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A combination of three cranes, symbolizing love (humanity), 
harmony (partnership), and honesty (good faith) respectively. 
This symbol represents the essence of healing and diligent medical study
that physicians must embrace and hand down to the next generation.

Logo医学部のシンボルマークについて
3羽の鶴をあしらったもので、

それぞれに愛（人間愛）・和（協調）・誠（誠実）を象徴しています。

これは、医の真髄、医学研鑽の心構えとして

医師が継承すべきものという意味が込められています。

名古屋大学医学部の理念
Mission of the Nagoya University School of Medicine

1 人類の健康の増進に寄与する
先端的医学研究を進め、新たな医療技術を創成する。

To develop cutting-edge medical research that will contribute to an improvement in the
health of mankind and to create new medical technology.

2 医の倫理を尊重し、人類の幸福に
貢献することを誇りとする医学研究者及び医療人を育成する。

To foster medical researchers and medical professionals who respect medical ethics, and
take pride in contributing to the welfare of mankind.

3 医学研究、医療の両面にわたり
諸施設と共同して、地域社会の医療の質を高めるとともに、
我が国及び世界の医療水準の向上に資する。

To enhance the quality of local medical services in cooperation with local institutions,
both in medical research and medical care, and to improve medical care standards in 
Japan and the world.

4 医学研究及び医療の中軸として
機能するために、人的・社会的資源を有効に活用し、
世界的に開かれたシステムを構築する。

To develop an open system to utilize sources of talented people which can serve as the
hub for medical research and medical care.
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