、世界的に発
信する。具体的には理工学、生命科学、医学
等の自然科学の分野と、社会・人文科学系の
分野における国際的に競争力ある慶應義塾
の研究教育プログラムを「長寿（Longevity）」
「創造（Creativity）」「安全(Security)」の
「クラスター」に集結させた上で、より一層
深化させ、国際的発言力強化に取り組む。

⑵ 英語のみで学部を卒業できるプログラム
・  PEARL（Programme in Economics for 
Alliances, Research and Leadership）
 実施学部：経済学部（2016年9月～）
 対象：外国人学生および日本人学生
 募集人員：100名
 http://pearl.keio.ac.jp/
・  GIGA（Global In format ion and 
Governance Academic Program）
 実施学部：総合政策学部・環境情報学部
 対象：留学生および日本人学生
 ※ 高等学校3年間のうち、少なくとも2年
間以上、日本以外の制度に則った教育 
を受けていること

 募集人員：両学部合わせて30名
 http://ic.sfc.keio.ac.jp/ja/

⑶ 専門課程における英語プログラム
・ PCP（Professional Career Programme）
 実施学部：経済学部
 対象：原則として経済学部の3・4年生
  http://www.econ.keio.ac.jp/lecture/pcp/ja/
・ GPP（Global Passport Program）
 実施学部：商学部
 対象：原則として全学部の3・4年生
  http://www.gakuji.keio.ac.jp/mita/sho/gpp.html

⑷ 学問のす めゝ
　慶應義塾の創立者である福澤諭吉が執筆
した、明治期を代表するベストセラー。1872
（明治5）年、初版出版。「天は人の上に人を
造らず人の下に人を造らずと云へり」という
有名な一文で始まるこの本は、生来平等な人
間に差異をもたらすのは学問の有無によると
し、それまでの封建的な思想を脱し、自由平
等・独立自尊の思想、実学の奨励を説いた。

全学生を対象に
英語で学ぶGICがスタート

コア科目とリサーチ科目による
多彩な学びを提供
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医学の研鑽に励むことを特色にしたい』と
述べられました。慶應医学が唱える“基礎
臨床一体型の医学医療の実現”は、この
初代医学部長・病院長の北里先生の教え
を引き、理念化しているものとなります。
　この基礎臨床一体型の医学医療の実現
を目標とする「フィジシャン・サイエンティス
ト」とは、ひと言で言えば「研究能力を備え
た医師」のことであり、自分で問題を提起
し、研究の対象として解決法を見出すこと
ができる医師となることを指しています。

　慶應義塾大学医学部は、全国津々浦々
から優秀な学生を集め、かつて福澤諭吉
をはじめ、全国の精鋭が学び合っていた
緒方洪庵先生の適塾にならい、医学界の
リーダーを育成する国内筆頭の学塾たる
ことを目指しています。
　この思いを込めて2015年度からは、医学
部独自の「医学部人材育成特別事業奨学
金（合格時保証制度）」を創設し、一般入
試成績上位者10名に第1～4学年の各年
度、継続的に原則年間200万円を給付する

制度を開始しました。この奨学金制度で
は、入試の成績がよければ、4年間で1名
当たり800万円が給付されます。
　このほかに医学部では2010年度より、
研究医養成プログラム「MD・PhDコー
ス（2）」を設置しており、進学者には5、6年
次に年間上限100万円の奨学金を給付
していますので、このコースに進む入試成
績上位者は6年間で1,000万円を給付し
てもらえることになります。
　また、2015年度より、入試は一次試験日
を2月19日とし、国立大学の二次試験と間
隔を縮めて、日程上受験が難しかった遠方
の受験生に配慮し試験を実施しています。

　慶應義塾大学医学部の教育は、将来の
世界の医学と医療を作り出していくことの
できる、創造的な医師・研究者を育成する
ことを最大の特徴としています。1学年で
は、本格的な医学教育前の早期医療現場
体験実習としてEEP（Early Exposure 
Program）という授業を開設。夏休み期
間中の1週間のグループ実習で、「介護者
の見習い」として老人医療施設や重症心

　慶應義塾大学医学部は“基礎臨床一体
型の医学医療の実現”を理念として、フィ
ジシャン・サイエンティストの育成を目標
にしています。その理念は、1917年に医
学部が発足した当時にまで遡ります。
　福澤諭吉先生は北里柴三郎先生を招
聘された際に、“贈医（1）”と題する七言絶
句を詠まれ、北里先生にその想いを託され
ました。北里先生はこれを受けて医学部発
足の挨拶で、『基礎も臨床も境目なく診療
科ごとの障壁も外して、すべて医療に携わ
る人が一家族のごとく集まって、こぞって

身障害児施設、リハビリテーション施設な
どで実習を行います。この科目は1994年
から慶應義塾大学医学部が全国に先駆
けて始めた特徴ある科目です。
　4学年では「自主学習」が組まれ、学生
は希望する研究室でマンツーマンにより
指導を受けます。このプログラムは学生が
自ら研究し成果を挙げていくもので、学生
の中には、その研究成果を国内学会や国
際学会で発表したり、Nature等の海外
の英文誌に発表する学生もいます。

　医学教育は医学部の6年間で終わるも
のではなく、卒業後の10年間の教育を含
めた、トータル16年間であると考えられて
います。慶應義塾大学医学部では、最先
端の研究・教育を行う卒後教育10年間を
含めた、一貫した医学教育プログラムを
導入しています。
　また、慶應義塾大学医学部には関連病
院が約100、教育中核病院（3）が35ありま
すが、卒前卒後教育を通して、これらの病
院と密接に繋がっています。関連病院と
大学病院とを行き来しながら、医師として
の技術を修得できる教育システムは、慶
應義塾大学医学部だからこそ提供できる
ものです。
　こうしたプログラムにより、世界レベルの
研究や2014年4月に開設された「百寿総
合研究センター（4）」に象徴されるような社
会ニーズに応える研究が行われています。

　海外留学をはじめとする国際交流も活

発に行っています。短期海外留学プログ
ラムでは、5年次のカリキュラムを終了し
学内選考に合格した学生が、主として海
外の協定大学の病院で約1カ月間の臨床
実習を行い単位が認められます。協定大
学は、米国、英国、ドイツ、オーストラリア
など約10校に及んでいます。また、海外の
研究機関で医学研究や学会発表を行う
学生を経済面で支援しています。慶應義
塾大学医学部には、中国、韓国、南アメリ
カ、アフリカなどをフィールドとする学生
団体があり、中には約40年の歴史がある
ものもあります。博士課程では、ワシント
ン大学（St. Louis）やBroad Institute
（ハーバード/MIT）、北京大学、キング
ズ・カレッジ・ロンドン、カロリンスカ医科
大学などと活発な交流を行っています。
キャンパスには、海外からの学部実習生
や研究者が常に訪れており、多くの交流
機会があります。
　一方、慶應義塾大学医学部では、総合
大学としての強みを生かして薬学部や看
護医療学部、理工学部と連携した研究や
教育を行っています。例えば医学部と理
工学部による「医工連携」では医学ロボッ
トなどを共同開発しているのをはじめ、
国立がん研究センター、国立国際医療研
究センター、国立病院機構東京医療セン
ター、静岡県立静岡がんセンターなどと
は大学院連携を結び、学位取得を可能と
しています。
　慶應義塾大学医学部の学生は医学・
医療の分野で大きな社会貢献ができるよ
うな夢を抱いていただきたい、医学の進
歩を支えてきたのは間違いなくフィジシャ
ン・サイエンティストであり、その一人に
なってほしいと思います。そうした大きな
志を持った人に対し、慶應義塾大学は全
学を挙げ必ずや期待に応えていきます。
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リサーチマインドを持ち、
豊かな人間性と
深い知性を備えた
研究者と臨床医を育て、
人類の福祉に貢献する

NOTES

慶應義塾大学医学部・医学研究科の一貫した教育・研究プログラム

天谷雅行医学部長
（あまがい・まさゆき）
＊2017年10月1日就任

　2017年に創立100年を迎えた慶應義塾大学医学部は、1917（大正6）
年に世界的な細菌学者として知られた北里柴三郎を初代学部長として発
足しました。その建学の精神は、現在の医学部の理念である「基礎臨床
一体型医学と医療の実現」として受け継がれています。
　2014年度には「百寿総合研究センター」をオープンさせたのをはじめ、
全国から医学を志す精鋭を集めることを目指して、2015年度から新た
な大型奨学金制度を実施するなど、現代社会のニーズに応える医療の実
現と、世界をリードする「フィジシャン・サイエンティスト」の育成に
努めています。

基礎臨床一体型医学と
医療の実現へ
「フィジシャン・サイエンティスト」を育成

慶應義塾大学
医 学 部

〒160－8582  東京都新宿区信濃町35（信濃町キャンパス）　TEL 03－3353－1211　http://www.med.keio.ac.jp/

医学部創設の理念を継承し
「基礎と臨床一体の医療」を目指す

⑴ 贈医
 無限輸贏天又人
 医師休道自然臣
 離婁明視麻姑手
 手段達辺唯是真
という七言絶句で、「医学は自然と人間との
限りない知恵比べである。医師は、自分たち
は自然の家来に過ぎないなどと言ってはな
らない。あらゆる手段を尽くして病気を征服
するのが医学の神髄であり、そこに初めて
医業の真髄が生まれる」という意。

⑵ 研究医養成プログラム
   「MD・PhDコース」
　学部生のうち、3学年から複数の研究室の
ローテーションや大学院医学研究科博士課
程講義の受講を経て、卒後3年（通常4年）で
学位を取得できるシステム。医学研究をリー
ドする人材を育成することを目的としてい
る。

⑶ 教育中核病院
　慶應義塾大学の医局出身者が派遣されて
いる関連病院の中で、さらに特別な条件基
準を満たしている病院のこと。IT環境の整
備、カテーテル検査の件数、オペの症例数、
病床数、診療科数等、医師・研究者などプロ
の目で細かく規定され点数化されている。
若手医師が臨床経験を積むための優れた条
件を備えた病院であると言える。

⑷ 百寿総合研究センター
　超高齢社会にどう対応するかは、これから
の世界の医療の重要テーマとなる。百寿総
合研究センターは、超百寿者の長寿要因（遺
伝要因・環境要因）を研究し、それをより若い
世代の人々の予防医学に生かすことを目的
に設立。慶應義塾大学医学部では20年以上
にわたって百寿者を対象にした巡回診察を
継続しており、その膨大なデータを活用す
る。

関連病院との密接な繋がりで
充実した卒前卒後教育

活発な国際交流と
さまざまな研究機関との連携

医学部
・ EEP（早期医療現場体験）
・ Molecular Cell Biology
・ 自主学習（研究室配属）
・ 短期海外留学プログラム（臨床・研究）
・ 基礎・臨床横断的プログラム
・ 研究医養成プログラム
・ 医療系3学部合同教育
・ 担任制度

修士課程

博士課程

慶應義塾大学
他学部・研究科

・ 理工学部・研究科
・ 看護医療学部、
  健康マネジメント研究科
・ 薬学部・研究科
・ 政策・メディア研究科
・ リーディング大学院など

企業
・ 信濃町リサーチパーク  など

国内外連携機関
・ 国内学術・医療機関
  （大学・研究所・多数の関連病院）
・ カロリンスカ研究所
・ ワシントン大学（St. Louis）
・ MD アンダーソンがんセンター
  など多数の海外連携機関

世界初、世界最先端を常に志向する慶應医学の研究教育拠点
高細精医療イノベーション拠点

再生医療実現化拠点（神経、心臓、角膜等）
がんプロフェッショナル養成基盤推進プランなど

医療機関・学術機関・企業など

薬学研究科との連携プログ
ラム（学生自主企画サマー
スクール、臨床体験プログ
ラム、ラボツアー）　多様な
新ニーズに対応する「がん専
門医療人材（がんプロフェッ
ショナル）」養成プラン（ライ
フステージ別がん専門リハ
ビリ療法士養成コース）など

EEPや独自の自主学習で
学生時代から研究に打ち込む

「医学部人材育成特別事業奨学金
（合格時保証制度）」の創設
全国から精鋭を集める
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