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大学院を志すみなさま 

 

 

学校教育法第 99 条には、大学院は「学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥を

きわめ、または高度の専門性が求められる職業を担うための深い学識および卓越した能

力を培い、文化の進展に寄与すること」と記載されております。したがって、大学院生

は教育を受ける学生であることと同時に研究者として社会に貢献する機会を得ること

になります。どの分野の学術研究でも大学院生が世界中で大きな役割を果たしておりま

す。 

札幌医科大学が 1950 年に現在の場所に開学し 70 年が経過しました。大学院医学研究

科は 1951 年に博士課程が、2008 年には修士課程が設置され、これまでに多様な学歴や

経歴を持った人材を受け入れ、幅広い医学・医療の研究や実践の分野に多くの卒業生を

送り出してきました。そうした先輩達の活躍は、病気をもった方々の診療にとどまらず、

医学研究、医学教育、医療・保健行政など幅広い分野に広がっており、それぞれの分野

の歴史をつくってきました。 

医療は絶え間なく進歩しており医師はそれを学ぶことを怠った瞬間に取り残されて

しまいます。札幌医科大学医学部は大学・大学院在学生ばかりではなく卒業生に対して

も学習のためのサポートをし続けます。令和 3 年には 10 年がかりの新キャンパスが完

成し、医学部生、大学院生、卒業生が力一杯勉強・研究をする器ができました。札幌医

大は有意義な研究生活を送るためのソフト、ハードの面でのサポート体制も整備されて

おります。あとはエネルギーにあふれた皆様を迎え、札幌医科大学が新しい時代に向け

て発展出来る事を確信しております。 

 

 

札幌医科大学大学院医学研究科長 齋藤 豪 



大学院医学研究科 

 

アアドドミミッッシショョンン・・ポポリリシシーー（（入入学学者者受受入入方方針針））  

  医学研究科・博士課程では、将来、医学研究者となるべき人材として、次のような資質を持った人を求めま

す。 

  

１．知的好奇心、科学的探究心を持ち、創造性に富む人 

２．高度な知識・技術の修得に励み、さらに応用・発展への意欲を持つ人 

３．高い倫理観を備え、医学の分野で活躍する意思を持つ人 

４．国際的な視野を持ち、社会や科学の問題にあたる気概のある人 

 

 

 

デディィププロロママ・・ポポリリシシーー（（学学位位授授与与方方針針））  

医学研究科では、所定の単位を修得後、論文審査に合格し、次に掲げる事項を修得したと認められる者

に、学位を授与します。 

  

【博士課程】 

１．独創性が高い医学研究を立案、遂行するための技術と知識 

２．医学研究者にふさわしい倫理観 

３．先端的な医学研究を指導できるリーダーシップ 

４．自らの研究成果を世界に発信できる能力 

 

 

 

カカリリキキュュララムム・・ポポリリシシーー（（教教育育課課程程編編成成・・実実施施方方針針））  

 医学研究科では、ディプロマ・ポリシーを達成するために、以下のカリキュラム・ポリシーを基に教育課程を

編成し、実施します。 

  

【博士課程】 

１．医学研究遂行のための専門的知識、技術の習得と倫理観の涵養 

２．医学・医療に関連する問題解決能力とリーダーシップの醸成 

３．研究成果を国際的に発信するためのコミュニケーション能力の習得 

４．上記（１～３）の達成を目的として共通講義、主・副研究科目を配置 
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