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大学院医歯薬保健学研究科の設置について 

 
 
 広島大学は、平成２４年４月、大学院医歯薬学総合研究科と大学院保健学研究科を
改組・再編し、新たに「大学院医歯薬保健学研究科」を設置いたします。 
 
 大学院医歯薬保健学研究科の設置の目的、概要および養成する人材像は、以下のと
おりです。 
 
ⅠⅠⅠⅠ．設置の．設置の．設置の．設置の目的目的目的目的    

                    別紙資料１「別紙資料１「別紙資料１「別紙資料１「大学院医歯薬保健学研究科の設置目的大学院医歯薬保健学研究科の設置目的大学院医歯薬保健学研究科の設置目的大学院医歯薬保健学研究科の設置目的」参照」参照」参照」参照    
    
  急速な少子・高齢化により、２００５年には、日本人の５人に１人が６５歳以上、

２０３５年には５人に１人が７５歳以上という「超高齢社会」が到来すると予測さ
れています。社会的要請としては、がん、痴呆、老化などの高齢者に多い疾病の克
服があり、先端的な生命医科学の進歩に基づいた高度で先進的な医療の開発と新し
い視点での健康の維持・増進の方策が求められています。 

 
  現代の医療では、各分野の専門スタッフたちが患者の病状に応じてチームを組み、

連携して治療に当たるチーム医療の実践が広がっているので、より高度なチーム医
療を担うことができる医療人（医師、歯科医師、臨床薬剤師、看護師、保健師、理
学療法士、作業療法士など）の養成が急務とされています。 

 
  広島大学霞キャンパスは、全国でも有数の医療キャンパスであり、学士課程から

大学院課程まで一貫性を持って教育を提供できる環境が整っています。これらの分
野で養成される高度専門医療人はチーム医療の基盤として、他職種との関係を深化
させていく責務があり、医療系の分野が一体となって教育・研究を進めていくこと
が重要です。 

 
  霞キャンパスが有している人的資源や機能を最大限に活用した新たな組織として、

医歯薬学総合研究科と保健学研究科を統合し、医療系の４分野で構成される研究科
を設置することで、①旧来の学問分野の枠組みを超えた新しい領域や複合領域で活
躍できる人材養成②学術の高度化・複合化に対応できる研究活動の活性化③新しい
知の創造を目指した大規模プロジェクト研究を推進できる組織作りなど、従来の２
研究科では不可能であった、より柔軟な教育・研究体制を構築します。 

 
ⅡⅡⅡⅡ．．．．概要概要概要概要     

別紙資料別紙資料別紙資料別紙資料２２２２「医歯薬学総合研究科と保健学研究科の改組・再編の概要」参照「医歯薬学総合研究科と保健学研究科の改組・再編の概要」参照「医歯薬学総合研究科と保健学研究科の改組・再編の概要」参照「医歯薬学総合研究科と保健学研究科の改組・再編の概要」参照    
    
 

ⅢⅢⅢⅢ．．．．養成する人材像養成する人材像養成する人材像養成する人材像     

別紙資料３「医歯薬保健学研究科で養成する人材像」参照別紙資料３「医歯薬保健学研究科で養成する人材像」参照別紙資料３「医歯薬保健学研究科で養成する人材像」参照別紙資料３「医歯薬保健学研究科で養成する人材像」参照 

 
なお、この設置は、平成２４年度予算成立後に正式に決定するものです。 
 
【お問い合わせ先】【お問い合わせ先】【お問い合わせ先】【お問い合わせ先】    

広島大学医歯薬学総合研究科等支援室 
運営支援グループ 総括主査 

     岡     正 人 
ＴＥＬ：０８２－２５７－５６０２ 
ＦＡＸ：０８２－２５７－５６１５   



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

医歯薬保健学研究科の設置目的医歯薬保健学研究科の設置目的医歯薬保健学研究科の設置目的医歯薬保健学研究科の設置目的    

 

医学分野 

 

 歯学分野 

 

 

薬学分野 

医歯薬学総合研究科医歯薬学総合研究科医歯薬学総合研究科医歯薬学総合研究科    

保健学研究科保健学研究科保健学研究科保健学研究科    

 

保健学分野 

人々のＱＯＬ（生活の質）

向上に資することを中心

的課題として，高度専門

医療人の養成 

 

生命医科学研究と医療の進歩

を担うに相応しい教育者・研究

者の養成 

 

保健学分野 

 

医学分野 

 

薬学分野 

医学系研究科医学系研究科医学系研究科医学系研究科    

 

    

高齢化，社会構造の変化 

２１世紀の医療及び医

科学研究には，医学，

歯学，薬学それぞれ

の特徴を活かしなが

ら，いずれも国民の健

康を守ると言う共通の

目標を持ち，融合的な

教育・研究を目指す 

 

・ 保健医療における看護の

ニーズの増大 

・ 看護学，理学療法学，作

業療法学の質的向上 

 

疾病構造の変化 

 

    

超高齢社会の到来 

１８歳人口の減少 

・柔軟な教育・研究体制の

構築 

・大学院教育の質的充実 

・学位プログラムとしての

大学院教育の確立 

・新成長戦略「元気な日

本」復活のシナリオのラ

イフイノベーションによる

健康大国戦略 

・ 「新規医療の開発と高

度実践医療の提供」に資

する新時代の医学・医療

開発研究の展開とそれ

を担う専門的人材の養

成 

 

・特徴ある様々な未来型

医療の創生研究やこれ

を担う専門的人材の養

成 
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歯学分野 

歯学歯学歯学歯学研究科研究科研究科研究科    

広島大学病院 
原爆放射線医

科学研究所 

 

医学分野       歯学分野 

 

 

 

保健学分野     薬学分野 

    
医歯薬保健学研究科医歯薬保健学研究科医歯薬保健学研究科医歯薬保健学研究科    

カスタムメイド医療や

evidence-based 

medicine（根拠に基づ

いた医療）を全人的医

療の立場で行う医療

人の養成 

 

医学・歯学・薬学・保

健学のそれぞれの基

礎・臨床領域の研究

の統合・連携による国

際的レベルの新たな

創造と，それに基づく

高度先進医療・先端

的医療の開発と実践 

 

 

    



※各プログラムにおける人数は，受入れ枠を示したもの。※各プログラムにおける人数は，受入れ枠を示したもの。※各プログラムにおける人数は，受入れ枠を示したもの。※各プログラムにおける人数は，受入れ枠を示したもの。

ＤＤＤＤ ＤＤＤＤ ※※※※
《入学定員　５７人》《入学定員　５７人》《入学定員　５７人》《入学定員　５７人》 《入学定員　９７人》《入学定員　９７人》《入学定員　９７人》《入学定員　９７人》

ＤＤＤＤ
《入学定員　４６人》《入学定員　４６人》《入学定員　４６人》《入学定員　４６人》

ＭＭＭＭ ＤＤＤＤ ＭＭＭＭ ＤＤＤＤ
クリニカルコースクリニカルコースクリニカルコースクリニカルコース 《入学定員　　４人》《入学定員　　４人》《入学定員　　４人》《入学定員　　４人》 クリニカルコースクリニカルコースクリニカルコースクリニカルコース 《入学定員　　４人》《入学定員　　４人》《入学定員　　４人》《入学定員　　４人》

リサーチコースリサーチコースリサーチコースリサーチコース リサーチコースリサーチコースリサーチコースリサーチコース

《入学定員　１２人》《入学定員　１２人》《入学定員　１２人》《入学定員　１２人》 《入学定員　１２人》《入学定員　１２人》《入学定員　１２人》《入学定員　１２人》

ＭＭＭＭ ＤＤＤＤ ＭＭＭＭ ＤＤＤＤ
《入学定員　２０人》《入学定員　２０人》《入学定員　２０人》《入学定員　２０人》 《入学定員　１２人》《入学定員　１２人》《入学定員　１２人》《入学定員　１２人》 《入学定員　１８人》《入学定員　１８人》《入学定員　１８人》《入学定員　１８人》 《入学定員　　３人》《入学定員　　３人》《入学定員　　３人》《入学定員　　３人》

ＭＭＭＭ
《入学定員　２０人》《入学定員　２０人》《入学定員　２０人》《入学定員　２０人》 ＭＭＭＭ ＤＤＤＤ

《入学定員　３４人》《入学定員　３４人》《入学定員　３４人》《入学定員　３４人》 《入学定員　１５人》《入学定員　１５人》《入学定員　１５人》《入学定員　１５人》

ＭＭＭＭ
医歯科学コース医歯科学コース医歯科学コース医歯科学コース

ＭＭＭＭ ＤＤＤＤ 医学物理士コース医学物理士コース医学物理士コース医学物理士コース

《入学定員　３４人》《入学定員　３４人》《入学定員　３４人》《入学定員　３４人》 《入学定員　１７人》《入学定員　１７人》《入学定員　１７人》《入学定員　１７人》 《入学定員　１２人》《入学定員　１２人》《入学定員　１２人》《入学定員　１２人》

学位：修士(医科学)，修士(歯科学)学位：修士(医科学)，修士(歯科学)学位：修士(医科学)，修士(歯科学)学位：修士(医科学)，修士(歯科学)

学位：修士(薬科学)学位：修士(薬科学)学位：修士(薬科学)学位：修士(薬科学) 学位：博士(薬学)学位：博士(薬学)学位：博士(薬学)学位：博士(薬学)

医医医医 歯歯歯歯 科科科科 学学学学 専専専専 攻攻攻攻
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学位：博士(口腔健康科学)学位：博士(口腔健康科学)学位：博士(口腔健康科学)学位：博士(口腔健康科学)学位：博士(口腔健康科学)学位：博士(口腔健康科学)学位：博士(口腔健康科学)学位：博士(口腔健康科学)

医　歯　薬　保　健　学　研　究　院医　歯　薬　保　健　学　研　究　院医　歯　薬　保　健　学　研　究　院医　歯　薬　保　健　学　研　究　院

教教教教
育育育育
組組組組
織織織織

教教教教
員員員員
組組組組
織織織織

保保保保 健健健健 学学学学 専専専専 攻攻攻攻

学位：修士(看護学)，修士(保健学)学位：修士(看護学)，修士(保健学)学位：修士(看護学)，修士(保健学)学位：修士(看護学)，修士(保健学) 学位：博士(看護学)，博士(保健学)学位：博士(看護学)，博士(保健学)学位：博士(看護学)，博士(保健学)学位：博士(看護学)，博士(保健学)

保保保保 健健健健 学学学学 専専専専 攻攻攻攻

保健学研究科保健学研究科保健学研究科保健学研究科

学位：修士(口腔健康科学)学位：修士(口腔健康科学)学位：修士(口腔健康科学)学位：修士(口腔健康科学)

保保保保 健健健健 学学学学 専専専専 攻攻攻攻

　　　　修士(学術)　　　　修士(学術)　　　　修士(学術)　　　　修士(学術)

薬薬薬薬 学学学学 専専専専 攻攻攻攻薬薬薬薬 科科科科 学学学学 専専専専 攻攻攻攻

医歯薬学総合研究科と保健学研究科の改組・再編の概要医歯薬学総合研究科と保健学研究科の改組・再編の概要医歯薬学総合研究科と保健学研究科の改組・再編の概要医歯薬学総合研究科と保健学研究科の改組・再編の概要

改組・再編前改組・再編前改組・再編前改組・再編前 改組・再編後改組・再編後改組・再編後改組・再編後

医歯薬学総合研究科医歯薬学総合研究科医歯薬学総合研究科医歯薬学総合研究科

口口口口腔腔腔腔健健健健康康康康科科科科学学学学専専専専攻攻攻攻

学位：博士(医学)，博士(歯学)，博士(学術)，博士(医薬学)学位：博士(医学)，博士(歯学)，博士(学術)，博士(医薬学)学位：博士(医学)，博士(歯学)，博士(学術)，博士(医薬学)学位：博士(医学)，博士(歯学)，博士(学術)，博士(医薬学)

学位： 博士(医学），博士（歯学）学位： 博士(医学），博士（歯学）学位： 博士(医学），博士（歯学）学位： 博士(医学），博士（歯学）
　　　　　　　　　　　　　　　　博士（薬学）博士（薬学）博士（薬学）博士（薬学），博士（学術），博士（学術），博士（学術），博士（学術）

展展展展 開開開開 医医医医 科科科科 学学学学 専専専専 攻攻攻攻

口口口口 腔腔腔腔 健健健健 康康康康 科科科科 学学学学 専専専専 攻攻攻攻

医歯薬保健学研究科医歯薬保健学研究科医歯薬保健学研究科医歯薬保健学研究科

創創創創 生生生生 医医医医 科科科科 学学学学 専専専専 攻攻攻攻 医医医医 歯歯歯歯 薬薬薬薬 学学学学 専専専専 攻攻攻攻

学位：博士(医学)，博士(歯学)，博士(学術)，博士(医薬学)学位：博士(医学)，博士(歯学)，博士(学術)，博士(医薬学)学位：博士(医学)，博士(歯学)，博士(学術)，博士(医薬学)学位：博士(医学)，博士(歯学)，博士(学術)，博士(医薬学)

口口口口腔腔腔腔健健健健康康康康科科科科学学学学専専専専攻攻攻攻

学位：修士(口腔健康科学)学位：修士(口腔健康科学)学位：修士(口腔健康科学)学位：修士(口腔健康科学)

口口口口 腔腔腔腔 健健健健 康康康康 科科科科 学学学学 専専専専 攻攻攻攻

　　　　修士(学術)　　　　修士(学術)　　　　修士(学術)　　　　修士(学術)

薬薬薬薬 科科科科 学学学学 専専専専 攻攻攻攻

学位：修士(看護学)，修士(保健学)学位：修士(看護学)，修士(保健学)学位：修士(看護学)，修士(保健学)学位：修士(看護学)，修士(保健学)

医医医医 歯歯歯歯 科科科科 学学学学 専専専専 攻攻攻攻

学位：修士(薬科学)学位：修士(薬科学)学位：修士(薬科学)学位：修士(薬科学)

(60人)(60人)(60人)(60人)

(27人)(27人)(27人)(27人)

( 3人)( 3人)( 3人)( 3人)

( 7人)( 7人)( 7人)( 7人)

学位：学位：学位：学位：博士(薬科学)博士(薬科学)博士(薬科学)博士(薬科学)

放放放放射射射射線線線線医医医医科科科科学学学学専専専専門門門門ププププロロロロググググララララムムムム

医医医医 学学学学 専専専専 門門門門 ププププ ロロロロ ググググ ララララ ムムムム

歯歯歯歯 学学学学 専専専専 門門門門 ププププ ロロロロ ググググ ララララ ムムムム

薬薬薬薬 学学学学 専専専専 門門門門 ププププ ロロロロ ググググ ララララ ムムムム

学位：修士(医科学)，修士(歯科学)学位：修士(医科学)，修士(歯科学)学位：修士(医科学)，修士(歯科学)学位：修士(医科学)，修士(歯科学)

保保保保 健健健健 学学学学 専専専専 攻攻攻攻

学位：博士(看護学)，博士(保健学)学位：博士(看護学)，博士(保健学)学位：博士(看護学)，博士(保健学)学位：博士(看護学)，博士(保健学)

薬薬薬薬 科科科科 学学学学 専専専専 攻攻攻攻



別紙資料３別紙資料３別紙資料３別紙資料３    
医歯薬保健学研究科で医歯薬保健学研究科で医歯薬保健学研究科で医歯薬保健学研究科で養成する人材像養成する人材像養成する人材像養成する人材像  

専攻等 教育・研究上の目的 

医
歯
薬
学
専
攻 

博
士
課
程

（
Ｄ
） 

医学専門プログラム 

医学における幅広い学識と高度な研究能力を有し，学際的・
国際的に活躍できる教育者・研究者及び時代の要求に応え，
先進的医療技術の開発・応用を担うことができる高度専門医
療人を養成すること 

歯学専門プログラム 

歯科医学分野における研究を統合・発展させ，より高度な先
進的歯学基礎研究を遂行するとともに，これに基づく応用研
究によって高度先進歯科医療を開発し，これを地域社会から
国際社会まで広く展開できる人材を養成すること 

薬学専門プログラム 

薬学に関する深い学識及び高い見識を有し，薬学の教育・研
究を通じて，我が国の医療薬学及び薬物療法の発展に貢献で
きる人材，医療を中心とした薬学研究領域で国際的に活躍で
きる人材を養成すること  

放射線医科学専門  

プログラム 

放射線の人体影響に関する基礎的研究から臨床放射線医学
までの先進的，かつ体系的な教育・研究を実施し，これを地
域社会から国際社会まで広く展開できる人材を養成するこ
と 

口
腔
健
康
科
学
専
攻 

博士課程前期（Ｍ） 
 クリニカルコース 
 リサーチコース 

①口腔保健の高度専門医療人を養成すること  

②口腔健康科学の確立及び普及を担う教育者・研究者となる
人材を養成すること 

③口腔工学の確立及び普及を担う教育者・研究者となる人材
を養成すること 

博士課程後期（Ｄ） 

口腔健康科学分野の教育・研究をリードし，口腔健康科学分
野の拠点となるべく教育・研究を展開し，国際的に貢献でき
る人材養成を行うとともに，国民の健康の維持増進を目的と
し，口腔から全身の健康を維持増進するための口腔健康科学
の学術分野を構築すべく，その教育者及び大学・企業におけ
る研究者を養成すること 

薬
科
学
専
攻 

博士課程前期（Ｍ） 
創薬研究者及び生命科学研究者として幅広い分野で活躍で
きる人材，薬科学の発展と普及を担う教育者・研究者並びに
薬科学分野で国際的に活躍できる人材を養成すること 

博士課程後期（Ｄ） 

薬科学に関する深い学識及び高い見識を有し，薬科学の教
育・研究を通じて，我が国の創薬科学及び生命科学の発展に
貢献できる人材，国際的視点に立って創薬科学及び生命科学
を基盤とした応用研究を展開できる人材を養成すること 

保
健
学
専
攻 

博士課程前期（Ｍ） 

①保健学に関する豊かで幅広い学識と高度な研究能力を持
つ研究者を養成すること 

②複雑化した健康問題を抱える総体としての「人」の反応を
明らかにし，身体的・心理的・社会的な総合支援の効果的
な方法論を開発する能力のある研究者を養成すること 

③問題解決能力を涵養し，独創性，未来志向性を引き出すこ
とができる教育者を養成すること 

④生命・医療倫理の深い知識とこれに根ざした先進的な保
健・医療・福祉開発研究を遂行できる人材を養成すること 

⑤先進的な保健・医療・福祉に関する情報発信と共有化の担
い手となり，国際的にも活躍できる人材を養成すること 

博士課程後期（Ｄ） 

①看護学の新しい理論と実践方法を自立して研究・開発でき
る看護学教育・研究者を養成すること 

②理学療法学及び作業療法学分野において高度な専門知識
を持ち，優れた研究能力を持った教育者及び学問体系確立
のための研究開発者を養成すること 

③保健医療福祉分野における新しい専門研究を推進できる
高い研究能力及び国際的視野を有する教育者・研究者を養
成すること 

医
歯
科
学
専
攻 

修
士
課
程

（
Ｍ
） 

医歯科学コース 

教育・研究機関において医学・歯学の学際領域における基礎
的・応用的研究の推進に貢献しうる人材及びバイオテクノロ
ジー，医療，製薬等に関する企業等において研究開発又は医
療関係業務に関わる人材を養成すること 

医学物理士コース 
医学物理学分野の高度専門職業人として活躍できる人材，医
学物理学の確立と普及を担う教育者・研究者並びに医学物理
学分野で国際的に活躍できる人材を養成すること 
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