
附属図書館医学部分館ホームページ

▶https://www.med.nagoya-u.ac.jp/medlib/

附属図書館医学部分館保健学図書室ホームページ

▶http://www.met.nagoya-u.ac.jp/LIB/

近代医学の黎明デジタルアーカイブ

▶https://www.med.nagoya-u.ac.jp/medlib/history/

Webs i te  for  Med ica l  L ib rary

▶https://www.med.nagoya-u.ac.jp/medlib/index_en.html

Website for Library of Health Sciences

▶http://www.met.nagoya-u.ac.jp/LIB/

The Dawn of Modern Medical Science Digital Archive

▶https://www.med.nagoya-u.ac.jp/medlib/history_en/

附属病院卒後臨床研修・キャリア形成支援センターと一体の組織で、医

学部と附属病院のすべての医療職の卒前、卒後、そして生涯教育の統括

的役割を担っている。業務は医学科・保健学科の教員支援、附属病院に

おける医科及び歯科研修医の卒後臨床研修の実施と管理、病院職員教

育、附属病院及び関連病院の指導医のための講習会開催などからなり、

若手医師のキャリア支援も行う。

Our center and the Center for Postgraduate Clinical Training and Career 
Development work together to provide all medical professionals in the 
medical school and university hospital with comprehensive guidance 
throughout their careers, as undergraduates, after graduation, and in 
continuing education. The services include support for teachers of the 
School of Medicine and School of Health Sciences, implementation and 
administration of postgraduate clinical training for the medical and 
dental interns in the University Hospital, education of hospital staff, and 
holding of lectures for the medical instructors in the University Hospital 
and associated hospitals. The Center also provides career support to 
young physicians.

鶴舞キャンパスに医学部分館、大幸キャンパスに保健学図書室があり、

医学部・医学系研究科の学部生、大学院生､研究者､附属病院の医療関係

者を主な利用対象者とする。

従 来の図書館資料の提 供のほかに電子ジャーナル､電子教科 書、各種

データベースなど新しい電子資料の導入、各種ガイダンスや講習会開催、

PCコーナーの設置、Nagoya Journal  of  Medical  Scienceの編集と

webでの公開など、教育・研究の支援サービスを提供している。

医学部分館4階にある医学部史料室では、名古屋大学医学部の歴史を東

海地区のなかで位置づけ、将来を展望する場として、医学部及び関連資

料を展示・保存し、webでの公開とともに、企画展を開催している。

Nagoya University Medical Library consists of two collections, the 
Medical Library on the Tsurumai Campus and the Library of Health 
Sciences on the Daiko Campus. It serves undergraduates, graduate 
students, and researchers at the School of Medicine as well as medical 
professionals from Nagoya University Hospital.
In addition to printed materials, electronic journals, electronic 
textbooks, and various databases are available to support education 
and research. Tutorials and seminars are also offered at these facilities, 
together with computers for student and faculty use. The Medical 
Library helps publish the Nagoya Journal of Medical Science.
The Nagoya University Medical Museum, located on the fourth floor of 
the Medical library, provides an overview of the history of the Nagoya 
University School of Medicine thereby allowing insight into its future. 
As custodian of medical documents and ar tifacts of historical 
significance, the Medical Library hosts historically-themed exhibits and 
makes its collections publicly accessible through its digitalization 
project website.

Professor

木村 宏 教授担 当 教 授

KIMURA, Hiroshi

平成17年8月1日 設置
 (Established: August 1, 2005)

附属施設 
University facilities附属総合医学教育センター

Center for Medical Education 大幸キャンパス
Daiko Campus
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大学院医学系研究科
博士課程（前期課程）・博士課程（後期課程）
Graduate School of Medicine   Master’s / Doctoral Courses (Health Sciences)

42医学部　保健学科
School of Medicine   School of Health Sciences

大学院医学系研究科
博士課程（前期課程）・博士課程（後期課程）

医学部  保健学科

Graduate School of Medicine  

School of Medicine
School of Health Sciences

Master’s / Doctoral Courses (Health Sciences)

名古屋市東区の名古屋大学大幸キャンパスには、大学院医学系研
究科博士課程（前期課程）・博士課程（後期課程）と医学部保健学
科がある。医学科や附属病院などと連携しながら、看護・医療技術・
リハビリテーション分野の教育・研究を総合的に推進している。

The Master’s / Doctoral Courses  (Health Sciences) at the 
Graduate School of Medicine and the School of Health Sciences 
at the School of Medicine are located at the Nagoya University 
Daiko Campus, Higashi-ku, Nagoya. In cooperation with the 
School of Medicine and the University Hospital, the Daiko 
Campus comprehensively promotes education and research in 
the health care disciplines, in specialties such as nursing, 
medical technology, physical and occupational therapy. 

附属施設 
University facilities名古屋大学附属図書館医学部分館

Nagoya University Medical Library
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前 期 課 程 　 M a s t e r’s C o u r s e 後 期 課 程 　 D o c t o r a l  C o u r s e 担 当 教 授 　 P r o f e s s o r

基礎・臨床看護学講座
Fundamental and Clinical Nursing

基礎・臨床看護学講座
Fundamental and Clinical Nursing

健康発達看護学講座
Nursing for Developmental Health

健康発達看護学講座
Nursing for Developmental Health

OTA, Katsumasa

IKEMATSU, Yuko

ANDO, Shoko

HONDA, Ikumi

太田 勝正 教授

池松 裕子 教授

安藤 詳子 教授

本田 育美 教授

SAKAKIBARA, Hisataka

MAEKAWA, Atsuko

ASANO, Midori

NARAMA, Miho

TAMAKOSHI, Koji

IRIYAMA, Shigemi

HAYASHI, Toshio

NISHITANI, Naoko

　原 久孝 教授

前川 厚子 教授

浅野 みどり 教授

奈良間 美保 教授

玉腰 浩司 教授

入山 茂美 教授

林 登志雄 教授

西谷 直子 教授

後 期 課 程 　 D o c t o r a l  C o u r s e前 期 課 程 　 M a s t e r’s C o u r s e 担 当 教 授 　 P r o f e s s o r

Department in Nursing
18［前期課程］18名 ［後期課程］6名

（平成30年4月1日現在）
（as of April 1, 2018）

理学療法学講座
Physical Therapy

理学療法学講座
Physical Therapy

作業療法学講座
Occupational Therapy

作業療法学講座
Occupational Therapy

（平成30年4月1日現在）
（as of April 1, 2018）

医用量子科学講座
Radiological Sciences

医用量子科学講座
Radiological Sciences

病態解析学講座
Pathophysiological Laboratory Sciences

病態解析学講座
Pathophysiological Laboratory Sciences

SHIMAMOTO, Kazuhiro
IKEDA, Mitsuru
KATO, Katsuhiko
ISODA, Haruo
YAMAMOTO, Seiichi
IMAI, Kuniharu
FURUKAWA, Takako

島本 佳寿広 教授

池田　 充 教授

加藤 克彦 教授

礒田 治夫 教授

山本 誠一 教授

今井 國治 教授

古川 高子 教授

KOJIMA, Tetsuhito
KAWABE, Tsutomu
KONDO, Takaaki
NAGASAKA, Tetsuro
NAGATA, Kohzo
ISHIKAWA, Tetsuya
SATO, Mitsuo
HAYAKAWA, Fumihiko

小嶋 哲人 教授

川部　 勤 教授

近藤 高明 教授

長坂 徹郎 教授

永田 浩三 教授

石川 哲也 教授

佐藤 光夫 教授

早川 文彦 教授

前 期 課 程 　 M a s t e r’s C o u r s e 後 期 課 程 　 D o c t o r a l  C o u r s e 担 当 教 授 　 P r o f e s s o r

（平成30年4月1日現在）
（as of April 1, 2018）

看護学専攻

人間の尊厳を尊重し、高度な専門性を保有する看護実践家を養成する。

さらにエビデンスと理論に基づいた看護学を構築するための独創的か

つ探求心に富む研究者・教育者の養成を目指す。

Respecting the dignity of humanbeing, this course cultivates healthcare 
professionals with outstanding specialist capabilities. Further, the 
course strives to foster creative and inquisitive researchers / educators 
to formulate theory driven, evidence-based nursing. 

入学定員

［前期課程］20名 ［後期課程］7名入学定員

Admission
Capacity ［Master’s Courses］ 6［Doctoral Courses］

10［前期課程］10名 ［後期課程］4名入学定員 Admission
Capacity ［Master’s Courses］ 4［Doctoral Courses］

20Admission
Capacity ［Master’s Courses］ 7［Doctoral Courses］

YAMADA, Sumio

UCHIYAMA, Yasushi

KAMETAKA, Satoshi

SUGIURA, Hideshi

山田 純生 教授

内山　 靖 教授

亀髙 　諭 教授

杉浦 英志 教授

HOSHIYAMA, Minoru

KARASHIMA, Chieko

CHISHIMA, Makoto

IIDAKA, Tetsuya

寳珠山 稔 教授

辛島 千恵子 教授

千島　 亮 教授

飯髙 哲也 教授

Department in Physical and Occupational Therapyリハビリテーション療法学専攻

変化する医療状況に十分対応できる研究者・高度職業人の育成を図る。

さらに、さまざまな医療現場やほかの学問領域との連携など、多様で活

力のある教育システムを作り、新しい研究領域を創設することも目指す。

The program is designed to develop researchers and professionals with 
highly advanced skills who can sufficiently respond to ever-changing 
medical situations. Meanwhile, the program aims to establish a diverse 
and vital education system (e.g. collaboration between various clinical 
practices and areas of study) to define new fields of inquiry. 

Department in Radiological and Medical Laboratory Sciences医療技術学専攻

人体の情報を、マクロ的見地とミクロ的見地からアプローチし、理解す

る研究者及び教育者の育成を第一に考え、さらに医学物理士をはじめと

する高度な専門職業人育成も図る。

This program is primarily concerned with cultivating researchers and 
educators by approaching and understanding information on the 
human body from both macro and micro perspectives, in addition to 
developing professionals with advanced specialist capabilities such as 
medical physicists. 

大学院医学系研究科 
Graduate School of 
Medicine

博士課程（前期課程）・博士課程（後期課程）

Master’s / Doctoral Courses （Health Sciences)
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前 期 課 程 　 M a s t e r’s C o u r s e 後 期 課 程 　 D o c t o r a l  C o u r s e 担 当 教 授 　 P r o f e s s o r

基礎・臨床看護学講座
Fundamental and Clinical Nursing

基礎・臨床看護学講座
Fundamental and Clinical Nursing

健康発達看護学講座
Nursing for Developmental Health

健康発達看護学講座
Nursing for Developmental Health

OTA, Katsumasa

IKEMATSU, Yuko

ANDO, Shoko

HONDA, Ikumi

太田 勝正 教授

池松 裕子 教授

安藤 詳子 教授

本田 育美 教授

SAKAKIBARA, Hisataka

MAEKAWA, Atsuko

ASANO, Midori

NARAMA, Miho

TAMAKOSHI, Koji

IRIYAMA, Shigemi

HAYASHI, Toshio

NISHITANI, Naoko

　原 久孝 教授

前川 厚子 教授

浅野 みどり 教授

奈良間 美保 教授

玉腰 浩司 教授

入山 茂美 教授

林 登志雄 教授

西谷 直子 教授

後 期 課 程 　 D o c t o r a l  C o u r s e前 期 課 程 　 M a s t e r’s C o u r s e 担 当 教 授 　 P r o f e s s o r

Department in Nursing
18［前期課程］18名 ［後期課程］6名

（平成30年4月1日現在）
（as of April 1, 2018）

理学療法学講座
Physical Therapy

理学療法学講座
Physical Therapy

作業療法学講座
Occupational Therapy

作業療法学講座
Occupational Therapy

（平成30年4月1日現在）
（as of April 1, 2018）

医用量子科学講座
Radiological Sciences

医用量子科学講座
Radiological Sciences

病態解析学講座
Pathophysiological Laboratory Sciences

病態解析学講座
Pathophysiological Laboratory Sciences

SHIMAMOTO, Kazuhiro
IKEDA, Mitsuru
KATO, Katsuhiko
ISODA, Haruo
YAMAMOTO, Seiichi
IMAI, Kuniharu
FURUKAWA, Takako

島本 佳寿広 教授

池田　 充 教授

加藤 克彦 教授

礒田 治夫 教授

山本 誠一 教授

今井 國治 教授

古川 高子 教授

KOJIMA, Tetsuhito
KAWABE, Tsutomu
KONDO, Takaaki
NAGASAKA, Tetsuro
NAGATA, Kohzo
ISHIKAWA, Tetsuya
SATO, Mitsuo
HAYAKAWA, Fumihiko

小嶋 哲人 教授

川部　 勤 教授

近藤 高明 教授

長坂 徹郎 教授

永田 浩三 教授

石川 哲也 教授

佐藤 光夫 教授

早川 文彦 教授

前 期 課 程 　 M a s t e r’s C o u r s e 後 期 課 程 　 D o c t o r a l  C o u r s e 担 当 教 授 　 P r o f e s s o r

（平成30年4月1日現在）
（as of April 1, 2018）

看護学専攻

人間の尊厳を尊重し、高度な専門性を保有する看護実践家を養成する。

さらにエビデンスと理論に基づいた看護学を構築するための独創的か

つ探求心に富む研究者・教育者の養成を目指す。

Respecting the dignity of humanbeing, this course cultivates healthcare 
professionals with outstanding specialist capabilities. Further, the 
course strives to foster creative and inquisitive researchers / educators 
to formulate theory driven, evidence-based nursing. 

入学定員

［前期課程］20名 ［後期課程］7名入学定員

Admission
Capacity ［Master’s Courses］ 6［Doctoral Courses］

10［前期課程］10名 ［後期課程］4名入学定員 Admission
Capacity ［Master’s Courses］ 4［Doctoral Courses］

20Admission
Capacity ［Master’s Courses］ 7［Doctoral Courses］

YAMADA, Sumio

UCHIYAMA, Yasushi

KAMETAKA, Satoshi

SUGIURA, Hideshi

山田 純生 教授

内山　 靖 教授

亀髙 　諭 教授

杉浦 英志 教授

HOSHIYAMA, Minoru

KARASHIMA, Chieko

CHISHIMA, Makoto

IIDAKA, Tetsuya

寳珠山 稔 教授

辛島 千恵子 教授

千島　 亮 教授

飯髙 哲也 教授

Department in Physical and Occupational Therapyリハビリテーション療法学専攻

変化する医療状況に十分対応できる研究者・高度職業人の育成を図る。

さらに、さまざまな医療現場やほかの学問領域との連携など、多様で活

力のある教育システムを作り、新しい研究領域を創設することも目指す。

The program is designed to develop researchers and professionals with 
highly advanced skills who can sufficiently respond to ever-changing 
medical situations. Meanwhile, the program aims to establish a diverse 
and vital education system (e.g. collaboration between various clinical 
practices and areas of study) to define new fields of inquiry. 

Department in Radiological and Medical Laboratory Sciences医療技術学専攻

人体の情報を、マクロ的見地とミクロ的見地からアプローチし、理解す

る研究者及び教育者の育成を第一に考え、さらに医学物理士をはじめと

する高度な専門職業人育成も図る。

This program is primarily concerned with cultivating researchers and 
educators by approaching and understanding information on the 
human body from both macro and micro perspectives, in addition to 
developing professionals with advanced specialist capabilities such as 
medical physicists. 

大学院医学系研究科 
Graduate School of 
Medicine

博士課程（前期課程）・博士課程（後期課程）

Master’s / Doctoral Courses （Health Sciences)
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80看 護 学 専 攻 　 Department of Nursing

医療技術科学を学問領域として確立し、その科学・技術・実践技術を教

育・研究し、幅広い基礎と高度な専門知識及び問題解決能力、人間性豊

かな資質を備えた医療技術者・教育者・研究者を育成することを目指す。

5専攻を有し、基礎から専門まで4年間一貫教育を行う。

The purpose of the School includes the development of medical service 
providers, educators, and researchers with a broad range of basic 
knowledge and sophisticated expertise, an outstanding ability to solve 
problems, as well as a wealthy sense of humanity. This purpose is 
pursued by establishing medical technology science as a field of 
science, with special emphasis on educational and research aspects of 
such f ield.
The course consists of 5 departments, providing a 4-year integrated 
education from basic to professional disciplines. 

看護学専攻は、「人間・環境・健康・看護」について学習し、科学的な看護実践が

推進できる看護師、保健師、助産師及び教育・研究者の育成を目的とする。

The Department of Nursing aims to prepare nurses, public health nurses, 
midwives, and educators/researchers who facilitate scientific nursing 
practice through studies about person, environment, health and nursing.

組 織 Organizat ion

40放 射 線 技 術 科 学 専 攻 　 Department of Radiological Technology

放射線技術科学専攻は、急速に進歩する画像診断・放射線治療の現状に対応

できる診療放射線技師を育成するとともに、専門領域の教育・研究者の育成を

目的とする。

The Department of Radiological Technology trains radiological technolo-
gists who can meet the current situation of diagnostic imaging and radi-
ation therapy which is rapidly progressing, as well as educators and 
researchers in this specific field.

40検 査 技 術 科 学 専 攻 　 Department of Medical Technology

検査技術科学専攻は、最新の検査に関する知識と技術を基礎にした問題解決

能力を備えた臨床検査技師を育成するとともに、専門領域の教育・研究者の育

成を目的とする。

The purpose of the Department of Medical Technology is to develop 
clinical laboratory technologists with problem-solving skills based on 
knowledge and techniques related to the latest testing method, and to 
nurture educators and researchers in this specific field.

20理 学 療 法 学 専 攻 　 Department of Physical Therapy

理学療法学専攻は、人の尊厳、障害の予防・回復、チーム医療、理学療法学の

基礎構築、など幅広い知識と教養を身につけ、次代の医療・保健・福祉全般に

貢献でき指導的役割を担うことができる理学療法士の育成を目的とする。

The purpose of the Department of Physical Therapy is to acquire a 
broad range of knowledge and culture related to human dignity, prophy-
laxis and recovery of impairments, team medicine, establishment of the 
basis of physical therapy and so forth. We also aim to train physical 
therapists who can contribute to and demonstrate leadership in the 
whole range of medical care, health and welfare of the next generation.

20作 業 療 法 学 専 攻 　 Department of Occupational Therapy

作業療法学専攻は、生命の倫理に基づき対象者を理解し支援できる豊かな人

間性と科学性を身につけ、探究心のある国際人として活動できる人材の養成

を目的とする。

The purpose of the Department of Occupational Therapy is to train indi-
viduals to grow a matured humanity and scientific mind, based on 
bioethics, that enables them to understand and support the clients. The 
Department of Occupational Therapy is also committed to training indi-
viduals to be able to work actively in an international setting with an 
inquiring mind.

入学定員　 Admission Capacity

入学定員　 Admission Capacity

入学定員　 Admission Capacity

入学定員　 Admission Capacity

入学定員　 Admission Capacity

Data on government-industrial-academic collaboration: 
intellectual property, collaborative  /  funded research
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沿革

歴代医学部長

役職員

機構図

事務部機構図

職員数

学生定員及び現員

大学院医学系研究科修了者数

医学部卒業者数

学位（医学博士）授与者数

外国人留学生・外国人研究者等

国際交流協定による派遣学生数及び受入学生数

医学部･医学系研究科からの国別海外留学者数

名古屋大学附属図書館医学部分館（保健学図書室を含む）

附属クリニカルシミュレーションセンター（NU-CSC）の使用状況

解剖体数

産学官連携に関するデータ　知的財産／共同研究・受託研究

科学研究費補助金の状況

ニュースリリース

鶴舞公開講座

History

Past deans

Executives

Organization chart

Organization chart of Administration Office

Number of staffs

Number of students

Number of Graduate School of Medicine graduates

Number of School of Medicine graduates
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