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学生募集要項の請求方法
募集要項をご希望の方は、
テレメールをご利用ください。

インターネット（パソコン・携帯電話・スマホ）

https://telemail.jp

F A C U L T Y  O F  M E D I C I N E

〒573-1010  大阪府枚方市新町二丁目5番1号

入試センター
TEL.072-804-0101（代表）
https://www.kmu.ac.jp/
https://www.kmu.ac.jp/juk/（受験生サイト）

大学の学章は、醫（「医」の旧字体）の文字を梅花の輪郭で囲んだ
もので、平成26年6月から正式な学章として使用されています。本学
の前身大阪女子高等医学専門学校の校章であったゆかりの深い
デザインです。

大学
ホームページ

2023年度より
学費大幅減額

関西医科大学は、財団法人大学基
準協会による評価の審査を受け、
2022年4月1日付で基準に適合し
ていると認定されました。本学は、
さらに医学の発展と社会的使命の
達成のため、教育・研究・医療活動
の向上に努力を続けます。

受験生のみなさまへ
アンケートにご協力ください
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　昭和3年（1928年）に大阪女子高等医学専門学校として

創設され、昭和29年（1954年）に男女共学化、関西医科大

学への改称を経て、創立94年の歴史を刻む本学。建学の精

神は「慈仁心鏡」、すなわち慈愛の心を持ち、人としての優しさ

と豊かさに満ち、コミュニケーション能力の高い良医を育んで

いくという伝統が受け継がれています。

　本学の教育カリキュラムは、昨年世界基準に適合し、学年

を越えて人体の構造から機能、病態、そして臨床実習へとつ

なげ、卒後の臨床研修へとシームレス化されています。また、

教育・研究リソースで高い評価を得て、5年連続でTHE世界

大学ランキングにおいて世界の800位以内、国内の私立大学

で2位、関西の私立大学で第1位になりました。

　このように本学は世界に開かれた大学をめざし、令和4年

（2022年）にシンボルタワー（関医タワー）が完成。国際化推

進センターが中に設置され海外の有名校との協定、活発な

学生交流、グローバルな医師（スーパードクター）の育成など

を行っています。　

　日本の社会で、世界の舞台で、臨床に、研究に、あらゆる領域

で力を発揮することができる人間性豊かな良医の育成、その

ために令和5年度（2023年度）から学費を値下げすることで、

多様性に富んだ学生に、より門戸を拡げることにしました。

　病に苦しむ人を救いたい。未知の病をなくしたい。世界の

ステージで活躍したい。さまざまな想いや願い、医師になると

いう志を胸に抱く若者の入学を私たちは待っています。

「驚きと出会う、
 すばらしさ！」

学長     友田 幸一

2023年度のトピックス
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特待生制度も充実します。※詳しくは令和5年度学生募集要項をご覧ください。

学費の大幅減額、
決定しました。
多様性に富んだ学生に門戸を拡げ、
人間性豊かな良医を育成します。

6年間の学費

初年度納入金

2,770万円

570万円 290万円（280万円減額）

（670万円減額）
2,100万円



わたしたちは、昭和3年（1928年）の創立から94年の歴史を刻み続け、日本の医学、医療の進歩を牽引してきました。

建学の精神は「慈仁心鏡」。すなわち慈愛の心を持ち、人としての優しさと豊かさに満ち、

コミュニケーション能力の高い良医を育んでいくという伝統を継承してきました。

社会は、AIやICTをはじめとしたテクノロジーとともに、新たな境地へと進んでいます。

今、本学は改めて過去を振り返り、そして未来を見据え、

関西医科大学という学府の「本質」を精錬し、極めることとしました。

経験豊富な教員陣、最先端の設備機器、シミュレーション環境、そして、医の心と技を真摯に修練する教育システム。

医を目指すすべての人と患者さんに、慈しみ めぐみ 愛の心を。

すべての学びに、本学ならではのクオリティを。

真の医へ続くあなたの道が、関西医科大学からはじまります。

医の道の質、ここに昂まる。
くすし たか

1. 医療人としての人間性
2. プロフェッショナリズム・倫理観
3. コミュニケーション能力

ディプロマ
ポリシー
（DP）

4. 患者中心・共感の姿勢
5. 医学的知識・技能
6. 科学的思考・問題解決能力

7. 自己主導型学習・生涯学習
8. 多職種連携
9. 国際的視野・地域医療

教育の理念
本学医学部は、建学の精神に則り、自由・
自律・自学の学風のもと、生涯にわたり、学問
的探究心を備え、幅広い教養と国際的視野
をもち、地域社会に貢献する人間性豊かな
良医を育成することを教育の理念とする。

建学の精神

本学は、「慈仁心鏡」、すなわち慈しみ・めぐみ・
愛を心の規範として生きる医人を育成すること
を建学の精神とする。

大学の使命
本学は、独創的な知性と豊かな人間性を備
え、社会に貢献し得る医療人を育成するとと
もに、深く医学、看護学及びリハビリテー
ション学を研究し、広く文化の発展と公共の
健康・福祉に寄与することを使命とする。

各学年での講義、及び実習等における試験と総合（卒業）試験に合格のうえ「履修修了認定に関する細則」に定める進級

要件を満たし、建学の精神、教育の理念に則り、以下の教育目標を全て満たしたと認められる学生に学位を授与します。

関医タワー

関医慈仁館

看護学部棟

附属病院

医学部棟
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私たちが考える KMU Quality

この環境にこそ、
触れておくこと、感じておくこと、挑んでおくことが、臨床で生きるチカラになる。自信になる。

経験が、何よりのスキルにつながると関西医科大学は考えています。

可能な限り多様で新しい体験と学びを、学生に提供しています。経験の差が、一瞬一瞬の強さになる。

それが、KMU Quality。  
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良医を育む  理由がある。

高度な手術手技は、
あきらめず粘り強く継続する
練習によってのみ、
鍛え上げることができる。

　容易そうに見える手術手技が、実は非常
に難しいということがあります。ただ見てい
るだけでは、その難しさを理解することすら
できません。手術手技は、実際に最先端の
施設や設備でトレーニングを積むことで、
初めて自分のスキルになります。私は学生
たちに「あきらめず粘り強く練習すれば、必
ずできるようになる」と声を掛け、指導にあ
たっています。本学のシミュレーションセン
ターは、機器の新しさだけでなく数も重
視。例えば内視鏡手術のシミュレータ（ドラ
イボックス）は9台も備え、一度に多くの学
生が練習をしたり、技術を競うことが可能
です。さらに、習熟度を数値として確認でき
る仕組みになっているため、学生のモチ
ベーション向上につながっています。また、
仮想的にシミュレーションできる機器を導
入する一方で、縫合技術を時間や精度、強
度などを物理的に評価できる機器も用意。
必要に応じて、アナログの感覚も大切にし
ています。かつては臨床でしか学べなかっ
たことを何度も練習して腕を磨ける環境を
活かし、誰にも真似のできないような手技
を持つ医師を目指してほしいと思います。

上部消化管外科

井上 健太郎 外科学講座診療教授



進化する医療界の

トップランナーであり続けること。

関西医科大学の学びは、常に次代を見据えた

革新の歩みでもあります。

自ら思考し積極的に行動する

主体的な医師の育成を目指し、

実習型・医療参加型の教育を

先駆的に取り入れてきました。

臨床の現場で、患者さんや他の医療職と

関わり合いながら、成長する。

変化へ対応し、さらにその先をリードする。

それが、KMU Quality。

く
す
し
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“研究”と“臨床”が
高度に融合する環境で、
質の高い教育を、
すべての学生へ。
iPS・幹細胞再生医学講座 

人見 浩史 教授

 

　医療の最前線、臨床の現場で活かすスキ
ルや知識を養成する教育と、新たな治療
技術の開発をはじめとした、次世代の医療
の創造に挑むリサーチマインドを育む教
育。医師に求められる高度な能力を身につ
ける学びを、学生にとって学修しやすいカ
リキュラム構成で実践的に展開している。
それが関西医科大学の特徴になっていま
す。人体を構成する物質や構造を読み解
く基礎医学の知識や研究の成果が、臨床
での治療においてどのように発揮されるの
か。臨床と研究のつながりを意識しながら
理解を深められるよう、講義や授業が行
われています。また、それぞれに専門分野
を持つ教員同士が、各々の領域を超えて
交流し、“オール関西医大”として知を融合
する風土があることも、本学ならではの
魅力と言えるでしょう。教員間だけではな
く教員と学生の距離も近く、質の高い教育
が一人ひとりに行き届く環境です。学生の
意欲と探究心に応えられる学びの体制を
整えて、皆さんをお待ちしています。



世界に貢献する研究、教育のステージへ。

　本学の取り組みが、国際的かつ客観的に、目
に見える数値として高く評価されたことに意義
を感じています。医学に特化しているため総合
大学と比較して不利と言われるなかで得られ
た、関西圏第三位という成果。質を究めた私た
ちの論文が、世界中で数多く引用されたことか
ら“社会的影響力”の大きさが認められ、この評
価につながったと考えています。国際的評価が
高まることで、世界トップレベルの研究グループ
との連携や協働が進み、研究者からも注目され

るようになりました。次代の医師に求められる、
国際性を磨く教育機関としても、ステージをひ
とつ高められたと言えるでしょう。世界基準の
研究が間近で進められている環境は、学生の
モチベーションアップにもつながると思います。
　今、本学では海外から研究者を招き、医学
を通じたグローバルな交流と貢献を活性化す
る“国際大学院構想”も推進中です。これから
も世界を視野に入れた活動を積極的に実行
していきます。

関西医科大学国際化推進センター 副センター長  西山 利正 衛生・公衆衛生学講座主任教授
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このポスターは、令和4年4月に、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、日本経済新聞の全国版朝刊に出稿した本学の広告原稿です。

イギリスの高等教育専門誌Times Higher Educationによる「THE世界大学ランキング」。評価項目は教育、研究、被引
用論文、産業界からの収入、国際性の5分野、13指標からなり、それぞれがスコア化される。世界で最も権威ある大学
ランキングの一つとして知られている。 

KMU NEWS

関西医科大学は、英国の高等教育専門誌

「タイムズ・ハイアー・エデュケーション（THE）」が実施・集計した

世界大学ランキング2022において、世界では『601-800』位（昨年と同順位）、

国内では国公私立の総合大学を含めて13位、

関西地区では、京都大学・大阪大学についで3位、

私立大学では昨年の4位から2位にランクアップしました。

このランキングは、毎年秋に公表されている国際的な大学ランキングで、

教育力、研究力、研究の影響力（論文の引用数）、国際性、

産業界からの収入の5分野13項目をスコア化したもので、

ほかのランキングと比べて、

研究力を総合的に評価していることが特徴です。

世界は、関西医科大学を知っています。

■ 今年度項目ごとのランキングデータ

教育力

研究力

国際性

産業界
からの
収入

研究の
影響力

0 25 50 75 100

今回評価項目の中で、本学は
「研究の影響力（論文の被引用数）」
において特に高い評価を得ました。

■ 過去3年のランキングデータ

2022
2021
2020

601-800
601-800
501-600

Score（スコア）

25.4
27.5
32.3

8.9
8.8
8.7

80.2
72.8
70.0

36.1
34.6
35.6

17.6
18.5
17.7

Rank
順位 Teaching

教育力
Research
研究力

Citations
被引用論文

Industry
Income
産業界から
の収入

International
Outlook
国際性

京都大学、大阪大学に次ぐ

関西圏第3位
THE 世界大学ランキング2022 ランクイン
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女性に選挙権のない“普通選挙”が日本で初めて実施された昭和3年。

現在の枚方市牧野で、女性に高等医学教育を施す西日本初の学校として私たちの前身

「大阪女子高等医学専門学校」が産声を上げました。

女性が、医師になる。それが極めて珍しかった時代に『慈仁心鏡』を掲げ、

“慈しみ・めぐみ・愛を心の規範として生きる医人を育成”することを建学の理念として誕生し、94年。

そんな私たちの歩みを、少しだけご紹介します。

新たなる世紀を見据え、　さらなる革新へ。
光免疫療法の国内研究拠点として
附属光免疫医学研究所開設

枚方キャンパスの新しいシンボル
関医タワーオープンProject2

Project1次
代
へ
向
け
た
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。

枚方キャンパスと関医タワー（右）

　関西医科大学は令和4年4月に「附属光免疫医学研究所」を開設しました。「光免疫療法」は、がん
細胞に結び付きやすい薬の投与後、人体に無害な近赤外線を照射することにより、薬と近赤外線が
化学反応を起こしがん細胞を破壊するという最新のがん根治療法で、かつて米国オバマ大統領の
一般教書演説で取り上げられたこともあり、副作用の少ない夢のあるがん治療法として大きな期待
が各方面から寄せられています。
　本学は、この治療法の開発を主導した米国国立衛生研究所（NIH）の主任研究員である小林久隆
氏を所長に招聘し、この新しい研究所を拠点として、治療法がなく苦しんでいるがん患者にとっての
明るい道しるべとなるべく、光免疫療法の基礎および臨床研究を推進していきます。研究所は基礎

開発部門、免疫部門、腫瘍病理学
部門の3つの研究部門からなり、
総勢30名程度の規模で運営され
ます。研究所の規模は、枚方メイン
学舎内に約1700㎡のスペースを
確保し、動物実験施設、基礎研究
施設、研究者の居室からなります。
※その他詳細については、今後本学Webサ
　イト等で適宜公表する予定です。

　令和3年12月に枚方キャンパス看護学部棟隣接地に高さ
約116メートルの関医タワーが完成しました。本学の新たな
ランドマークとなる関医タワーは、国際交流の拠点となる国
際化推進センター、本学への留学生のための留学生宿舎、附
属病院の患者さんやそのご家族の休憩・宿泊施設「関医タ
ワーホテル」の3つの機能を有しています。本タワー開設を機
に本学は、日本のみならず世界の医学教育・研究・医療に貢献
できる大学として更なる発展を遂げていきたいと考えています。
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大阪女子医専
当時の制服

大阪女子医専当時の生徒のスケッチ

大阪女子医専
当時の表札

沿革

昭和  3（1928）年 6月 大阪女子高等医学専門学校設立認可

昭和  7（1932）年 4月 附属病院（現総合医療センター）を開設

昭和22（1947）年 6月 大阪女子医科大学設立認可

 8月 附属香里病院を開設〈～平成17（2005）年12月〉

昭和25（1950）年 8月 附属牧野病院を開設〈～昭和44（1969）年6月〉　

昭和27（1952）年 2月 新制大学「大阪女子医科大学」設置認可

昭和29（1954）年 12月 校名を「関西医科大学」と改称、男女共学制実施

昭和36（1961）年 3月 関西医科大学大学院（医学研究科博士課程）
  設置認可

昭和50（1975）年 10月 附属男山病院開設〈～平成21（2009）年3月〉

昭和57（1982）年 5月 附属洛西ニュータウン病院開設〈～平成18（2006）年3月〉

昭和61（1986）年 4月 附属肝臓研究所設置

平成  4（1992）年 4月 附属病院心臓血管病センター設置

平成10（1998）年 7月 大学情報センター設置

平成14（2002）年 9月 卒後臨床研修センター設置

平成18（2006）年 1月 附属枚方病院（現附属病院）を開設

 8月 附属肝臓研究所改組により附属生命医学研究所設置

平成22（2010）年 7月 香里病院開設

平成23（2011）年 7月 国際交流センター設置

 10月 医学教育センター設置

平成24（2012）年 4月 天満橋総合クリニック開設

平成25（2013）年 4月 枚方キャンパス医学部棟開設

平成28（2016）年 5月 総合医療センター新本館開設

平成30（2018）年 1月 くずは病院開設

 4月 看護学部及び大学院看護学研究科開設

 5月 総合医療センターグランドオープン

 6月 創立90周年

平成31（2019）年 4月 iPS・幹細胞研究支援センター設置

令和元（2019）年 6月 関医・看護師リカレントスクール開講

令和  3（2021）年 4月 リハビリテーション学部開設

令和  4（2022）年 3月 関医タワー竣工　

　　　　　　　　  4月　附属光免疫医学研究所開設

上代人の御狩りせし地ぞ
なつかし　わが交野の原
日毎仰ぎ見る　生駒嶺のごと
雄 し々く生きむ　医の道に
いざや　いざ　いざや　いざ　いざ
永久に栄あれ　わが学び舎よ

一、

上代人のさくら狩りせし
なつかし　わが交野の原
日毎匂ひたる　渚の岡に
永久に妙なる　花と咲かまし
いざや　いざ　いざや　いざ　いざ
もろともに踏まぬ　医の道を

二、

常盤の松の緑のごとく
気高き希望　うち抱き
慈仁を心の　鏡となして
雄 し々く生きむ　医の道に
いざや　いざ　いざや　いざ　いざ
もろともに行かむ　栄えある道を

三、

　学歌「のぞみ」は、枚方の優雅な文化の足跡を伝える歌詞で構成されています。一番の詞に
は桓武天皇らの鷹狩り、二番には『伊勢物語』の在原業平と惟喬親王の観桜の会、三番には
紀貫之の『土佐日記』に描かれた渚の岡＊の松の木が織りこまれています。本学2期生の宮前
澄子の作詞で、おそらく、本学解剖学講師の金関丈夫が著した「交野ヶ原」の郷土史料『牧野
史略』を読んで、この詞を書いたのではないでしょうか。
　本学の建学の精神である「慈仁心鏡」は、三番の歌詞の「慈仁を心の鏡となして」から生まれ
ました。教師が著した書物、読みこんで歌詞におとしこんだ学生の感性、この歌詞から想いをま
とめた建学の精神。この連鎖のなかに、本学の自由・自律・自学の精神が脈 と々息づいています。

めぐみ

かなせきたけお

　歴史資料室は、本学の歴史と伝統を物語る貴重な史的資料を収
蔵・展示し、建学の精神、教育の理念の明徴と先人の顕彰に資するこ
とを目的としています。
　枚方キャンパス医学部棟3階の附属
図書館本館横に位置し、本学の歴史と
伝統を節目ごとに区分し、その時代の
貴重な資料を展示しています。本学の
永い歴史に触れられる空間です。

先輩たちの軌跡、歴史と伝統を語る
資料を展示しています。

いにしへびとの

いにしへびとの

ひごとにお

とわ たえ

なぎさ

くすし

かたの

ひごとあおぎ

おお くすし くすし

はとわ

おお

いこまね めぐみ

みか ときわ

かたの けだか のぞみ いだ

学歌「のぞみ」 歴史資料室

＊渚の岡：現在の枚方市渚本町周辺。京阪電鉄御殿山駅近く

関西医科大学
ホームページ沿革



本学では、人々の健康を守るために医師免許を有し、専門知識をもって在外公館などに勤務し、外交官や現地
在留邦人の健康相談を行ったり、中央官庁で保健医療に関わる制度設計を担う医系技官の養成を進めてい
きます。本学の卒業生も医系技官として活躍し、医系技官経験者が本学の教員や非常勤講師を務めています。

医系技官
養成コース
研究医
養成コース

Career Step

“6年一貫教育”体制で、医師への学びを展開。
一つのキャンパスへ全学生が集結。

学生たちの未来像

基礎を形成する重要なステップ。医学
生として必要となる基礎的な教養と、専
門知識を学ぶための基礎学力を養いつ
つ、解剖学や生理学などの基礎・社会
医学分野について、講義や実習を通し
て学びます。人体の構造と機能はもちろ
ん、リベラルアーツ、現代社会の構造と
課題、他分野から見た医療・医学など、
さまざまな側面から学習を重ね、生涯
医師として学び続ける基礎体力を身に
つける2年間です。

基礎力を活かし、いよいよ臨床的な知
識の修得へ。臓器別系統別に体系立て
られた講義を受け、深い知識の定着と
理解を目指します。また、4学年の2学期
末には、全国の医学部共通試験である
共用試験CBT・Pre-CC OSCEを受験。
この試験に合格した学生は、晴れて
Student Doctorとして、次のステップか
ら臨床現場に立つことが可能です。

Student Doctorとして認証を受けるこ
とができた学生は、診療参加型臨床実
習（クリニカル・クラークシップ）に参加
します。これは、実際の医療の現場で診
察から検査、治療までを一通り体験する
ためのプログラム。数名ずつのグループ
に分かれ、ローテーションで全ての診療
科の実習に参加します。ローテーション
後は、自身が選択した診療科で経験を
積む「選択制臨床実習」が始まります。

臨床研修 専門研修 生涯学習

CBT・
Pre-CC OSCE

Student Doctor
認証式
研修先のマッチング

Post-CC OSCE・卒業試験
医師国家試験（2月上旬）

国外臨床実習
アメリカ／カナダ／ マレーシア／
ドイツ／スコットランド／リトアニア

学外臨床実習

医師国家試験に
向けた指導

臨床研修
（2年）

必修研修診療科
将来専門とする
診療科等

各診療科・講座で
プログラム開始

専門研修
（3～5年）

専門医としての
キャリアアップ

専門科の各学会別に
認定制度がある

講師／准教授／教授

教育者
研究者

留学

研究医

指導医高度医療人
育成制度

専門医
認定医

医長／部長／院長
勤務医

開業医

大学院（博士号取得）

医師免許取得後、医師として必須の基本的な診療能力や姿勢・態度を
学ぶ2年間の臨床研修がスタート。その後は自身の興味・関心・適性を
踏まえ、より専門的な医療を学ぶ専門研修へと進みます。知識と経験を
深め、専門医・認定医などの資格取得を目指しますが、指導医や勤務医・
開業医として活躍し続けるために、学びは一生涯続きます。また、臨床研修
修了後は、臨床医だけでなく研究医となる道も充実しています。

医師として、そして人として。さらなる高みを目指し続ける一生涯。医療の最前線で、
“活きた”スキルを学ぶ。

基礎力を土台として、
臨床的な領域へ。

すべての基礎を形成する、
医学生としての第一歩。

1学年・2学年 4学年3学期-6学年3学年-4学年2学期
入 

学

「附属病院プログラム（募集定員41名）※」
「附属病院小児科重点プログラム（募集定員2名）」
「附属病院産婦人科重点プログラム（募集定員2名）」
「附属病院基礎研究医プログラム（募集定員1名）」
「総合医療センタープログラム（募集定員8名）※」
※附属病院、総合医療センターは以下の2コースを選択可能
Aコース：自由選択度の高いコース
Bコース：研修開始時に将来専門とする診療科で研修を行うコース

臨床研修プログラム
○ 内科 ○ 外科 ○ 精神神経科 ○ 小児科
○ 脳神経外科 ○ 整形外科 ○ リハビリテーション科
○ 形成外科 ○ 皮膚科 ○ 腎泌尿器外科
○ 眼科 ○ 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 ○ 放射線科
○ 産婦人科 ○ 麻酔科 ○ 救急医学科
○ 臨床検査医学科 ○ 病理 ○ 総合診療科

専門研修プログラム一覧

■ 臨床研修病院（関西医科大学附属医療機関）

附属病院（枚方市） 総合医療センター（守口市） 香里病院（寝屋川市） くずは病院（枚方市）

選択制
臨床実習

ローテーション型
臨床実習

診療参加型臨床実習
（クリニカル・クラークシップ）

P.38参照

医
師
免
許
取
得

1STEP 2STEP 3STEP

卒後臨床研修
センター

卒 

業

13 14



1 2 3 4 5 6
医療プロフェッショナリズムの実践（医師の基本となる態度や技能を身につける）

医療プロフェッショナリズムの実践A1 医療プロフェッショナリズムの実践A2

LPBL（Problem-based learning in large classroom) 
LPBL A1 LPBL A2 LPBL A3

医療プロフェッショナリズムの実践A4

LPBL A4

リサーチマインドの実践
リサーチマインドの実践A1 リサーチマインドの実践A2 リサーチマインドの実践P3（配属実習）

地域医療の実践
地域医療の実践A1 地域医療の実践A2 地域医療の実践A3 地域医療の実践P4

（医師不足地域・診療科見学実習）

臨床実習入門
臨床実習入門P1a,P1b（早期体験実習・早期医療実習） 臨床実習入門P2（看護実習） 臨床実習入門P3（エスコート実習・医療面接演習・実習） 臨床実習入門P4a,P4b,P4c

（総合臨床医学実習、医療情報学、
 プレクリニカル・クラークシップ）

生体の構造と機能
生体の構造と機能A1,B1,C1,P1 生体の構造と機能

B2,C2,P2a,P2b,P2c,P2d

医学英語
医学英語A1 医学英語A2

理工学からみた医療・医学 理工学からみた医療・医学
理工学からみた医療・医学A1,P1 理工学からみた医療・医学B3

健康科学
健康科学A1

リベラルアーツセミナー
数理リテラシーセミナー
3Dプリンターによる造形入門セミナー
機械学習・AI入門セミナー
食品・栄養化学セミナー
生物化学セミナー
時間生物学セミナー
カウンセリング＆コーチングセミナー
スポーツ医学セミナー
運動生理実践セミナー
英語リスニングセミナー
記憶の心理学セミナー
日本語辞書入門セミナー
リサーチマインドの実践セミナー

国際保健セミナー
フランスセミナー
医療経済学セミナーⅠ、Ⅱ
医療社会学セミナー
感覚・認知セミナー
基礎情報処理セミナー
基礎物理学セミナー
基礎生物学セミナー
医学教育学入門セミナー
イノベーションセミナー
ドイツセミナー
英文小説の原典講読セミナー

病因と病態
病因と病態A2

感染と生体防御
感染と生体防御A2,P2

臓器別系統別コース
内科総論
放射線診断学
感染症
外科総論
呼吸器
循環器
神経
消化器
腎尿路

血液・移植
臨床腫瘍学
救急・中毒
免疫・膠原病・アレルギー
臓器再建外科・再生医療
運動器
リハビリテーション・地域包括医療
内分泌・代謝

精神・行動
全人的医療・行動科学
周産期・生殖器
小児の成長・発達
眼・視覚
耳鼻咽喉・頭頸部外科
麻酔・集中治療
皮膚

人間と社会 人間と社会
人間と社会A1,P1a,P1b 人間と社会A2 人間と社会A4,P4（社会医学実習）

※このカリキュラムは令和3年（2021年）度のものです。

Curriculum

基礎領域から知識を蓄え、臨床で実践力を磨く。
本学ならではの“教養・基礎統合コース”が特徴的。

カリキュラム一覧

卒
業

入
学

1学年 2学年 3学年 4学年 5学年 6学年

ローテーション型臨床実習
診療参加型臨床実習（クリニカル・クラークシップ）

内科学(1)
内科学(2)
内科学(3)
心療内科学
神経内科学
精神神経科学
小児科学
外科学
心臓血管外科学
呼吸器外科学
脳神経外科学
整形外科学

リハビリテーション医学
形成外科学
皮膚科学
腎泌尿器外科学
眼科学
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
放射線科学
産科学・婦人科学
麻酔科学
病態検査学
救急医学

選択制臨床実習

内科学(1)
内科学(2)
内科学(3)
心療内科学
神経内科学
精神神経科学
小児科学
外科学
心臓血管外科学
呼吸器外科学
脳神経外科学
整形外科学
リハビリテーション医学
形成外科学
皮膚科学

　

　

腎泌尿器外科学
眼科学
耳鼻咽喉科・頭頸部外科学
放射線科学
産科学・婦人科学
麻酔科学
病態検査学
救急医学
総合診療科
天満橋総合クリニック
学外臨床実習施設
国外臨床実習施設
大阪医科薬科大学病院
近畿大学病院
兵庫医科大学病院

教室内で学生を小グループに分け、さまざまな問題・課題についてグループ討論を通じて
解決していく講義で、科学的思考・問題解決能力を育成していきます。

※TOEFL®導入　
海外の大学へ留学する機会が今後増加することを見
据え、全学生にTOEFL®の受験を義務化。評価にも反
映する仕組みになっています。 CBT・OSCEとは？

C
B
T
・
P
re-

C
C 

O
S
C
E

Po
s
t-

C
C 

O
S
C
E
・
ま
と
め
の
講
義
と
卒
業
試
験

医学教育の厳格な関門

CBT
Computer Based Testing

OSCE
Objective Structured Clinical Examination

学生が1人1台のコンピューターに向かい、
画面に表示される問題に解答します。問題
は一人ひとりに無作為に抽出されたものが
出題されるので、それぞれ異なる問題を解く
ことになります。この試験で臨床実習が始ま
る前に実習に必要な基本的・普遍的医学知識
の総合的な理解の程度を客観的に評価し
ます。CBTとPre-CC OSCEに合格すること
によりStudent Doctorの資格を得ることが
できます。

客観的臨床能力試験のことで、様々な臨床
手技を評価します。４学年のPre-CC OSCE
では医療面接、胸部診察、腹部診察、神経診
察、救急、頭頸部診察、バイタルサインなどの
テーマに分かれ、実践に即した試験項目に
よって、患者さんへの接し方、患者さんとの
コミュニケーション能力や、診察・診断・
診療に関する基本的能力が評価されます。
６学年のPost-CC OSCEでは、初期研修1日
目に必要な臨床推論能力や臨床手技を
評価します。

1STEP 2STEP 3STEP 卒
業

入
学

15 16



4 7 10 1

基礎を形成する、医学生としての第一歩。
基礎知識の修得とともに、プロ意識や
倫理観、人間性も育んでいく。
医学生として必要となる基礎的な教養と、専門知識を学ぶための基礎学力を養います。
解剖学や生理学などの基礎・社会医学分野について学び、
生涯医師として学び続ける基礎体力を身につける2年間です。

入学直後、医学部・看護学部・リハビリテーション学部の新入
生が集まり、1泊2日の合宿研修を開催。講演や、グループディス
カッションの他レクリエーション活動や歓迎パーティなどで親
睦を深めます。

● 合宿研修 （4月）
毎回多彩な講師を招き、これから医学を学ぶうえで必要となる医療
プロフェッショナリズムの考え方、医学の歴史や地域理解、医学概
論、多職種連携、日本語コミュニケーションなどさまざまなテーマを
学んでいきます。

● 医療プロフェッショナリズムの実践A1 （４月～11月）

実際の臨床現場を見学し、医師の職責・役割・コミュニケーション
能力に着目しながら体験します。実際に地域医療の現場に出て、
地域医療とはどのようなものであるか、医師としての基本的態度
や共感的姿勢、コミュニケーションなどを学んでいきます。

● 臨床実習入門P1 （8月・11月）

幅広い知識を学ぶ、
教養・基礎統合コース
平成30年度から、「教養・基礎統合コース」をカリキュラムに設け、実践しています。

教養科目と基礎医学科目を統合的に学ぶことで幅広い教養に加え、

基礎的な医学的知識の学修・修得を目指します。

学びのポイント

年間スケジュール

CAMPUS SNAP

各講義の詳しい内容は
シラバスをご確認ください

医学生としての心構えを形成し、
医学教育の基盤を構築。1学年

1STEP

1学年・2学年
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教養・基礎統合コースが
ステップアップ
1学年から続く「教養・基礎統合コース」では、2学年から「病因と病態」や

「感染と生体防御」など、より医学色の濃い科目の講義がスタート。発展的な医学知識と

科学的思考・問題解決能力を身につけ、医師としての基礎体力を仕上げます。

4 7 10 1

患者さんがどのような環境の中で療養生活を
送っているかを理解するため看護師の指導の
もと医師及び保健師助産師看護師法に抵触
しない範囲で具体的な体験を行います。

● 臨床実習入門P2（看護実習） （1月）

基礎研究者だけでなく、臨床医においても、科学性や倫理性を追求しながら日々
の臨床を行う必要があり、そのため早期からリサーチマインドを育成することが
重要と考えている本学では、基礎医学研究に興味を持ち、医師として必要なリサー
チマインドの育成と実践について理解することを目的とした授業を行っています。

● リサーチマインドの実践A2 （10月～12月）

毎年、京都市東山区にある臨済宗建仁寺派大本山建仁寺で執り行われます。
医学の発展に寄与するため篤志によりご献体くださった故人のご遺族や白菊
会会員、教職員及び医学部学生が参列します。学長が代表して追悼の言葉を
述べ、僧侶による読経が捧げられ、参列者による焼香が行われます。

● 解剖体追悼法要 （５月）

東田 初花 さん
（兵庫県／白陵高等学校卒）

彦坂 康太 さん
（京都府／福知山高等学校卒）

学びのポイント

年間スケジュール

CAMPUS SNAP

各講義の詳しい内容は
シラバスをご確認ください

臨床医学へと続く、
基礎医学分野の学びを深化。2学年

　人に安心感を与えられる存在になり、一人でも多くの人を救

いたいと思ったことが、医師を目指したきっかけです。海外ボラン

ティアの経験があったことから国際交流にも興味があった私に

とって、海外留学制度も整っていた関西医科大学は自分に合っ

た進学先でした。入学後、1学年からさっそくタイのマヒドン大学

の医学生とのオンライン交流が実現。私の希望に先生が応じて

くださり、症例や病理のディスカッションに参加させていただきま

した。授業では、早期から附属病院で医療の現場を案内いただ

き、最先端のロボット手術を実現する「ダヴィンチ」の実物も見

学。座学にとどまらずさまざまな経験で、医学部に入学したことを

実感することができ、モチベーションが高まりました。先生方はオ

リジナル教材を用意されたり、専門的な学びをわかりやすく理解

できるようさまざまな工夫を凝らしてくださいます。探究心を刺激

される学びの日々に、成長を感じています。

　家族が入院した際にお世話になった医師の堂 と々した存在感

に憧れ、将来の目標にすると決意しました。入学して1年間は、生物

や物理、語学など高度な学びに備える基礎をつくる時期。2学

年では、医学生であれば誰もが最も印象的な学びとして挙げる

ことの多い「解剖学実習（生体の構造と機能 P2b）」があります。自

分がいよいよ医学生になったことを自覚する大きな契機。実際の

ご検体に学ばせていただく貴重な体験を通じて、人間の身体と

その内部構造の理解を深めることができました。一方では、附属

病院の看護師さんの後をひたすらについていく実習もあり、医療

現場のお仕事の過酷さを痛感。いかに厳しい状況でも、笑顔を絶

やさない医療者の姿に、尊敬の念を抱きました。知識とともに気

持ちの面でも、医師へのステップがひとつ進んだように感じます。

クラブ活動では人脈が広がり、大学生活が充実。優しい先輩方

にもアドバイスをいただきながら、学びを進めています。

附属病院見学や国際交流などを通じて
医学生になったことを実感。

医師への学びがステップアップ。
知識だけでなく心の成長も実感。

ReportCampus Life
キャンパスライフ
レポート
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基礎力を土台として、臨床的な領域へ。
体験型学習を積みながら、
学びを深めていく。
基礎力を活かし、臨床的な知識の習得へ。臓器別系統別の講義を受け、
臨床実習に向けて知識の定着と理解を深めます。
4学年の2学期末には、CBT・Pre-CC OSCEに挑みます。

4 7 10 1

4週間をかけて国内外の基礎・臨床の研究室で科学する目を養い、地域実習などを
通して社会における医療の役割などを学びます。これまで学んできた教養・基礎・社会
医学的知識が実際の研究室、医療現場でどのように応用され、実践されているのか
を自らが体験し、自主的に学ぶことを目的としています。

● リサーチマインドの実践P3（配属実習） （１月）

外来初診患者さんのエスコートを行うエスコート実習や、医療面接
実習を行います。医療面接実習では、はじめに演習（ロールプレイ）
を行い、基礎を学んでから入院患者さんに医療面接を行います。臨
床実習において必要不可欠な医療面接を実践を通して学習します。

● 臨床実習入門P3 （５月）
内科、外科等の学問体系にとらわれない多角的な学習を目指し、臓器系統別に25のコース
で構成しています。（コース名はカリキュラム一覧をご参照ください。）各コースでは、授業の
まとめとして、「LPBL」を実施し、小グループごとに症例検討を実施することで、コミュニ
ケーション能力、プレゼンテーション能力、問題解決能力を養います。

● 臓器別系統別コース

学びのポイント

年間スケジュール

CAMPUS SNAP

基礎から臨床へステップアップ。3学年

臨床実習を見据える
臓器別系統別コース
呼吸器や循環器、感染症や神経などの疾病にまつわる

膨大な臨床知識を蓄え、4学年3学期以降の臨床実習に備えます。

また、病を抱えた人に対する医師としての接し方も修得します。

各講義の詳しい内容は
シラバスをご確認ください

2STEP

3学年─
4学年2学期
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大出 彩乃 さん
（大阪府／大阪教育大学附属高等学校平野校舎卒）4 7 10 1

クリニカル・クラークシップ（臨床実習）を安全に行うために、医療事故防止対
策、チーム医療、院内感染防止など、質の高い医療の実践に必要な、医療にお
ける個人情報の取り扱いやインシデントレポートの意義、針刺し事故の予防法
と対処法など実習を安全に行うための基本的知識を修得します。

● 臨床実習入門P4c（プレクリニカル・クラークシップ）

3学期から始まる病院でのクリニカル・クラークシップ（臨床実習）を有効に行うた
めに、医療面接技法、身体所見のとり方、カルテ記載法、および基本的検査法を修
得します。グループに分かれ、血圧、脈拍、呼吸数の測定や、胸部の視診、打診、触
診、聴診、心音の聴取など各種診察手技について順次ローテートして実習します。

● 臨床実習入門P4a（総合臨床医学実習）
CBT・Pre-CC OSCEに合格した学生には、晴れてStudent Doctor認定証
（仮免許）と新しいネームプレートを授与し、臨床の場で医療スタッフの一員
として活躍することになります。この式典には各附属病院長も参加し、学生
は医療スタッフとしての心構えを学びます。

● Student Doctor認証式

田中 綺華 さん
（大阪府／大阪教育大学附属高等学校池田校舎卒）

学びのポイント

年間スケジュール

CAMPUS SNAP

臨床実習を意識した学びを展開。4学年

各講義の詳しい内容は
シラバスを
ご確認ください

　関西医科大学で好きなところは、人の良さ。先生から気さくに

声をかけてくださったり、先輩方も皆さん親切です。女子学生も

多く、安心して医師を目指す学びを進めています。入学してから

一番打ち込んできたのは、日々の勉強です。人体の仕組みや構

造、基礎医学を中心とした学びは知識を深められるだけではなく、

これから続く専門的な学びに向けて、自分に合った勉強法やスケ

ジュール管理を身につける機会になりました。昨今見聞きする

機会の多い「抗体」や「ワクチン」の仕組みなど、免疫学について

医学生として専門的に理解できたことも、とても良い勉強になった

と思います。3学年ではいよいよ病気について学び、臨床医学の

領域へステップアップ。改めて医師を目指す道のりのスタートラ

インに立った思いです。臨床だけではなく研究にも興味があるた

め、将来のことを考えながら、これからも学び続けます。

　身近な人が病気になったとき、自ら手を差し伸べて救える人に

なりたいとの想いで医師の道へ。何でも相談できる優しい先輩

や、ともに切磋琢磨できる同級生に囲まれて、充実した学生生活

を送っています。これまでの学びの中で特に成長につながったと

思うのは、救急・中毒についての授業。実際に倒れている人がい

たら、何を疑い、どのように行動すればよいのか。実生活ですぐに

使える知識を修得し、「いざという時に率先して動ける人になり

たい」と意識が変わったことを覚えています。4学年は、「CBT」と

いう、臨床へ出るための試験がある年次。学びの場を「学内」か

ら「医療の現場」へとシフトする、大きな節目です。CBTの対策に

時間をかけられるカリキュラムとなっているのは、関西医科大学

ならではの魅力だと感じています。勉学だけでなくクラブ活動に

も積極的に参加し、さまざまな人との交流も楽しみながら、これ

からも頑張ります。

ReportCampus Life
キャンパスライフ
レポート

基礎から臨床医学の学びに進み、
心新たにスタートラインに立った思い。

臨床実習に向けて、
これまでの学びの総仕上げとなる1年。

8種類のコースを学び
臨床実習の態勢を整える
4学年では、精神・行動をはじめ眼・皮膚・周産期・

生殖器などのコースを学びます。本コースで基礎を固め、

翌年に控えた臨床実習へ万全の態勢で臨みます。

PICK UP
４年間の総まとめ CBT・Pre-CC OSCE
6年一貫教育の中で中間の関門である全国共通
の試験です。知識を評価するコンピュータ試験で
ある共用試験CBT（Computer Based Testing）
と臨床技能を評価する実地試験であるPre-CC 
OSCE（Objective Structured Clinical Examination）
で、臨床実習に必要な知識・技能・態度の習得を証
明します。
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4 7 10 1

いよいよ本格的に臨床での実習がスタートします。クリニカル・クラークシップ（臨床実習）
では、実習で回る科目によって、枚方キャンパスの附属病院だけではなく、総合医療セン
ター、香里病院といった関西医科大学の各附属医療機関でも実習を行います。臨床実習の
早期からさまざまな特徴を持った病院で実習を行えることも、関西医科大学の特徴です。

● 各附属病院での実習 

各学年ごとに学年末には1年間の総復習を行って知識の定着を確実なもの
とするために総合試験を実施しています。5学年時に行うクリニカル・クラー
クシップ総合試験は、臨床実習で得た知識も問われるものとなっており、1年
後の国家試験に向けた学習基盤を整えます。

● クリニカル・クラークシップ総合試験 （11月）

※STEP3は4学年3学期から

医師としての自覚と責任を実感する、
「診療参加型臨床実習（クリニカル・クラークシップ）」がスタート
医療チームの一員として、可能な範囲で診療に参加します。

3つの附属病院（附属病院、総合医療センター、香里病院）の23診療科に分かれ、臨床の経験を積みます。

臨床医に必要な知識や技能を深め、医師としての自覚と責任感を養います。

臨床実習生として医療の最前線で学び、
机上にはない“活きた”スキルを身につける。
国家試験に向けた総仕上げのステップ。
診療参加型臨床実習（クリニカル・クラークシップ）に参加。
医療の現場で診察から検査、治療までを一通り体験します。診療科での実習を経たのち、
自身が選択した診療科で経験を積む「選択制臨床実習」へ進みます。

臨床実習生として、
現場での経験を積む。5学年

学びのポイント

年間スケジュール

CAMPUS SNAP

各講義の詳しい内容は
シラバスをご確認ください

3STEP

4学年3学期─
6学年
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協力体制にある他大学の病院で経験を積む
「4大学相互選択臨床実習」
大阪医科薬科大学病院、近畿大学病院、兵庫医科大学病院と協力し、相互に実習生を受け入れる

プログラムです。医師にとって何より強い武器となる、現場での実践経験を重ねていきます。

また、大阪医科薬科大学とは単位互換を行っており、シームレスな教育連携体制を目指しています。

4 7 10 1

4学年に行われる臨床実習前の臨床技能を見るPre-CC OSCEと異なり、すべての
臨床実習を終えたあとに行われるのがPost-CC OSCE（診療参加型臨床実習後客
観的臨床能力試験）です。臨床実習を通して培った医師として習得すべき知識や技能
に加えて態度・人間性が備わっているかが試される試験となります。

● Post-CC OSCE（Post-Clinical Clerkship OSCE） （10月）

臨床実習やPost-CC OSCE、卒業試験を乗り越えるといよいよ、
医師免許を取得するための国家試験に臨みます。臨床上必要
な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び
技能が問われます。この試験に合格することによって、長く続く
医師のキャリアのスタートラインに立つことができます。

● 医師国家試験 （2月）
5学年の臨床実習では、原則としてすべての診療科で実習を行いま
すが、6学年の臨床実習では、一定の条件のもと、一人ひとりが実習
を希望した診療科で実習を行います。学内実習と学外、国外、他大
学での実習にも参加でき、広い視野をもってさらに必要な医学・医
療の実力を身につけ、態度・人間性に磨きをかけることになります。

● 選択制臨床実習 （4月～7月）

国家試験に向けた
6年間の総仕上げ。6学年

学びのポイント

年間スケジュール

CAMPUS SNAP

各講義の詳しい内容は
シラバスをご確認ください

松本 杏 さん
（大阪府／追手門学院大手前高等学校卒）

阪本 純加 さん
（大阪府／四天王寺高等学校卒）

　4学年で行われるCBTとPre-CC OSCEという大きな試験に

合格し、5学年からは「臨床実習生」として附属病院という医療の

現場で学びを深めていくステップとなります。学修内容が高度化

していく中で、頼もしさを実感しているのは、関西医科大学のサ

ポート体制です。自分の勉強法で合っているのか不安を感じてい

たときには、アドバイザーの先生から声をかけてくださるなど、とて

も手厚く支えてくださいました。臨床実習の内容は実践的かつ

高度で、例えば腎泌尿器外科では先端テクノロジーを駆使した

「ダヴィンチ」という医療ロボットによる手術について学ぶことが

できます。また、動画によるカンファレンスのレクチャーも行われる

など、オンラインを活用した学修の環境も充実。これからは、医療

職の方 と々の関わり方など、さらに臨床を意識した成長が求め

られると思いますが、地域に根付いた医療を担える医師を目指

してこれからも頑張ります。

　5学年の1年間は、臨床実習生として附属病院で実践的な経

験を積ませていただきました。特に印象的だったのは、ダイナミッ

クな整形外科手術。患者さんの膝を開き、人工関節に置き換える

という3時間にも及ぶ手術を間近で見学し、先生の手際の良さに

圧倒されました。また、手術は緊迫というより和やかな雰囲気

だったことも印象的です。リラックスして臨むからこそ、平常心で的

確な対応ができるのだと知りました。医療現場での実習は、先生

の姿勢や患者さんとの向き合い方も学べるなど、すべてが貴重

な機会です。5学年では初めてのことについていくので必死でした

が、6学年では落ち着いて細部まで観察し、自分が医師になったと

きに役立つことを吸収したいと考えています。勉強面では、いよい

よ国家試験対策が本格化。6学年専用の自習室で友達とともに

学び、お互いに支え合いながら合格を目指します。

ReportCampus Life
キャンパスライフ
レポート

手厚い学習支援への感謝を胸に、
臨床実習生として医療の現場へ。

医療現場で学びを深め、
6年間の集大成へ。
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夏季休業

冬季休業

春季休業

・進級ガイダンス

・卒業式・医師国家試験・まとめの講義
・Post-CC 
  OSCE

・卒業試験（8～11月）

6学年の2月に控えている医師国家試験。本学では5学年から国家試
験に向けた勉学をサポートする体制を構成しています。また、外部講師
による対策講義や国家試験対策に打ち込める環境として、6学年の学生
にはグループごとに、23時まで使用可能な自習室を用意しています。

国家試験合格に向けたサポート体制も充実しています。

国家試験対策



基礎医学、社会医学、臨床医学などの図
書をはじめ、一般教養書や雑誌、医学関
連のデータベースやオンラインジャーナル、
オンラインテキストブックなどの電子資料
も揃えた図書館。学生や教職員といった枠

多様な学習スタイルに対応。自学自習の姿勢を支援します。

医師を目指す学生の成長をサポート。
高度で専門的な分野の学びを6年間に亘り支援する体制で、一人ひとりをフォロー。

組みを越えた交流を促進するために、館内
面積の約半分をコミュニケーションエリア
としています。屋上庭園もあり、庭園に面
した「創造の空間」は憩いの空間として、学
生や職員に利用されています。

平日
第1・3・5土曜日

図書 約100,000冊

雑誌 約1,700種類

視聴覚資料 約1,800点

電子ジャーナル 約10,100種類

電子ブック 約19,400冊
第2・4土曜日、
日曜日、祝日、年末年始

開館時間 蔵書規模
通常
開館
休日
開館 9:00～18:00

9:00～21:00
9:00～18:00

シミュレーションセンター

一人ひとりを良医へと導く制度。

　学生が充実した学生生活を送れるよう1学年ごとに専属のクラ
スアドバイザーを、また、学年別に10名程度のメンターを配置。定
期的に面談を行い、生活状況や健康状態も含めて、トラブルを未
然に防いでいます。関西医科大学は、これまでの“教えっぱなし”の
医学教育から脱却し、教員と学生の近さという特色を活かした
“寄り添う”医学教育を実現しました。

　学生の皆さんの学業や対人関係など大学生活に関わるさまざま
な悩みに対して、カウンセラー（公認心理師）が一緒に考えサポート
しています。勉強への意欲がわかない、前向きになれないなど学習面
の悩み、友人、先輩、後輩、異性など対人関係の悩み、医師に自分は
適しているのか、進路に迷っているなど将来に対する悩み、人と話す
ことがしんどくて、大学に行くことが辛い、などの心理的な悩みのほ
かにも、家族や友人に話せない悩みがある、自分自身の性格を知り
たい、心理テストをしてみたい、リラックス法を知りたいなど幅広く相
談を受け付けています。また、学生ご本人だけでなく保護者からの相
談も受け付けています。相談内容の秘密は厳守され、基本的に外部
には知らされませんので、安心して来室してください。
※開室時間や申込方法などはホームページ等で随時お知らせしています。

※大学行事などにより、開館日程を変更することが
　あります。

※分室を含めた蔵書です。

学生生活のさまざまな悩みに対する相談窓口

学習支援体制

クラスアドバイザー・メンター制度

学生生活サポート

附属図書館本館 図書館 ▶

学 生 相 談 室

学生健康管理室 学 生 支 援 室

オフィスアワー

　本学では、授業内容や修学、学生生活などに関する質問・
相談ができるオフィスアワーという制度を設けています。教育
要項にはオフィスアワーに対応できる教員の一覧が講座・教
室ごとに掲載されているので、そこに記載されている宛先に
連絡の上、教員が対応可能な時間帯で研究室等に訪問する
ことができます。

分からないことに教員が直接対応します。

シミュレーションセンター ▶
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すべての個席や閲覧席に電源コン
セントを配置。モバイルPCやタブレッ

トのバッテリーを気にせず利用できます。

POINT
教育心理学、社会心理学、
Institutional Research（IR）

専門
領域

教育センター 唐牛 祐輔 助教

　シミュレーションセンターでは100
種類以上の機器を保有し、さまざまな
学習目的に対応した教育環境を整備
しています。血管造影・各種内視鏡な
どの診断治療、腹腔鏡などの外科的
治療など、実際の臨床において用いら
れる器具で、幅広い分野の技術を学
習、修得することができます。病室での
実際の状況を再現してシミュレートす
るための模擬病室も備え、多くの職種
との連携などノンテクニカルスキルも
身につけられます。休日にも利用でき、
医学生として必要となるあらゆるト
レーニングに最適の施設です。

安全で質の高い医療を学ぶ・目指す・高めるために腕を磨くことができる。

大部屋ゾーン

内視鏡
ゾーン

分娩
ゾーン

血管治療
ゾーン

模擬
病室

受付

入口
センター概要

広　　 さ ： 約345㎡
模擬病室 ： ベッド4床
保有機器 ： 100種以上

腹腔鏡実習 消化管内視鏡実習 総合臨床医学実習眼科実習 呼吸音聴診実習

　専任の担当者が定期健診や、予防接種などの学生保健行事
に携わるほか、学生の体調不良や悩みの相談に対応。相談内容
によっては、受診科の紹介や手続きをとることも可能です。

保健行事のほか相談事にも応じ、
学生の心身の健康を整えます。

　学生のみなさんの身体的、精神的な困りごと、生活、学習、実
習での困りごと、コミュニケーション上の困りごとなどを医師の
立場から相談を受け、サポートしています。

さまざまな困りごとを
専門の医師がトータルでサポート。

枚方キャンパス医学部棟1階北側
（オープンラウンジ側）場所

枚方キャンパス医学部棟1階北側
（オープンラウンジ側）場所

　学生健康管理室では、医師を目指す皆さんの心身の健康を
支えています。年に1度の定期健康診断を実施するとともに、そ
の結果に基づいて生活習慣や食事などのアドバイスも実施。相
談を受けるだけではなくこちらからも声をかけ、身近な存在とし
て、健やかな学生生活を送っても
らえるようにサポートしています。生
活環境の変化などにより、無意識
にストレスが溜まっているケースも
ありますので、小さな不調でも、ぜひ
気軽に頼ってください。

健康管理部 篠野 清美 看護師

　サポートが必要と思われる学生に、学業面・生活面で困って
いることがないかを確認し、本人と一緒に問題解決の方法に
ついて話し合います。結果はメンターからクラスアドバイザー
などにも共有し、大学全体で包括的に学生をサポートします。
心掛けているのは、解決に向けたアドバイスを本人に押し付け
ないこと。自分自身の目標として、自主的に取り組めるようにフォ
ローしています。大学生活に問題
や不安を感じたときは、メンターに
声をかけてください。

学生の心身の健康をサポート。
一人で悩まず、
小さなことでも気軽に相談してください。

メンターを中心に大学全体で学生をサポート。
本人の力を引き出しながら支援します。



木田先生のオフィスにて（左から2人目が本人）

国外臨床実習報告

谷本 迪郎さん
（現：関西医科大学附属病院 小児科専攻医）

本学では、6学年次に国外での臨床実習に参加できます。
異なる文化や宗教、医療制度の中での実習を経験し、
国際的な視野を身につけ、世界を舞台に活躍できる学生を育てます。

　私はアメリカ東部にあるバーモント大学
に1か月間留学させてもらいました。本学の
ほかに金沢医科大学、和歌山県立医科大
学、愛知医科大学からも学生が来ており1か
月間共に留学生活を過ごしました。担当して
頂いたのは病理医の木田先生でした。木田
先生が病理以外の診療科にも私達を紹介
してくれたので、ほかの診療科でも実習する
ことができました。私達は各一週間ずつ病
理、ER & ファミリーメディスン、外科、内科
で実習を行いました。
　病理では学生や研修医が指導医に標本
の病理所見を説明しフィードバックを受け
るsign outや、摘出した臓器の切り出し、プ
レパラート作成を見学させてもらいました。
また剖検を3例見ることができました。アメリ

カでは日本より剖検の数は多いそうです。ま
たアメリカ人は日本人に比べ高度肥満の人
が多いので、解剖室には遺体が重くても運
べるように業務用リフトがあり、またトラッ
ク用の重量計があったのには驚きました。
　ERはアメリカドラマに出てくるような造
りになっていて、建物の中心に医療スタッフ
がおり、中心から離れるほど患者の重症度
が低くなるような配置でした。日本との違い
として、日本の救急のように受け入れを断
ることはできないとのことでした。また銃社
会ということもありERにセキュリティーが
何人もいて、日本の救急とは雰囲気もかなり
異なっていました。ファミリーメディスンに
ついては、私がまわった週は受け入れ可能な
ファミリーメディスンの施設がなかったの
で、残念ながらファミリーメディスンでの
実習をすることができませんでした。
　外科では消化器外科と泌尿器外科で実
習をしました。日本の手術室と比べると手術
室にいる看護師の数が多く、麻酔科医の助
手としての資格を持った看護師がいたのが

驚きました。手術の内容にもよりますが、患者
さんの麻酔導入が終わると医師や看護師
が大音量で音楽を流しながらスタッフが楽
しそうに会話をしたり、踊っている手術室も
あり、日本との文化の違いが衝撃的でした。
　内科では腫瘍内科のカンファレンスに参
加させて頂き、カンファレンスの後は診察に
も同行しました。腫瘍内科では科を越えてさ
まざまな腫瘍に対して治療をしていました。
日本ではそれぞれの診療科が治療をする
ことが多いので印象的でした。
　今回の海外臨床実習を通して、アメリカと
日本の医療制度、文化などの違いに触れる
ことができました。この実習で得た知識や経
験をこれからの人生で活かしていきたいと
思います。

国外臨床実習

異文化の中での実習経験が、世界で活躍できる良医としての素養を高めます。

　6学年の国外臨床実習で、バーモント大
学（アメリカ）、カリフォルニア大学サンフ
ランシスコ校（アメリカ）、トロント小児病
院（カナダ）、国立循環器病センター（マ
レーシア）、レバークーゼン総合病院（ドイ
ツ）、テュービンゲン大学（ドイツ）、グラス
ゴー大学（イギリス・スコットランド）、ヴィ
リニュス大学（リトアニア）といった国外施

グローバルなフィールドでの活躍を視野に入れた
次世代の医師を育成する環境を整えています。

設へおもむく学生の派遣サポートや、国外
からの大学院生や研究生の受け入れ、本
学で学ぶ留学生の日本での生活支援など
を主な業務内容としています。
　また、年刊誌『関西医大 国際交流』の発
刊や国際交流セミナー、国際交流フォーラ
ムなどアカデミックな話題から始まる交流
の機会を数多く設けています。加えて、本学

独自の奨学金制度である「留学者援助金」
を設け、外国人研究者や留学生の受け入
れを促進しています。
　このような活動を通じて、本学の学生や
研究者の国際的視座の育成を促し、いま
や世界のトップレベルに達したともいえる
日本の医学・医療研究の成果を世界に発
信していくことが本センターの目標です。

海外の症例に学び、スキルを磨く、次世代の良医のために。

　平成29年4月から同年9月までの半年間、本学の
高度医療人育成制度を利用して、アメリカ・マンハッ
タンのがんセンターへ留学しました。泌尿器科専用
のビルがあるほどの規模を持つ、最先端の医療機関
です。本学の腎泌尿器外科でキャリアを積みながら、
機会があれば海外へ留学してみたいと思っていた希
望が実現しました。日本では見られない多様な症例
に触れ、知見を広げられただけでなく、医療の環境の
違いやスタッフの意識の違いに刺激を受けました。
特にWEBカンファレンスの充実度は印象的だったよ

うに感じます。病院をはじめ、他の医療施設、スタッフ
の自宅からでも参加できるなど、ネットワーク環境を 
活用した医療が展開されていました。また、医師だけ
でなく看護師などの医療スタッフそれぞれが高いプ
ロ意識とプライドを持って仕事にあたっていたこと
も、日本との違いを感じたことのひとつです。留学で
つながった縁は帰国後も続き、国際学会のメンバー
に選出されたり、ともに論文を執筆するなど、貴重な
人脈になりました。医師になったら、ぜひ一度は海外
に挑戦してほしいと思います。

本人が希望する国内外の医療施設に留学し、最先端の診療技術や世界各国の診療体制を習得してもらうことを目指し、費用面そして
制度面からバックアップします。10年以上キャリアを積んだ医師が毎年、新たな診療技術の習得を目指して、世界に羽ばたいています。

グローバル

国際化推進センター

ドイツ
● アーヘン大学（アーヘン）カナダ

●Toronto General Hospital
 （トロント）

●トロント小児病院（トロント）

アメリカ
● Cedars-Sinnai Medical Center
  （ロサンゼルス）
● シーダーサイナイ病院
  Smidt Heart Institute
  （ロサンゼルス）
● Ronald Reagan 
  UCLA Medical Center
 （ロサンゼルス）
● Memorial Slone Kettering
  Cancer Center
 （ニューヨーク）

スウェーデン
● Karolinska University Hospital
 （ストックホルム）

オランダ
●Radboud University, 
 Nijimengen Medical 
 Centre（ナイメーヘン）

フランス
● Paris University, 
  Henri Mondor Hospital
 （パリ）

スイス
● Bern University,
  Inselspital Hospital
 （ベルン）

イタリア
● Verona大学（ヴェローナ）
● CASA DI CURA PRIVATA 
  DEL POLICLINICO（ミラノ）

マレーシア

●レバークーゼン総合病院
 （レバークーゼン）
●テュービンゲン大学
 （テュービンゲン）

● コロンビア大学（ニューヨーク）
● バーモント大学（バーリントン）
● スタンフォード大学
 （スタンフォード）
● カリフォルニア大学
  サンフランシスコ校
 （サンフランシスコ）
● ハーバード大学（ボストン）
● ニューヨーク医科大学
 （ニューヨーク）

● 国立循環器病センター
  （クアラルンプール）

高

高 高

国

高

国

イギリス
● Wrightington Hospital
 （イングランド・マンチェスター）

●グラスゴー大学
 （スコットランド・グラスゴー）

高

国

高

高 高

高 国

国

実 習 先 アメリカ  バーモント大学

実習期間 平成31年  4月1日～4月26日
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腎泌尿器外科学講座 谷口 久哲 講師
（平成29年4月～9月に留学）

文化や環境、プロ意識の違いが刺激に。人脈のつながりも世界へ広がりました。

この他、マヒドン大学（タイ：バンコク）、プリンセス・オブ・ナラティワート大学（タイ：ナラティワート）、ヴィリニュス大学（リトアニア：ヴィリニュス）、ハノイ医科大学（ベト
ナム：ハノイ）、シェイク・アンタ・ジョップ大学（セネガル：ダカール）とも国際交流協定を締結しており、研究者、留学生の受け入れや本学からの教職員、臨床実習生の
派遣など、協力体制を構築しています。

高度医療人育成制度（スーパードクター制度）

国外からの留学生も
積極的に受け入れています。

主な留学生受入国 （平成18～令和2年度）　※令和3年度はコロナ禍のため中止

世界を目指す関西医大人
～高度医療人育成制度（スーパードクター制度）と国外臨床実習～

アメリカ・ドイツ・タイ・ベトナム・中国・モンゴル・ラオス・インドネシア・インド・ソロモン諸島

高 国 ： 主な高度医療人育成制度（スーパードクター制度）行先（平成22～令和2年度） 　　 ： 主な国外臨床実習行先（平成16～令和2年度）



特別カリキュラム

医師不足地域・診療科の未来を支える意欲を持った学生を、
実践的な教育でフォローします。

大阪府・静岡県・新潟県の“地元の医師”を目指したい人へ。

将来医師不足地域・診療科での医療を担おうとする学生を支援します。

　オープンキャンパスで参加した模擬講義をきっかけに産婦人科に興味を持ち、詳しく調べてみたところ産
婦人科の医師が社会的に不足していることを知りました。また、医師の数は診療科や地域によって偏りがあ
ることもわかり、自分が医師になることで、その解決に貢献したいと考えたことが特別枠を志願した理由で
す。特別枠の学生には、実践度の高いカリキュラムが用意されており、例えば附属病院の見学も1学年から
行われます。早期から医療現場を体感することで医学生になった自覚が生まれ、意欲が高まりました。また、
山間部で従事されている医師に直接お話を伺い、地域医療の背景や課題を学べたことも、貴重な経験に
なったと思います。学びを進めていく中で実感しているのは、医師が診るのは病気だけではなく人そのもの
だということ。一人ひとりに人として向き合い、寄り添っていける医師になりたいと決意を新たにしています。

自分が医師となることで、
医療の課題解決に貢献したい。
中津 舞利愛 さん（京都府／同志社女子高等学校卒）

　「生まれ育った大阪で、医師として地域に貢献したい」という思いで、大阪府地域枠に志願。入学した年
の7月から附属病院で治療の現場を見学させていただけたほか、地域枠・特別枠の学生ならではの特別
授業を受けられました。さまざまな診療科の先生方が、週替わりで各科の魅力や課題について教えてく
ださる授業では、臨床をイメージできるリアルなお話を聞くことができ、とても刺激になったことを覚えてい
ます。また、海外へ行かれる方に対して感染症対策などのケアを行う渡航外来など、「医師」のイメージにま
だ組み込まれていなかった分野について学ぶこともでき、視野を広げることができました。大阪府地域枠
には、医師としてのキャリアを考える際に大阪府や府内の病院からフォローを受けられるなど、さまざまな
メリットがあります。これから受験される方には、ぜひ選択肢のひとつとして検討してみてほしいと思います。

実践度の高い学びを通じて、
地域で求められる医師になる。
西尾 純霞 さん（京都府／京都女子高等学校卒）

目指す未来に応じた最適なカリキュラムとバックアップ制度を用意
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奨学金モデル
大阪府地域医療確保修学資金（貸与）

1～6学年次  720万円（120万円×6年間）
6年間の納入金
　　  2,100万円　　　　1,380万円通常 実質

奨学金モデル
静岡県医学修学研修資金（貸与）

1～6学年次  1,440万円（240万円×6年間）
6年間の納入金
　　  2,100万円　　　　660万円通常 実質

奨学金モデル
新潟県医師養成修学資金（貸与）

1～6学年次  2,160万円（360万円×6年間）
6年間の納入金
　　  2,100万円　　　　0円通常 実質

貸与金額
　

月額10万円  年額120万円（必須）
　

貸与利息

　

年率10％
　

貸与期間

　

6年間
入学した月から卒業する月までの6年間（ただ
し、留年した場合はその年度は貸与されません）

月額20万円  年額240万円（必須）

年率10％
　

6年間
入学した月から卒業する月までの6年間（ただ
し、留年した場合はその年度は貸与されません）

貸与金額
　

貸与利息

　

貸与期間

　

月額30万円  年額360万円（必須）
　

年率10％
　

6年間
入学した月から卒業する月までの6年間（ただ
し、留年した場合はその年度は貸与されません）

貸与金額
　

貸与利息

　

貸与期間

　

［ 特別枠・地域枠 主なカリキュラム ］

■臨床実習入門コースで該当診療科での体験実習
■医師不足診療科・地域に関して学ぶ「地域医療
の実践AI」を受講

※令和3年度時点

■地域包括ケアに関して学ぶ
　「地域医療の実践A2」

■在宅医療に関して学ぶ
　「地域医療の実践A3」

■本学関連の医師不足地域・診療科・
へき地医療施設で学外見学実習を行う
「地域医療の実践P4」

■学内臨床実習で関連診療科を実習
■学外臨床実習では本学関連の医師
不足地域・診療科施設で実習

大阪府・静岡県・新潟県が
指定する病院で勤務

1年 2年 3年 4年 5年 6年 卒業後

将来、大阪府の地域医療等に従事しようと
する意思を持った意欲ある学生を支援する

ことを目的としています。大阪府内で救急・周産期医
療の分野や比較的医師数の少ない地域の病院など
で勤務する意思のある方を選抜します。

大阪府地域枠（臨時定員増設置構想中）
［予定募集人員］5名

大阪府地域医療確保修学資金等貸与制度の概要

静岡県地域枠（臨時定員増設置構想中）
［予定募集人員］8名

新潟県地域枠（臨時定員増設置構想中）
［予定募集人員］2名

目的卒業後、専門研修以降に本学が指定する医
師不足地域・診療科（産婦人科・小児科・救

急医学科・外科・内科など）に初期研修を含め10年
以上勤務する医師となる学生を支援することを目的
としています。（詳しくは募集要項でご確認ください）

目的 将来、静岡県の地域医療等に従事しよう
とする意思を持った意欲ある学生を支援

することを目的としています。静岡県内の比較的
医師数の少ない地域の公的医療機関などで勤
務する意思のある方を選抜します。

目的 将来、新潟県の地域医療を担おうとす
る気概と情熱に富んだ学生を支援する

ことを目的としています。新潟県内の医師不足
地域に所在する病院で勤務する意思のある方
を選抜します。

目的

静岡県医学修学研修資金貸与制度の概要 新潟県医師養成修学資金貸与制度の概要関西医科大学学生奨学金（特別枠入学）の概要
貸与金額

貸与期間

貸与利息

年額100万円
6年間
入学した月から卒業する月までの6年間（ただし、留
年した場合はその年度は貸与されません）
原則無利子
（ただし即時返還の必要が生じた場合は年利3.0％）

地 域 枠 入 学 生

特 別 枠 入 学 生

※各制度の目的、概要、奨学金、募集方法の詳細については令和5年度学生募集要項を必ずご確認ください。

地域に根を生やし、地域とともに、“地元の医師”として歩む未来へ
　自分の生まれ育った街に戻って貢献したい。地域の患者さんだけ
でなく地域社会とともに歩み、地域密着の医療サービスを届けたい。
そんな方に最適なのが、この地域枠です。卒業後、大阪府・静岡県・
新潟県が指定する地域の病院での勤務や医療分野に携わることを

条件に、学生を選抜します。一定額の修学資金等貸与制度が整備さ
れており、条件を満たせば返済が免除されるなど、熱意ある医学生の
勉強をサポートします。さらに、卒業後は地元自治体が医師としての
活動をフォローアップするなど、さまざまなメリットを受けられます。

隅々まで医療を
行き届かせるために
　産婦人科・小児科・救急医学科・外科・内科など現在医師が不足している診療科や、
医師が不足している地域において自ら医療を届けたい。そんな方の進路をバックアップ
するためにこの制度があります。一定額の修学資金等貸与制度が整備されており、条件
を満たせば返済が免除されるなど、熱意ある医学生の勉強をサポートします。

INTERVIEW INTERVIEW

［予定募集人員］10名

奨学金モデル
関西医科大学学生奨学金(特別枠入学)（貸与）
1～6学年次  600万円（100万円×6年間）
6年間の納入金
　　  2,100万円　　　　1,500万円通常 実質



　平成30年度から導入された新専門医制度では、臨床研修修了
後に専門医資格取得を目指す場合、日本専門医機構に認証さ
れた専門研修プログラムに基づいて専攻医としての研修を受け
る必要があります。本学は日本専門医機構が定めた19全ての
基本領域専門研修プログラムを有していますので、専門医を目
指している全ての先生方の受け入れが可能です。さらにプログ
ラムによっては専門医資格取得後、サブスペシャリティー（細分
化した領域）の専門医資格を取得することもできます。

必修研修診療科
内科（24週以上）、救急医学科（12週以上）、麻酔科（8週以上）、産婦人科
（4週以上）、小児科（4週以上）、精神科（4週以上）、外科（4週以上）、外科系
（4週以上）、地域医療（4週以上〈訪問診療を含む〉）、一般外来研修（4週以上）

将来専門とする診療科等
自由選択（24週）

　医学部を卒業し、医師免許を取得した後は臨床研修（必修）
に進みます。研修は2年間で、基幹型臨床研修病院である本学
附属病院と総合医療センターを中心に行います。なお、令和
2年度から臨床研修制度が見直され、新たな制度での研修が
スタートしています。本学では、必修研修診療科と将来専門と
する診療科等（自由選択）をローテーションします。その中で
身につく幅広い基本的診療能力と豊かな人格は、将来どの診療
科に進んだ場合にも大きな力となるはずです。さらに、本学では
卒後臨床研修センターを設置し、研修に専念できるようバック
アップしています。研修期間中の給与や保険等の処遇も充実
しています。
　さらに、令和4年度から臨床研修と基礎研究の両立を可能と
する基礎研究医プログラムの募集が開始されました。定員は附
属病院に1名です。臨床研修の到達目標を達成した後、基礎医学
系の教室に所属し16～24週基礎研究を行うプログラムです。

7年連続フルマッチ 関西医科大学研修医内訳
令和4年度採用研修医内訳

附属病院所属

　上記のうち他大学出身

総合医療センター所属

　上記のうち他大学出身

47名

14名

8名

2名

令和3年度採用研修医内訳

附属病院所属

　上記のうち他大学出身

総合医療センター所属

　上記のうち他大学出身

45名

19名

7名

1名

卒業後のステップ

患者さんや他の医療職者など、
人との関わり方を考える契機に。

　専攻医として研修する期間は、臨
床研修にも増して医師としての大事
な成長期。その後の医師人生を左
右する期間でもあり、各診療科の指
導も熱が入ります。

　医師免許を取得後、研修医として本学の附属病院で経験を積ま

せていただいています。あらゆる分野の先生方が身近におられるおか

げで質問もしやすく、自己研鑽の環境として満足しています。研修期

間は、細分化、専門化が進む現代の医療において、ローテーションと

してさまざまな診療科を経験できる貴重な機会。あらゆる診療科で

積極的に取り組んできました。医師として初めて現場に立ったときの

緊張は、今でも印象的に覚えています。患者さんから唐突に命に関

わるような質問が投げかけられたときには、中途半端にはお応えで

きないので、自分で調べたり先生に相談したり。頼ってくださる患者

さんの急変に対処できず、自らの非力さと、闘病する方々に寄り添う

ことの難しさを痛感したこともありました。新しい体験の一つひとつ

が勉強です。研修の2年目の目標は、離島や市中の病院で地域医療

について知見を深めること。学び続ける姿勢を忘れず、患者さんにも

医療者にもつねに真剣に向き合える医師を目指します。

　在学中にお世話になった部活のOBが多く在籍されていることか

ら、本学の附属病院での研修を決めました。研修は診察や治療の経

験を積むだけではなく、カルテの操作や事務的な作業など、現場で

医師が担うあらゆる業務について学ぶ機会でもあるため、毎日が勉

強です。初めてのことも多いのですが、気兼ねなく質問できる部活

時代の先輩にもアドバイスをいただきながら研修を進めています。

将来は産婦人科を目指していますが、ローテーションで内科や病理

診断科、心療内科（緩和ケア）など、さまざまな診療科を経験。一人の

患者さんと関わる期間が長くなるため、一つの疾患だけでなく合併

症を含めて全人的に診ることを心掛けるようになりました。また、看護

師をはじめとしたさまざまな医療職者との協働が増えたことで、医師

として他職種の方々の視点に立った行動を意識できるようになった

と思います。今後は婦人科の専攻医としてさらに専門的に知識と技

術を磨き、女性の悩みに寄り添える医師になりたいと考えています。

臨床研修

専門研修

医師免許を取得したのち、附属病院・総合医療センター
または協力型臨床研修病院・施設で研修を実施。

関西医科大学の研修プログラム
各診療科をローテーションし、幅広い診療能力を修得します。

附属病院産婦人科 専攻医　 森岡 咲耶 医師

研修医だからこそ経験できる
貴重な機会を成長につなげたい。
研修医　 小林 崇記 医師

本学は医師免許取得後の臨床研修と、その後の専門研修を履修する医師をサポートするため、卒後臨床研修
センターを設置しています。医師としてのキャリアアップを物心両面でバックアップするだけでなく、国内外の
専門施設への研修支援など、手厚い支援態勢を整えています。　

卒後臨床研修
センター

　本学は、医師の専門研修進捗状況を把握・評価して、問題があれ
ば改善を勧告する専門研修支援システムを整備しています。また、す
べての専攻医が順調に研修を受け、専門医資格を取得できるよう
に、サポートチームを設置。経験豊富な教授・診療教授が専攻医の
良き相談相手として、研修を支えます。

専門研修支援システム 関西医科大学専門研修支援システム

各診療科での研修進捗状況の
把握と評価・勧告

専門研修支援チーム：
個別に相談できる体制

各診療科

専門研修プログラム

本学の各科が定める
年度ごとの研修目標と計画

支援評価

卒後臨床研修センター ▶
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国際的に研究活動を行うに必要な高度の研究能力と、
指導的立場たるにふさわしい豊かな学識および人間性を養成。

　本学はその歴史の初期段階から研究にも力を入れており、21世紀COEプログラムや私立大学研究ブランディング事業など国の主要な研究
プロジェクトにも選定されています。研究をサポートするために実験施設と万全の運用体制を備えた綜合研究施設や実験動物の飼育施設に専
任技師を配置して、ハイレベルな研究を維持・推進しています。2022年4月には、「光免疫療法」の日本初の研究拠点として3つの研究部門から
なる「関西医科大学光免疫医学研究所」が開設されました。光免疫療法に必要な最新の機器を整備し、日本における光免疫療法の中心研究
拠点となる研究所を目指しています。

● 文部科学省21世紀ＣＯＥプログラム（平成15～19年度）
● 病態分子イメージングセンター：文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業（平成23年度～）
● 疾患モデル動物センター：文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業（平成24～28年度）

● がん関連コンソーシアム（平成25～27年度）
● 再生医療コンソーシアム（平成25～27年度）
● 私立大学研究ブランディング事業（平成30年度～）

最先端の機器、充実のサポート体制を用意

未来へ向けた基礎医学研究から、世界に通用する研究まで展開中。

主な研究事業

研
究
医
養
成
コ
ー
ス

へ
の
履
修
申
請

研究マインド育成プログラム 研究医養成コース
■リサーチマインドの
実践セミナーを受講

■連携大学とのコンソー
シアム合宿に参加
■希望する講座・教室
で研究指導を受ける

■連携大学とのコンソーシアム合宿に参加し
　研究成果を発表する
■希望する講座・教室で研究指導を受ける

■研究修了報告書を6学年の夏までに提出し
　審査に合格すると修了者として認定
　（研究成果および報告書提出）

大学院進学や
研究者の道へ

※令和3年度時点の内容です。

［ 研究医養成コース 主なカリキュラム ］

　研究医養成コースの受講を希望する学生は、ま
ず1・2学年次に「研究マインド育成プログラム」に
参加します。分子生物学に関する講義の受講や、各
講座の実験室でローテーションによる実習をした
り、希望者は連携他大学と合同で開催される合宿
に参加したりして、基礎的な研究スキルを学びま
す。その後、3学年進級時の選抜で研究医養成コー
スの履修が認められた学生は、希望する講座・教

室に自由に出入りして医学研究・実験方法の指導
を受けることができ、自分で設定したテーマに基づ
いて研究を始めることが可能です。例えばある学生
は、「ステロイド抵抗性を示す好酸球性疾患」に対
する新しいアプローチの探求を研究しました。通常
の医学教育カリキュラムに加えて研究活動を行う
ため、多忙な毎日になりますが、それだけに6年間
で得られる成果は大きなものとなるでしょう。

1年 2年 3年 4年 5年 6年 卒業後

新たな治療法を開発できる「研究力」を備えた臨床医を目指す

　臨床医と研究医、どちらかを選ぶしかないと思い込んでいた私に、さまざまな取り組み方があ
ると教えてくださったのが解剖学の先生でした。優しく背中を押していただけたことに感謝して
います。研究では、質量顕微鏡という高度な機器を用いてスルファチドという物質の分布を調査
し、臓器に異常をもたらす原因の解明に挑戦しました。求める結果を得るために地道な努力が
必要な分、挑まなければ得られない経験ができ、やりがいを感じています。先生の支援のおか
げで論文の完成まであとわずか。自分の研究が、これからの医療に役立つことを願っています。

中島 啓子 さん（鳥取県／米子東高等学校卒）

挑戦の軌跡が、医療への貢献になる。

国際大学院プログラムを開始
※本学協定校等の外国人留学生受入れ制度

令和4年 9月～

研 究

研究医養成コース

iPS・幹細胞再生医学講座

iPS・幹細胞研究支援センター

iPS・幹細胞応用医学講座

基礎・臨床系講座

分子遺伝学部門

生体情報部門

モデル動物部門

侵襲反応制御部門

ゲノム解析部門

ゲノム編集部門

細胞機能部門

がん生物学部門

綜合研究施設

実験動物飼育共同施設

アイソトープ実験施設

共同利用
研究部門 研究部門

附属生命医学
研究所

［研究施設組織図］ ［令和4年4月開設］

基盤開発部門

腫瘍
病理学部門

免疫部門

光免疫医学
研究所

池田 純一 先生

大学院生

1 2 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

博士
医学部医学科 初期研修

初期研修

11 2 2 3 4
大学院

大学院

1 2 3 4
大学院

医
師
免
許
取
得

臨床経験を充分
積んでから大学院へ

臨床研修に
従事しながら大学院へ

基礎研究医を
目指しまずは大学院へ

A

B

C

博士

博士

◆ 大学院進学のタイミングは自由
◆ 社会人学生として大学院入学も可能
◆ 長期履修（５年）コース選択も可能
◆ ３年で大学院を修了することも可能

　自身のキャリアアップや、研究により医
学の世界に新たな知識をもたらすため、多
くの先輩達が大学院に進学しています。大
学院では、高度な専門的知識はもちろん
のこと、自ら研究を遂行してそれを学会や
論文でグローバルに発表する能力を身に
つけられます。医師の臨床業務をはじめ、
就業先の業務が忙しい人でも社会人学生
として計画的に単位や学位取得が進めて
いけるよう各種制度も整えています。本学
には、多分野の最先端機器が揃う共同実

験施設や最新鋭の動物実験施設があり、
レベルの高い医学研究も可能です。また
研究計画から実施、成果発表に至るまで
一連のサポートを行う臨床研究支援セン
ターも設けています。

関西医科大学 大学院
医 学 研 究 科（ 博 士 課 程 ）

一人でも多くの患者さんを救いたいという志のもと
臨床と研究の両面から、がん治療のスペシャリストを目指す。

　親族が肺がんを患い、治療がうまくいかな
かったことがきっかけで、自分自身で新しい治
療法を発見し一人でも多くの患者さんを救い
たいと思い、医師を目指しました。
　大学卒業後の約10年間、大学病院や市中
病院でがん診療に従事しました。一人ひとりの
患者さんと向き合ってきた中で、治療の限界を
何度も経験したため、研究を通じて少しでも治
療に役立つことを見つけたいと考え、大学院に
進学することにしました。現在は「尿路上皮がん
の腫瘍微小環境の解明」をテーマに研究を
行っています。
　研究を行っていると予想に反する結果が出
て、諦めたくなることもありますが、見方を変える
ことで結果が解釈できるようになり、新しい知
見にたどり着くことがあります。色 と々悩みなが

らも、これまで明らかになっていないことを見つ
けていくことが研究を行っていく上での最大の
魅力であると考えています。
　臨床現場では１日中診療に従事していました
が、現在は附属病院の病理部や病理学講座の
研究室で臨床データの収集や手術検体を用い
た病理組織診断、免疫染色や遺伝子解析など
を主に行っており、朝と夕方は長女の保育園の
送迎を行うなど、生活リズムも変わりました。
　関西医大の大学院は基礎研究だけでなく実
臨床に近い研究も行っており、非常にバランス
のとれた大学院だと感じています。
　大学院卒業後は研究を通して得た知見や技
術を活かし、泌尿器がんを専門分野として今後
も治療の発展に貢献していきたいと思います。

大学院生
Voice
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本学を卒業後、関西医科大学第一内科へ入
局。平成元年（1989年）から大阪府済生会
泉尾病院内科に出向。平成4年（1992年）か
ら関西医科大学第一内科心療内科部門に
所属。平成8年（1996年）から神戸赤十字
病院へ出向。平成１５年（2003年）より心療
内科部長、現在に至る。

各地の災害訓練にも参加している

グリーフケアに尽力。
こころの声を医療の現場へ。

本学を卒業後、関西医科大学小児科研修医
へ。平成15年（2003年）秋田大学大学院医学
研究科修了後、米国シンシナティ小児病院医
療センター博士研究員に。平成19年（2007
年）から群馬県立小児医療センターアレルギー
感染免疫・呼吸器科医長。部長、医局長などを
経て、令和3年（2021年）より東海大学医学部
総合診療学系小児科学教授、現在に至る。

新たな医療機器の臨床応用にも携わる

医師としての飛躍を懸けて渡米。
積極的に挑み、自らを鍛えた。

Profile

Profile

した。震災翌年の平成8年（1996年）から、

阪神・淡路大震災の復興期の被災者の心

身医学的ケアに携り、平成16年（2004年）

の新潟中越地震では救護班として現地へ。

被災地を前に「この10年後が現在の神戸。

私が復興期の神戸で経験したことを新潟

へ伝え、全国へも発信する必要があるの

だ」と痛感したことは忘れられない記憶に

なっています。

　中越地震の翌年、JR福知山線脱線事故

を契機に、私は日本DMORT（ディモート：

災害死亡者家族支援チーム）を立ち上げ

ました。災害で家族を亡くされた方には、心

に寄り添うグリーフケアが必要です。特に

福知山線脱線事故は、日本で初めて大々

的なトリアージが実施されたことでも知ら

れています。赤タッグの重症者は病院へ搬

送され、黒タッグの80名は現地に残されま

した。黒タッグをつけられて亡くなられたご

子息のお母様は、事故から半年後になって

「あのとき搬送されていたら助かったので

は、と心にひっかかっている」と無念の気持

ちを遠慮がちに話されました。負傷者は回

復するが、遺族の心は時とともに悪化して

いくことさえある。こうした遺族の想いや現

実を医療現場へ伝えることが、私の使命。

災害時のメンタルケアやグリーフケアをラ

イフワークとして、心に寄り添い続けます。
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きに「心療内科」の存在を知り、やがて重

篤な病気の患者さんを、心身ともに支えた

いという目標を持つように。しかし、心療内

科に興味を持つ一方で、「まずは内科医と

して一人前になりたい」との思いも。卒業

後、医師としてのキャリアは内科からスター

トしました。

　内科研修医として歩み始めた私でした

が、最初は自分が描いていた理想の医師

像とスキルのギャップに苦心しました。命を

救う頼もしい存在でありたいのに、現実の

自分は採血などの基本的な手技もまだま

だ未熟。恩師にアドバイスをいただきなが

ら経験を積み、克服していきました。現場で

奮闘を続け、内科医として自信も持てるよ

うになったところで関西医科大学の心療

内科へ。母校に籍を置きながら、出向という

形で働くことになったのが、神戸の赤十字

病院です。ここで災害医療に携わったこと

が、医師人生のターニングポイントになりま

　幼い頃から野口英世のような医学界の

偉人に憧れ、小学2年生の時には作文で

「おいしゃさんになります」と書くほどでし

た。関西医科大学に合格した日は、人生で

一番と言ってよいほど喜んだことを覚えて

います。入学後は、私が憧れた医師像を追

い求めて、熱意ある仲間たちとのサークル

活動に打ち込みました。社会のさまざまな

医療課題をテーマとして、大学の垣根を越

えて議論。そのなかで私は「ターミナルケア」

という言葉を知りました。それは、治療では

助けられない命への寄り添い方を考える

入口だったように思います。大学3年生のと

日本DMORTを立ち上げ、
グリーフケアの最前線へ。

生涯向き合うテーマと出会った、
関西医科大学での活動の日々。

医師としてキャリアを重ねる中、
神戸で迎えたターニングポイント。

は、相手を信頼し、教えられるのではなく自

ら見て学ぶ、という古き日本文化の良さも

あります。欧米にはない、私たちらしい教育、

知識や技術の伝承方法があるのではない

か、と考えるようになりました。私が先人に

薫陶を受けたように、少しでも多くの若手に

想いをつなげていくことが目標です。

回痛烈な批評を受けるなど大変なこともあ

りましたが、その苦労はやがて信頼に変

わっていきました。実績を評価されるだけ

でなく、研究所の採用面接や学生の世話

役を頼まれるまでになったのです。アメリカ

の研究者と全く同じように仕事を任され、

医師としても人としても鍛えられたことは、

私の大きな自信になりました。

　教授となった今は、診察や研究の相談を

受けることが多くなりました。臨床の現場に

立つ時間は少なくなりましたが、朝は病棟

で研修医や専攻医のラウンド（回診）につ

いてアドバイスや指導を行っています。小児

科は、子どもたちを中心に流行する感染症

への早急な対応が求められることも多く、

その時々に応じた業務にあたっています。

後進の育成を担う教授として目指してい

るのは、教育への「日本人らしさ」の反映で

す。私たちは、災害時でも律儀に並び、秩序

を守れる国民性を持っています。その中に

　幼い頃に耳鼻科に通院していたことがあ

り、診察の中で先生に教わったことを周り

の人に話して喜びを感じるなど、当時から医

学的な知識には興味を持っていました。ま

た、身近にお年寄りの方が多い環境で育っ

たことで、皆さんに長生きしてほしいという思

いが自然と芽生え、それが医師を目指す意

志になっていったのだと思います。現在の所

属は、東海大学医学部総合診療学系小児

科学。小児科へ進んだ原点は、関西医科大

学での貴重な出会いにあります。在学中、私

が目の当たりにした小児科の先生方は語学

が堪能で海外の論文もいち早く読まれ、知

的な雰囲気に満ち溢れていました。その姿

勢や医師としての在り方に感銘を受けたこ

とが憧れとなり、目標になったのです。また、

さまざまな病気の知識を幅広く身につけた

いと考えたことも小児科を選んだ理由の一

つ。例えば内科であれば、消化器や循環器

のように細分化されますが、小児科は心身

全体を広く見渡します。このスケール感が

私に合っていたのだと思います。

　医師になってから、さまざまな場所で

キャリアを重ねてきましたが、特に大きな

ターニングポイントとなったのはアメリカで

のポストドクター（博士研究員）経験です。

医師としての飛躍を目指して、憧れていた

先生のもとで働かせていただきました。先

生はもちろん研究所のスタッフともほとん

ど面識はなく、日本とは言葉も文化も異な

る環境で信頼関係を築くところからのス

タートです。研究に取り組むための費用も、

自らの力で確保する必要がありました。毎

週行われる研究所員への研究発表では毎

日本人らしく、誇らしく、
後進の育成に力を注ぐ。

知的な雰囲気、医師としての在り方。
関医の先生方が憧れだった。

医師として人として成長した、
アメリカ勤務時代。

村上 典子先生 ［昭和62年（1987年）卒］ 神戸赤十字病院 心療内科 部長 山田 佳之教授 ［平成7年（1995年）卒］  東海大学医学部 総合診療学系小児科学

活躍する卒業生



附属病院 KANSAI MEDICAL UNIVERSITY

HOSPITAL

慈仁（めぐみ）を心の鏡とした、安全であたたかい医療を提供します

│  施設紹介  │
臨床教育の現場
附属医療機関・クリニック

　附属病院は、地下1階、地上13階の建物に

751床有しており、特定機能病院として高度

先進医療を実践し、安全であたたかい医療を

提供しています。また、災害拠点病院、高度救

命救急センターの認可を受けているほか、地域

がん診療連携拠点病院、大阪府アレルギー

疾患医療機関、大阪府難病診療連携拠点病

院、がんゲノム医療連携病院の指定を受ける

など、北河内医療圏の中核を担っています。こう

した医療提供体制に加え、臓器別診療体制、

センター化の推進など多様な疾患に対応で

きる体制を築き、1日外来平均患者数2,167.7

人、病床稼働率96.4%と効率的な運営を行っ

ています。

　附属病院と、医科大学有数の規模を誇る

シミュレーションセンターや図書館などが位

置する枚方キャンパス医学部棟とは、3階の

スカイウェイで直結しています。医学生は1学

年の早期体験実習や2学年の看護実習、5・6

学年のクリニカル・クラークシップ（臨床実

習）など、在学中のさまざまな実習先として

大いに活用しています。

〒573-1191 大阪府枚方市新町2丁目3番1号
TEL 072（804）0101
■診療科／血液腫瘍内科、呼吸器腫瘍内
科、呼吸器・感染症内科、循環器内科、腎
臓内科、内分泌内科、糖尿病科、消化器肝
臓内科、心療内科、総合診療科、脳神経内
科、精神神経科、小児科、肝臓外科、胆膵
外科、消化管外科、小児外科、乳腺外科、
心臓血管外科、血管外科、呼吸器外科、脳
神経外科、脳血管外科、脳血管内治療科、
小児脳神経外科、整形外科、形成外科、皮
膚科、腎泌尿器外科、眼科、耳鼻咽喉科、
頭頸部外科、歯科・口腔外科、画像診断
科、放射線治療科、核医学科、血管造影
IVR科、産科、婦人科、婦人科内視鏡外
科、麻酔科、臨床検査医学科、病理診断
科、救急医学科、リハビリテーション科、リ
ウマチ・膠原病科、健康科学科

■病床数／751床
■外来患者数／1日平均2,167.7人（令和3年度）

高度で先進的な医療を実践し、
地域医療の発展に貢献。

　昭和7年に旧附属病院として開院した総合

医療センター（旧附属病院→旧附属滝井病院）

は、平成25年に枚方キャンパスに移転した大

学跡地に、新本館を開院しました。また、旧本館

跡地には、患者さんのリハビリテーションや、患者

さん及びご家族の憩いの場として利用してもら

うことを目的とした、サッカーグラウンドと同等

の広さを持つ緑豊かなホスピタルガーデンを

建設するなどし、平成30年にグランドオープン、

併せて機能拡充も図り、生まれ変わりました。

　ほぼ全ての診療分野を網羅する診療科に加

え、救命救急センター、心臓血管病センター、

不整脈治療センター、人工関節センターなど

35のセンターを有し、チーム医療を推進する

とともに、自信を失っている患者さんの不安

や恐れを解放し、身体のみでなく、豊かな人生

と実りある社会復帰に努めるリエゾン精神医

学を実践するなど、北河内医療圏の基幹病院

として地域医療に貢献しています。

　3学年の配属実習や5・6学年のクリニカル・

クラークシップ（臨床実習）など、在学中のさま

ざまな実習先としても利用します。

〒570-8507 大阪府守口市文園町10番15号
TEL 06（6992）1001
■診療科／血液腫瘍内科、呼吸器膠原病内
科、呼吸器腫瘍アレルギー内科、循環器内
科、腎臓内科、内分泌代謝内科、健康科学
科、消化器肝臓内科、脳神経内科、精神神
経科、小児科、消化管外科、肝胆膵外科、乳
腺外科、血管外科、心臓外科、呼吸器外科、
脳神経外科、整形外科、リウマチ科、形成外
科、皮膚科、腎泌尿器外科、眼科、耳鼻咽喉
科、頭頸部外科、歯科・歯科口腔外科、放射
線科、産婦人科、麻酔科、ペインクリニック・
緩和医療科、臨床検査医学科、病理診断
科、救急医学科、リハビリテーション科
■病床数／477床
■外来患者数／1日平均1,270.9人（令和3年度）

救命救急センターや多様な診療科で、
地域医療を支える良医育成の場。

関西医科大学の擁する4病院+1クリニックが、
実践を通じて高度な知識を身につける学びのステージとなります。

附属病院HP 総合医療センター KANSAI MEDICAL UNIVERSITY

MEDICAL CENTER

慈仁（めぐみ）を心の鏡とした、患者さん本位の病院

総合医療センターHP
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│  施設紹介  │

〒540-0008 大阪市中央区大手前1丁目7番31号 OMMビル3階
TEL 06（6943）2220 
■診療科／外来部門（内科、眼科、皮膚科、放射線科、乳腺外科）  
              総合健診センター（人間ドック、成人病検診、その他各種健診）

　当クリニックは昭和４４年に大阪マーチャンダイズ・マート・メディカル

センターとして開院し、その後いち早く予防医療の重要性に着目して、

翌年にはドック健診部門が併設されました。平成24年に関西医科

大学と経営統合して関西医科大学天満橋総合クリニックとして再

スタートし、現在は、内科、眼科、皮膚科、放射線科、乳腺外科の５科か

らなる外来部門と、総合健診センターとで構成されています。

　総合健診センターにおいては、受診された方々の健康状態の確認、

発病前のいわゆる未病の段階での生活習慣指導、疾患の早期発見に

努めています。また外来部門では、地域の皆様や健診で異常を指摘さ

れた方々に、プライマリーケアから専門的な医療まで幅広く提供するこ

とを目指しています。

　予防医療についての知識を深め、クリニックにおけるプライマリーケア

を理解するための実習の場として利用することができます。

予防医療から診療へ、
シームレスな医療を提供

　昭和22年に旧香里病院として開院し、京阪香里園駅周辺の再開発によ

り一旦閉院したものの地域住民からの要望と行政からの支援を受け、平成

22年香里病院として再開発地区の中に開院しました。

　外来での維持透析を主体とした腎臓病センターや化学療法室を有し、紹介

状が必須ではない（病床数199床）ことや、京阪電車香里園駅から歩行者

デッキで直結するアクセスの良さを活かした夕方診療（夕診）を行うなど、

開かれた病院として地域のみなさんに愛されている地域密着型の病院です。

　3学年の配属実習や5・6学年のクリニカル・クラークシップ（臨床実習）な

ど、在学中のさまざまな実習先としても利用します。

〒572-8551 大阪府寝屋川市香里本通町8番45号
TEL 072（832）5321 
■診療科／内科、総合診療科、小児科、外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、皮膚科、腎泌尿
器外科、眼科、耳鼻咽喉科、婦人科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科、精神科
■病床数／199床　■外来患者数／1日平均662.6人（令和3年度）　■機能訓練室／100㎡
■腎臓病センター／30床　■化学療法部／10床　■手術室／3室

駅前のアクセスの良さを利用した、
地域住民のみなさまに親しまれる病院。

　平成30年に関西医科大学の4番目の病院として開院しました。回復期
リハビリテ－ション病棟、一般病棟、地域包括ケア病棟からなるケアミック
ス型病院で、特にリハビリテーション医療に注力しています。
　くずは病院の開院によって附属病院や総合医療センターにおいて展開し
てきた高度急性期医療に加え、回復期へと移行した患者さんが、住み慣れた
街、住み慣れた家で一日でも早く安心して暮らせるよう医療と介護の密接
な連携を図る事ができるようになりました。
　医療サービスの充実という面だけではなく、医学部学生や臨床研修医にとっ
ても回復期の医療を学ぶことができる貴重な実習の場としても利用できます。

〒573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町4番1号
TEL 072（809）0005
■診療科／内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、外科、整形外科、脳神経外
科、皮膚科、泌尿器科、放射線科、リハビリテーション科

■病床数／94床（一般病床26床、地域包括ケア病床16床、回復期リハビリテーション病床52床）
■在宅部門／関医デイケアセンター・くずは、関医ケアプランセンター・くずは、関医ヘル
パーステーション・くずは、関医訪問リハビリテーション・くずは、関医訪問看護ステー
ション・くずは

リハビリやデイケア、訪問看護など
“地域密着型”医療・介護を提供。

　高齢化社会への対応、地域包括ケアシステ

ムの補完、そして大学としての医学部生・看護学

部生・リハビリテーション学部生の実践教育

の場の形成というさまざまな目的から、関西医科

大学では介護・リハ・在宅医療部門の強化を

図ってきました。令和2年1月から附属病院に

訪問看護ステーション、ケアプランセンター、デイ

ケアセンターを立ち上げ、既に稼働している香

里病院、総合医療センター、くずは病院（加え

てヘルパーステーション）と合わせ関西医科

大学附属の4病院すべてでこれらの事業所が

稼働しました。これらを機能的に連携させるこ

とにより、関西医科大学が位置する大阪府北

河内2次医療圏において健康、予防医療、医

療、介護、福祉、在宅医療とシームレスなヘル

スケアシステムを構築します。

ヘルスケアシステムの構築
大阪府北河内2次医療圏を支える

附属病院
（令和2年開設）

関医訪問看護ステーション・枚方
関医ケアプランセンター・枚方
関医デイケアセンター・枚方

総合医療センター
（平成31年開設）

関医訪問看護ステーション・滝井
関医ケアプランセンター・滝井
関医デイケアセンター・滝井

香里病院
（平成28年～平成30年に順次開設）

関医訪問看護ステーション・香里
関医ケアプランセンター・香里
関医デイケアセンター・香里

くずは病院
（本学グループに入る前から開設）

関医訪問看護ステーション・くずは
関医ケアプランセンター・くずは
関医デイケアセンター・くずは
関医ヘルパーステーション・くずは
関医訪問リハビリテーション・くずは

関西医科大学の
介護・リハ・在宅医療部門

香里病院 KANSAI MEDICAL UNIVERSITY

KORI HOSPITAL

慈仁心鏡を礎に地域とともに歩む病院

香里病院HP 天満橋総合クリニック KANSAI MEDICAL UNIVERSITY

TEMMABASHI GENERAL CLINIC

慈仁心鏡の精神のもとに、受診者に寄り添う医療を目指します

天満橋総合
クリニックHP

くずは病院 KANSAI MEDICAL UNIVERSITY

KUZUHA HOSPITAL

慈仁（めぐみ）を心の鏡とした、安全で安心な医療・介護を提供します

くずは病院HP
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命を救うことに、善も悪もない。そのシンプルな

目標に向けて尽力したいとの想いで、医師の道

を志しました。私が医師になった頃の社会の

価値観は今とは大きく異なり、女性医師もまだ

まだ少ない時代。子育ての時期には、子どもを

連れて学会に参加したこともありました。女性

のキャリアには結婚や出産の影響が大きく、そ

オール女性医師
キャリアセンター
の主な取り組み

職場環境の
充実

復職支援 相談窓口

キャリアアップ
支援

オール女性医師キャリアセンター
関西医科大学では、昭和3年（1928年）に大阪女子高等医学専門学校を設立以来、女性医
師育成の伝統を受け継ぎ、オール女性医師キャリアセンターを設置しています。近年、ますます女性
医師数が上昇し、今後も一層女性医師への期待や役割が大きくなっていく中、センターでは
「すべての女性医師に活躍のステージを提供する」をスローガンに、キャリアアップ支援、復職
支援、職場環境の充実、啓発活動、相談窓口設置に取り組んでいます。女性医師のサポートを
通じて、男女を問わずすべての意思が働きやすい職場環境整備を目指して、挑戦し続けます。

第一線で働く女性医師から
医学部を目指す“あなた”へのメッセージ。Me�age

すべての女性医師に
活躍のステージを。
女子医専の伝統を今の時代に、灯し続ける挑戦。

関西医科大学の
女性医師支援

「人」、「生活」に着目した看護学を学ぶ
実践的なカリキュラム
保健師国家試験受験資格を全員が取得可能、
選択制で助産師国家試験受験資格も取得できる

　人々の生命・健康・生活を統合した専門知識と技術を備えた
実践的な「看護力」を養うカリキュラム編成により、看護職として
社会に貢献できる柔軟な想像力と行動力、実践力を養います。看
護学部では地域の人 と々の交流を通して、「生活を看る」、「人を看
る」看護職を育成します。ますます多様化・複雑化していく医療
現場では、病の背後にある人の生活を理解し、それぞれの健康
レベルに応じた看護ニーズに応えることが求められます。1年次
から地域の実情を把握する実習科目を配置し、2年次以降、外
来診療、病院や訪問看護ステーション等さまざまな実習先で、
患者の「生活」までを視野に入れた学びを深めます。4年次には
統合実習としてそれまでに学修した知識と技術を総括します。

本学創設の地で
地域社会での活動を支え
健康寿命延伸に寄与する
リハビリテーション専門職を養成

　リハビリテーションは、人々の生活を支える地域医療に欠
かせない分野として、日々重要性が高まり続けています。本学
リハビリテーション学部には、各分野の研究・教育・臨床経験
豊富な教員が着任。作業療法士、理学療法士の土台となる
基礎知識の修得後、さまざまな専門分野に進むことができる
環境が整っています。AIや医療ロボットなどを扱う「先端リハ
ビリテーション医学」、「がんリハビリテーション学」は、学部共
通科目として履修。質の高いリハビリテーションが求められる
中、高度な専門的知識と実践的指導力を持ち、人としての尊厳
を大切に考える作業療法士と理学療法士を育成します。

医学、看護学、リハビリテーション学の連携で幅広い視野を持つ医療人を育成

　新入生は入学後すぐに3学部合同の合宿研修を行い、交流やディスカッションを通して
お互いについて知る機会を設けます。その後に、小グループにおいて、事例を用いながら提示
された課題についてディスカッションを繰り返し、その内容を各グループで発表する合同授業
を展開します。これらの授業を通して、互いの専門性を活かしながら、お互いの責務や役割を
理解し協働する職種であることを自覚し、学びを深めていきます。その他、多くのクラブ活動
や霜月祭は３学部合同であるため、1年を通じて随時交流があります。

医学部生・看護学部生・リハビリテーション学部生と共に
在学中から“チーム医療”を学ぶ環境が関西医大にはあります。

合宿研修の様子

枚方キャンパス 看護学部棟
〒573-1004  大阪府枚方市新町2丁目2番2号

牧野キャンパス リハビリテーション学部棟
〒573-1136  大阪府枚方市宇山東町18番89号

関西医科大学は、医学教育の先をゆく
“医療系複合大学”へ。

看護学科

看護学部 リハビリテーション学部
作業療法学科／理学療法学科
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女性医師にとってキャリアを重ねやすい環境が、
よりよい医療の提供につながることを願って。

女性医師をサポートする体制の充実ぶ

りに魅力を感じたことが、関西医科大学

を選んだ理由のひとつでした。国内だけ

でなく、国外でも医師としてのさまざまな

経験を重ねられるサポートがあり、生涯

を通じて、幅広く可能性を広げられると

感じています。実習の際に見せていただ

いた、臨床の現場で活躍されている先生

方のようになりたいという思いが、私の

原動力。患者さんの日常を取り戻すた

め、患者さんにとって最善の治療法や手

術に向き合う医師の姿に憧れました。学

びの意欲を高めてくれる先生方、ともに

学ぶ仲間、さまざまな出会いを糧にこれ

からも目標を追い続けます。

現場で活躍されている
先生方の熱意が、
私のモチベーションに
なっています。
酒井 なつみさん
（奈良県／奈良学園高等学校卒）

Voice
の点を不安に思う女性医師、医師を目指す女

子学生も多いと聞きます。性差だけでなく人種

や国籍を超えたダイバーシティの意識向上は、

医療界にも求められるようになりました。今こそ

私たちの経験を活かし、これからの時代に向

けた女性医師が活躍できる環境づくりに貢献

したいと考えています。

私が勤務する関西医科大学附属の医療機関

では、女性医師の活躍が目立つようになってき

ました。出産、子育てというライフイベントにも

柔軟に対応しながら医師としてのキャリアを重

ねていけるよう、制度面でも改善が図られてい

ます。制度が整う一方で、それを知らない女性

医師もいるので、しっかりと周知して機能させ

ていくことを心がけるようになりました。仕事と

家庭、子育てとキャリア、何を大切にするか価

値観は人それぞれですので、これからの時代に

は、より多様性に対応した仕組みが必要になる

でしょう。医師にとって働きやすい環境の整備

が、患者さんによりよい医療を提供につながる

ことを願っています。

わたしたちの世代にできることを

変わりつつある女性医師の働き方

小児科学講座

石﨑 優子診療教授

関西医科大学女性医師奨励賞（アプリコット賞）を制定
本学に勤務する女性医師を対象に、教育、研究又は診療の分野において、優れた成
果を納めた方を表彰する賞を制定しました。



令和5年
1月14日・15日
第1次試験

（大学入学共通テスト）

一般選抜試験
（後期）

大学入学共通テスト
利用選抜試験
（後期）

令和5年2月  1日～
令和5年2月16日　

出願期間

出願～入学までの流れ

11月

12月

1月

2月

3月

4月

大学入学共通テスト
利用選抜試験（前期）

大学入学共通テスト・
一般選抜試験併用試験

一般選抜試験
（前期）

推薦型選抜試験

令和4年11月  9日～30日
出願期間

令和5年2月  7日
第1次試験合格者発表
令和5年2月11日
第2次試験

令和5年2月16日
第2次試験合格者発表

令和5年2月10日　第1次試験合格者発表

令和5年2月24日　第2次試験合格者発表

令和5年2月18日　第2次試験

入学式

入学試験ガイド

一般選抜試験（前期）第1次試験は
全国4会場で受験できます！

令和5年度入試のポイントは次のとおりです。詳細は本学Webサイト等でご確認ください。

※日程は令和4年5月時点での予定。詳しくは「令和5年度学生募集要項」をご覧ください。

※大学入学共通テスト以外の本学試験は本学枚方キャンパスで実施予定

令和4年12月23日 第2次試験合格者発表

令和4年12月11日 第1次試験

令和4年12月13日 第1次試験合格者発表

令和4年12月17日 第2次試験

令和4年12月24日～
令和5年  1月12日　

出願期間

令和5年1月14・15日　第1次試験（大学入学共通テスト）

令和5年1月28日　第1次試験

令和5年3月17日 　第2次試験合格者発表

令和5年3月14日　第2次試験

令和5年3月10日　第1次試験合格者発表

令和5年3月  4日　第1次試験

［福岡会場］
南近代ビル

［大阪会場］
インテックス大阪

［東京会場］
ベルサール新宿

グランドコンファレンスセンター

［名古屋会場］
TKPガーデンシティ
PREMIUM
名古屋新幹線口

▶第1次試験　適性能力試験（数理的問題・英文問題を含む）、小論文（第２次合否判定時に使用）
▶第2次試験　面接（個別）

選考方法

▶第1次試験　数学、外国語（英語）、理科（物/化/生から2科目）
▶第2次試験　面接（個別）

選考方法

▶第1次試験　一般選抜試験（前期）と大学入学共通テスト利用選抜試験（前期）の各第1次試験
▶第2次試験　面接（個別）

選考方法

▶第1次試験　前期：国語（近代以降）、数学（ⅠA/ⅡB2科目必須）、理科（物/化/生から2科目）、外国語（英語：リスニング含む）、
　　　　　　　　　地理歴史・公民（世A/世B/日A/日B/地A/地B/現/倫/政・経/倫・政・経から1科目）
　　　　　　　後期：数学（ⅠA/ⅡB2科目必須）、理科（物/化/生から2科目）、外国語（英語：リスニング含む）
▶第2次試験　面接（個別）

選考方法

別途、地域枠・研究医枠の臨時定員増につき設置構想中です。

大学入学共通テスト・
一般選抜試験併用試験

一般選抜試験
（前期・後期）

募集人員

10名

10名

7名

出願資格  ※抜粋

出願資格  ※抜粋

出願資格  ※抜粋

大学入学共通テスト利用
選抜試験
（前期・後期）

推
薦
型
選
抜
試
験

特色選抜試験

一般枠学校推薦型選抜試験

特別枠学校推薦型選抜試験
（専願制）

●卒業後、本学又は本学指定の地域・診療科において教育・研究・
　診療ができる者
●本学を専願し、出願後は必ず受験し、合格の際に入学を確約できる者
●令和5年3月卒業見込みの者または令和4年3月に卒業した者
●全体及び6教科の学習成績の状況4.0以上

●令和5年3月卒業見込みの者または令和4年3月に卒業した者
●全体の学習成績の状況3.5以上

●令和5年3月卒業見込みの者または令和4年3月に卒業した者 
［国際型除く］
英語型 CEFR B2以上　
国際型 国際バカロレア総合成績36点以上
科学型 国際科学オリンピック日本代表最終選考等参加者

募集人員

募集人員

募集人員

募集人員

募集人員

13名

53名 5名

12名 5名

※

受
験
で
き
る
試
験
種
別
は

　
い
ず
れ
か
1
つ
で
す
。

前期 後期

大学入学共通テスト利用
選抜試験（後期）と合わせて

前期 後期

一般選抜試験（後期）
と合わせて

※今後、選抜方法の見直し等により変更が生じることがありますので、詳細は、「令和5年度学生募集要項」や本学Webサイトを確認してください。

オープンキャンパス情報

在学生が引率するキャンパス見学会、
各種個別相談会を予定しています。
※詳細は本学Webサイトをご確認ください。

7 16 ・24 日土

関西医大
受験生サイト
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入試と学生生活 出身校一覧
心配ごとをとりはらって、いざスタートラインへ。 関西医科大学の「同窓の絆」は、関西圏を中心に、日本各地に拡がっています。

本学入学者の医師子弟の割合は、年度により多少の変化はあり
ますが大体4割から5割です。なお、入学の条件に保護者の職業が
影響することは一切ありません。

入学者における医師子弟の割合を
教えてください。Q

最近5年間の志願者数、入学者数を男女ごとに示します。

医学部志願者数、入学者数の近年の動向と、
あわせて男女の比率も教えてください。Q

新卒業生における最近5年間の医師国家試験合格率を示します。

医師国家試験の合格率を教えてください。Q

最近5年間の現役・浪人の入学者数を男女ごとに示します。

現役と浪人の入学割合を教えてください。Q
配点は、英語100点、数学100点、理科（2科目）200点、合計400
点です。令和4年度の最低点は前期試験が250点、後期試験が255点
でした。なお、小論文及び面接は、段階評価となります。

一般選抜試験の各科目の配点と
正規合格者の最低点を教えてください。Q

本学では、教育・研究施設設備の整備拡充のため、任意の寄付金の
募集を入学後にご案内しています。

寄付金はあるのでしょうか。Q

令和5年度一般選抜試験（前期）第1次試験は、大阪・東京・名古屋・
福岡の4会場で実施します。一般選抜試験（後期）は枚方キャンパス
医学部棟で実施します。

一般選抜試験を地方で受験できますか。Q

学生寮はありませんが、大学周辺には学生マンションが多数あり
ます。ワンルームマンションで月5～6万円です。

学生寮はありますか。Q

令和5年度から670万円引き下げ、6年総額で2,100万円となり
ました。これは西日本の私立医科大学では最も低い金額となって
います。なお、学費について詳しくはP51をご覧ください。

6年間の学費を教えてください。Q

        

          

     

年 度
受験者数
合格者数
合格率（％）

令和3

110

102

92.7

令和4

100

98

98.0

令和2

105

100

95.2

平成30

119

111

93.3

令和元
112

103

92.0

医師国家試験合格率

入学者数

志願者数

          

          

     

年 度
男
女
合 計

令和3

2,140

1,700

3,840

令和4

2,181

1,680

3,861

          

          

     

年 度
男
女
合 計

令和3

72

55

127

令和4

84

43

127

令和2

2,369

1,661

4,030

令和2

76

52

128

平成30

2,099

1,385

3,484

令和元
2,412

1,633

4,045

平成30

66

56

122

令和元
65

57

122

（　）内は、現役生数

現役・浪人の割合

0 25 50 75 100 125 150

72（14）

55（17）

127（31）

127（31）

令和3

令和4

令和元

76（9）

52（10）

128（19）

66（8）

56（19）

122（27）

84（17）

43（14）

65（8）

57（10）

122（18）

令和2

平成30

※棒グラフ下段の色の濃い部分が現役生数

■ 男子
■ 女子
■ 合計

在学生出身高等学校一覧
四国地方
徳島県
県立城東
県立城南
香川県
香川県大手前
大手前丸亀
県立高松
県立丸亀
高松第一
愛媛県
愛光
県立今治西
済美平成中等教育学校
高知県
土佐

九州地方
福岡県
久留米大学附設
西南学院
筑紫女学園
県立福岡
県立城南
福岡雙葉
明治学園
福岡大学附属大濠
上智福岡
リンデンホールスクール
　中高学部
佐賀県
弘学館
長崎県
青雲
熊本県
真和
九州学院
大分県
県立大分上野丘
岩田
宮崎県
県立宮崎西
宮崎第一
鹿児島県
樟南
県立鶴丸
ラ・サール
沖縄県
県立那覇
沖縄尚学
昭和薬科大学付属

海外
スイス
スイス公文学園高等部

京都共栄学園
京都光華
立命館宇治
福知山成美
京都産業大学附属
同志社
同志社女子
東山
洛星
立命館
洛南
滋賀県
県立彦根東
県立膳所
県立八日市
奈良県
帝塚山
東大寺学園
県立奈良
奈良学園
西大和学園
奈良女子大学附属
　中等教育学校
智辯学園奈良カレッジ
　高等部
奈良学園登美ヶ丘
飛鳥未来
和歌山県
近畿大学附属和歌山
開智
智辯学園和歌山
県立桐蔭
県立海南
和歌山信愛
慶風

中国地方
鳥取県
県立鳥取西
県立米子東
県立倉吉東
島根県
県立浜田
県立松江北
岡山県
県立倉敷青陵
県立岡山操山
県立岡山朝日
岡山白陵
県立倉敷天城
就実
広島県
国立広島大学附属
広島大学附属福山
修道
ノ－トルダム清心
県立呉三津田
広島女学院
広島学院
呉青山
山口県
県立防府

北海道
北海道
立命館慶祥
函館ラ・サール

東北地方
秋田県
明桜

関東地方
東京都
麻布
海城
暁星
光塩女子学院高等科
共立女子
鴎友学園女子
巣鴨
都立青山
獨協
都立戸山
都立日比谷
桐朋女子
玉川学園高等部
NHK学園
成城学園
都立八王子東
杉並学院
工学院大学附属
神奈川県
県立横浜翠嵐
公文国際学園高等部
湘南白百合学園
洗足学園
横浜雙葉
埼玉県
栄東
開智未来
千葉県
渋谷教育学園幕張
県立千葉東
県立長生

信越地方
山梨県
甲陵
長野県
長野県長野
松本秀峰中等教育学校

北陸地方
新潟県
県立長岡
石川県
県立金沢泉丘
福井県
県立藤島
北陸

東海地方
愛知県
県立岡崎
県立明和
県立瑞陵
愛知
県立豊丘
県立刈谷
県立時習館
県立東郷
県立岡崎北
金城学院
県立常滑
春日井南
東海
滝
名古屋市立菊里
名古屋市立向陽
南山
名古屋
海陽中等教育学校
岐阜県
鶯谷
県立岐阜
静岡県
県立掛川西
県立静岡
静岡学園
県立沼津東
浜松市立
東海大学付属静岡翔洋
三重県
鈴鹿
高田
県立伊勢

近畿地方
大阪府
府立茨木
大阪星光学院
府立高津
府立岸和田
府立富田林
府立天王寺
府立北野
追手門学院
府立豊中
大阪教育大学附属
　天王寺校舎
大阪教育大学附属
　池田校舎
大阪教育大学附属
　平野校舎
府立大手前
府立三国丘
府立四條畷
府立生野
大阪市立
大阪信愛女学院
大阪女学院
大谷
府立春日丘
追手門学院大手前
大阪商業大学
開明
大阪桐蔭
関西大倉
金蘭千里
近畿大学附属
関西大学第一
関西創価
金光八尾
清風
清風南海
四條畷学園
四天王寺
相愛
高槻
東海大学付属仰星
帝塚山学院泉ケ丘
初芝富田林
桃山学院
明星
履正社
早稲田摂陵
清教学園
天王寺学館
関西学院千里国際高等部

兵庫県
小林聖心女子学院
甲南女子
神戸海星女子学院
甲南
甲陽学院
関西学院
賢明女子学院
近畿大学附属豊岡
三田学園
淳心学院
親和女子
神戸女学院高等学部
滝川
滝川第二
灘
西宮市立西宮
仁川学院
県立神戸
白陵
雲雀丘学園
県立北須磨
県立宝塚北
県立星陵
県立洲本
武庫川女子大学附属
百合学院
六甲
六甲学院
須磨学園
神戸大学附属
　中等教育学校
京都府
大谷
府立嵯峨野
京都市立西京
京都市立堀川
府立福知山
府立桃山
府立洛北
府立山城
京都教育大学附属
京都女子
京都市立紫野

都道府県別在学生数
※出身高校の所在地別に集計

東京
21

埼玉
2

群馬
0

栃木
0
茨城
0

沖縄
4

佐賀
1
長崎
5

海外
2

福岡
22

熊本
2

大分
3

宮崎
3鹿児島

6

山口
1

島根
2
広島
18

岡山
17

鳥取
4

愛媛
16
高知
2

香川
6
徳島
2

大阪
265

和歌山
25

兵庫
92

北海道
2

青森
0

岩手
0

宮城
0

千葉
3神奈川

5

福島
0

山形
0

秋田
1

新潟
2

静岡
8

山梨
1

長野
3

富山
0

岐阜
5

愛知
42

三重
8

滋賀
7

福井
3

石川
1

奈良
59

京都
103
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北海道、関東（茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈
川）、静岡、新潟、長野、北陸（富山・石川）、岐阜、福井、愛
知、滋賀、三重、京都、奈良、大阪、学内、和歌山、兵庫、姫
路、鳥取、岡山、島根、広島、山口、香川、徳島、愛媛、高知、
九州北部（福岡・佐賀・長崎・熊本）、大分、南九州（鹿児
島・宮崎・沖縄）

全国30支部

■関西医科大学 同窓会 支部一覧

医師のキャリアを支える同窓会

日本地図に広がる
同窓生の輪

本学は、昭和3年の創立以来、実に8,682名に及ぶ卒業生を輩出してきました。

「関西医科大学同窓会」は同窓生の絆を深め、親睦を図るために、

昭和8年6月15日、第1回卒業生によって創立された組織です。

北海道から九州まで、全国を網羅するネットワークを構築しています。

医療知識の勉強会や親睦会の開催など、同窓会会員同士が支え合い、

地域ごとに特色のある活動を行っています。

医師、研究者を目指す夢を、費用の面からも応援します。

奨学金制度

同窓会学費・奨学金制度

　一般財団法人加多乃会は、現役学生や教職員の支援にも力を入れていま
す。先人が残した足跡を、次代へ̶。次の時代を担う後進の育成支援を惜しま
ず、積極的に取り組んでいます。現在、10賞18種類の助成を行なっています。

次世代への支援「一般財団法人加多乃会研究助成」

学費

学納金

※1 初年度の納入金のうち入学金、施設設備費及び教育充実費に
ついて大学が認める正当な理由のあるときは、分割納入の適用
を考慮します。

※2 次年度以降の授業料等は、前・後期の2期に区分し、それぞれ定
められた期間（4月・10月）に年額の2分の1に相当する額を納
入することになっています。

※3 その他の納入金（慈仁会＊入会金、慈仁会＊会費、学生自治会入
会金、学生自治会会費等）を徴収します。詳細は募集要項をご
確認ください。

　　＊慈仁会：本学医学部の保護者会の名称です。

　自然科学が好きなことや理系分野に強いとい
う自分の個性を、医学への貢献につなげたいと
考えて関西医科大学への進学を決意しました。
入学試験では、手応えはありましたが1位とまで
は予想していなかったので、この受賞は大変うれ
しく、両親も喜んでくれたことが印象に残ってい
ます。学内に名前が知れ渡ったおかげで、学生
の立場で学生の学びをサポートする教務委員に津田 直輝 さん （大阪府／清風高等学校卒）

自分を磨き、クラスメイトの学びもサポートしたい。

実質納入金額

鮫島美子賞

初年度
2年目以降
6年間総計

実質納入金額

藤森民子賞 5,000,000円を交付
16,000,000円（その他の納入金等除く）

受賞した場合の納入金額 受賞した場合の納入金額

2,000,000円を交付
19,000,000円（その他の納入金等除く）

初年度
2年目以降
6年間総計

2,900,000円
3,620,000円×5
21,000,000円

2,900,000円
3,620,000円×5
21,000,000円

本学同窓生の藤森民子氏（13回生）による寄贈をもとに
創立され、医学部一般選抜試験(前期)において最優秀の
成績で入学した学生に、その成績を称賛するとともに、6年
間最優秀な成績で勉学に励む模範的医学生への成長を
願い、500万円を贈呈します。

藤森民子賞 本学同窓生の鮫島美子氏（13回生）による寄贈をもとに
創立され、医学部一般選抜試験(前期)において最優秀に
次ぐ成績で入学した学生に、その成績を称賛するとともに、
6年間優秀な成績で勉学に励む模範的医学生への成長を
願い、200万円を贈呈します。

鮫島美子賞

入学後の家計急変により学資の支弁が困難になった学
生または卒業後本学に勤務することを希望する学生で、
学業成績及び人物性行の良好な2～6学年の学生を対象
に、審査を経て貸与します。貸与額は学納金のうち授業料
及び実験実習費の合計額以内としています。

関西医科大学
学生奨学金

学業成績が優秀及び人物性行の良好な2～6学年の学
生を対象として審査を経て給付します。給付額は月額5
万円で各学年前年度の上位3名が対象となります。

関西医科大学
慈仁会給付
奨学金

経済的理由により修学困難な学生に対し学内で希望者
を募り、日本学生支援機構に申請します。奨学金の種類
は第1種（無利子）と第2種（有利子）があり、機構からの
推薦依頼数内で、機構の基準に則り採用されます。

日本
学生支援機構
奨学金（貸与）

大学等における修学の支援に関する法律に基づき、一定の
要件を満たすことの確認を受けた大学等を
対象機関とし、授業料・入学料の減免や給
付型奨学金の支給が行われる制度です。

高等教育の
修学支援
新制度について

一般選抜試験（前期）第一次試験合格者のうち上位
30名の合格者に対し、勉学奨励を目的として、初年度
納入金のうち、授業料、実験実習費、施設設備費、教
育充実費の全額を免除します。

特待生

〈さらに特待生に該当すれば、14,100,000円（その他の納入金等除く）〉 〈さらに特待生に該当すれば、17,100,000円（その他の納入金等除く）〉

なることができました。自分の能力を磨きながら、
可能な限りクラスメイトの勉強を手伝っていま
す。将来の目標は研究医。プログラミングの知識
を活かし、数学的なアプローチでゲノム解析に挑
みたいと考えています。これから受験する皆さん
には、この機会を長く続けられる勉強法を身につ
けるチャンスと考えて、メリハリをつけて頑張って
ほしいと思います。

学費ページ

学費が下がります。

初年度納入金は100万円（入学金のみ） 6年間総額は1,910万円に

2,770万円

2,100万円（   670万円）

成績優秀者の奨学金制度

藤森民子賞
受賞

６年間
総額は

初年度
納入額は

特待生に
選ばれれば

詳しくは本学Webサイトをご覧ください。▶

令和
5年度
より

570万円

290万円（   280万円）

学納金

入学金

授業料

実験実習費

施設設備費

教育充実費

納期別計

年度別納入金

6年間総計

通常の学生

1,000,000円

800,000円

50,000円

50,000円

50,000円

1,950,000円

【通常の学生】2,900,000円　【特待生】1,000,000円

【通常の学生】21,000,000円　【特待生】19,100,000円

特待生

1,000,000円

0円

0円

0円

0円

1,000,000円

通常の学生

─      

800,000円

50,000円

50,000円

50,000円

950,000円

入学手続時

初年度

10月（後期分）

特待生

─

0円

0円

0円

0円

0円

全員共通

─        

1,600,000円

420,000円

1,100,000円

500,000円

─        

3,620,000円

次年度以降
（毎年）
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キャンパスカレンダー
キャンパスライフを彩る、数々の学校行事。講義や実習のほか、医学部ならではの行事をはじめ、
大学祭や医科学生の体育大会など、数々のイベントがあります。

● 入学式
● 新入生オリエンテーション
● 入学時健康診断（1学年）
● 新学年ガイダンス
 （2～6学年）
● 定期健康診断（2～6学年）
● 1学期開講（1～6学年）

● 創立記念日（6/30）
● 中間試験（5学年）

● 試験期間
● 1学期終講（1～6学年）
● 夏季休業

● 西日本医科学生
 総合体育大会
● クリニカル・クラークシップ
 中間検討会（5学年）
● 2学期開講（1～6学年）
● 卒業試験（6学年）

● 研究医養成コース
 コンソーシアム合宿

● 3学期開講（1～5学年）
● Student Doctor認証式
 （新5学年）
● クリニカル・
  クラークシップ開始
 （新5学年）

● Post-CC OSCE（6学年）
● 卒業試験（6学年）
● 慈仁会全国懇談会
● 総合臨床医学実習（4学年）
● 学長賞授与式
● 大学祭（霜月祭）（学術祭）

● 教学懇談会
● 卒業試験（6学年）
● 2学期終講（6学年）
● 冬季休業（6学年・以降自習）
● Pre-CC OSCE（4学年）
● プレクリニカル・クラークシップ（4学年）
● CBT（4学年）
● クリニカル・クラークシップ総合試験（5学年）

● 2学期終講（1～5学年）
● 冬季休業（1～5学年）

● 解剖体追悼法要 ● 医師国家試験
● 新年度6学年
 選択制臨床実習（5学年）
● 総合試験（1、2、3学年）

● 卒業式
● 3学期終講（1～5学年）
● 春季休業
● 医師国家試験合格発表

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3Apr Oct Nov Dec Jan Feb MarMay Jun Jul Aug Sep

学生8人収容の自習室。16室＋大部屋を使用
できます。活発なコミュニケーションを促すため
に、壁は中が見通せるように外側がガラスに
なっているんですよ。自学自習に使用する参考書
籍や文献などを持ち込み、集中して勉学に取
り組めるので、学生たちに人気です。

自 習 室

1階には主に1年生が使う第1講義室、
2階には2年生が使う第2講義室、3年
生用の第3講義室、4年生用の第4講義
室があります。各講義室は、無線LANや
ICカードによる出席管理システムが導
入された近代的な環境。一人ひとりの
机に手元ライトが完備されているほか、
廊下側には学生一人ひとりのための個
人ロッカーも。

講 義 室

平成30年に創立90周年を迎えた関西医科大学。ここに
は、90年を超える本学の歴史と伝統を節目ごとに区分し、
その時代の貴重な資料を展示しています。室内は回廊式に
なっており、時計回りに1周することで、本学の歴史を振り
返ることができるようになっています。ぜひ、本学の歩みを実
感してみてください。

歴史資料室

ゆったりと広い空間に、自由に使える机や椅子
が置いてあるリフレッシュスペース。奥には、学
生の自治会室や茶室があります。また、手前に
は学生課のカウンターがあり、証明書発行の依
頼や学生生活で困ったことがあれば相談する
こともできますよ。壁面には、大学からの告知や
案内などが学年別に掲示される掲示板がありま
すので、学生にとって大切な場所です。

オープンラウンジ
先輩たちの充

実した 

生活をご紹介
します！

Introduce
Campus Tour

Campus
Calendar

CampusLife
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軽音楽部

音も人も、足し算ではなく掛け算。
軽音楽部は、ジャズで成長する。

　関西医科大学の軽音楽部で演奏しているの

は、主にジャズ。私が担当しているサックスをは

じめ、トランペットやベース、ギターなど、さまざ

まなパートがあります。西医祭※や学園祭など、

定期的な演奏会に向けた週2回の練習が主

な活動です。経験者だけでなく未経験者も

多いのですが、楽器を好きになってほしい

という思いで、初心者への丁寧なレッスン

も心掛けています。私たちのモチベーション

になっているのは、演奏を聴いてくださった方々

に喜んでいただくこと。そのために一人ひとりが、

立山 優斗さん （京都府／洛南高等学校卒）

クラブ活動に所属する学生が多いのが本学の特徴の一つ。
体育会・文化会、それぞれ看護学部、
リハビリテーション学部とも合同で活動しており
学部を越えた交流や情報交換の場ともなっています。

13

9 10

3

5
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Club Activities

練習に励んできました。もちろん合奏ですので

チームワークも大切。私がメンバーに伝えている

のは「足し算ではなく掛け算にしよう」ということ

です。みんなの力を合わせることで、演奏の完成度

も達成感も飛躍的に高まります。そのため、欠席

や遅刻の連絡は必ず行う、といった規律も重視し

てきました。仲間への礼儀であり、医療人としても

求められる資質です。部活でしか得られない経験

を、成長につなげてほしいですね。

仲間とともに自己を鍛える。
記録更新の喜びは格別です！

　“一泳入魂”のスローガンのもと、水泳に真摯に

向き合いながら楽しく活動しています。練習は、週

2～3回。西医体や近医水※といった医科学生たち

が競う大会に向けて、トレーニングに励んでいま

す。メンバー同士は仲が良く、アットホームな雰囲

気。夏には大阪市内で合宿も実施しています。個

人種目が中心ですが、チームで取り組むことで成

果が上がる練習もあり、団結力も大切にしてきま

した。私が感じる水泳の魅力は、努力を重ねるこ

とで得られる達成感。大会で自己ベスト記録を出

せたときには、それまでの苦労をすべて覆すほど

原田 洸 さん （奈良県／西大和学園高等学校卒）

の喜びを感じられました。また、スキルを伸

ばしたいと思うときには部活に加えて個

人的にトレーニングするなど、自分のペー

スで取り組むことができるため、学業との

バランスも取りやすい種目だと思います。

クラブ活動は、心身の健康を保つだけ

ではなく、医師に求められるメンタル

が鍛えられたり、チームワークを経験

する機会にもなります。ぜひ参加して、

大学生活を充実させてほしいと思います。

8

12

9

11

水泳部

※西医祭：西日本医科学生音楽祭

※西医体：西日本医科学生総合体育大会、
　近医水：近畿医科学生水泳選手権

クラブ一覧

文化会系

　 混声合唱団コールクライス　　　ダンス部
　 軽音楽部　　　 MESS（Medical English Speaking Society）
　 茶道部　　　　 LSC（ライフサポートクラブ）

8 9

10 11

12 13

体育会系
　 ラグビー部　　　　　　 バレーボール部　　  剣道部
　 ワンダーフォーゲル部　　 弓道部　　　　　　　競技スキー部
　 卓球部

5 6

7

2 3

4

1

主な成績はホームページで公開中！

硬式テニス部  空手道部  ソフトテニス部  サッカー部  バスケットボール部  
水泳部  バドミントン部  柔道部  カヌー部  ゴルフ部  陸上競技部  ヨット部  
準硬式野球部  　

学生雑誌編集部  フォークソング部  東洋医学研究部  社会医学研究部
※美術部・歴史研究部・映画部=休部中

※数字は写真の番号を表す。



JR
京阪電車
大阪メトロ御堂筋線
大阪メトロ谷町線
大阪メトロ今里筋線
大阪モノレール
阪急電鉄
近鉄京都線

HIR AK ATA INFORMATION

大阪と京都の中間地点に位置し、古くから交通の要として重要視されていた歴史あ
る街。現在では5つの大学*があり、2万人近くの学生が学ぶ学園都市となっていま
す。また、「健康医療都市ひらかたコンソーシアム」が立ち上げられるなど、市民の健
康増進や地域医療の充実にも積極的な地域です。

4つの主要都市を結ぶ街、枚方。

＊関西医科大学／大阪歯科大学／関西外国語大学／摂南大学／大阪工業大学

A C C E S S
アクセス

大 阪

神 戸

奈 良

京 都

枚 方

■ 加多乃講堂
本学で一番大きい講堂で、約
300人を収容し入学式や卒業
式など各種式典に使用する他、
椅子は可動式で、体育館として
も使用可能で、クラブ活動など
が行われています。

■ スカイウェイ
医学部棟3階と附属病院3階を
つなぐスカイウェイは、24時間
365日通行可能で、雨に濡れる
こともなく移動が可能で、日々、
教職員や学生が行き交っていま
す。

医学部棟 FLOOR GUIDE

13F

12F

11F

10F

9F

8F

7F

6F

5F

4F

3F

2F

1F

法人管理部門、関西医科大学同窓会
基礎・社会医学講座
基礎・社会医学講座
基礎・社会医学講座
臨床医学講座
臨床医学講座、附属生命医学研究所
臨床医学講座、附属生命医学研究所
臨床医学講座、附属生命医学研究所
臨床医学講座、附属生命医学研究所
病態分子イメージングセンター
カフェテリア、自習室、
カンファレンスルーム、
教育センター、附属光免疫医学研究所
学生食堂、附属図書館、歴史資料室、
シミュレーションセンター、
学生セミナー室
教養系教室、講義室・実習室
加多乃講堂、法人事務局、講義室、
実習室、試験・実習室、オープンラウンジ、
学生自治会室

■ 学生食堂＆カフェテリア
学生食堂は、定食から麺類まで
多彩なメニューが揃う充実の
品ぞろえ。ガラス張りでおしゃれ
なカフェテリアも人気。

枚方キャンパス（医学部・看護学部・大学院・本部）

関連施設

〒573-1010  大阪府枚方市新町二丁目5番1号   TEL.072（804）0101　京阪電車「枚方市」駅徒歩3分

新大阪駅
（新幹線）から 約10分

大阪メトロ
御堂筋線新大阪

（新幹線） 約20分

京阪本線
特急淀屋橋 枚方市

JR大阪駅
から 約10分

JR環状線大阪
（JR東海道線） 約15分

京阪本線
特急京橋 枚方市

京都駅
（新幹線）から 約10分

近鉄京都線
急行京都

（新幹線） 約20分

京阪本線
特急丹波橋 枚方市

大阪（伊丹）
空港から 大阪空港

約40分

大阪
モノレール

約20分
京阪本線門真市 枚方市

関西国際
空港から

関西
国際空港 約85分

リムジンバス 枚方市
本学前バス停
に停車

附属病院
〒573-1191
大阪府枚方市新町2丁目3番1号 

総合医療センター
〒570-8507
大阪府守口市文園町10番15号 

香里病院
〒572-8551
大阪府寝屋川市香里本通町8番45号 

くずは病院
〒573-1121
大阪府枚方市楠葉花園町4番1号

天満橋総合クリニック
〒540-0008  大阪府大阪市中央区大手前
一丁目7番31号（OMMビル3階）　

牧野キャンパス（リハビリテーション学部）
〒573-1136
大阪府枚方市宇山東町18番89号 

■ 中庭
医学部棟中央に位置する緑豊
かな中庭は、コの字型の学舎と、
その学舎をつなぐ空中回廊に囲
まれています。学園祭（霜月祭）
ではメインステージや各種屋台
が並びます。

ラポール枚方

枚方市
総合文化芸術センター関西医大

交流センター

附属病院
病客用
有料
駐車場

枚方市駅

みずほ銀行

EV

ビ
オ
ル
ネ

府道13号線

京阪枚方市駅北口
バスロータリー

看護学部棟
関医慈仁館

関医タワー

医学部棟

関西国際空港行
リムジンバスのりば

枚方市駅まではキャン
パスから徒歩約3分。京
都・大阪にも電車一本
でアクセスでき、通学に
とても便利な立地です。

智慧の象徴である
フクロウが、正面エン
トランスで学生を見
守っています。

本学隣接地に1,500人収容のホール
などを備えた文化芸術と賑わいの拠
点枚方市総合文化芸術センターが
令和3年開館。本学がホールの命名権
を取得。愛称が「関西医大大ホール」
と「関西医大小ホール」に。

最新医療設備を備えた
特定機能病院が学舎に
直結。最先端の医療を
常に身近に感じることが
できます。

エントランスにはフクロウ

京阪本線「枚方市」駅

関西医科大学附属病院 医学部棟

附属病院

キャンパスに彩りを
添える存在です。

バラ園

淀川河川敷

枚方市駅
北口

枚方市駅
南口

NEW

看護学部棟

関医慈仁館 関医タワー
（令和4年4月開設）

詳しいアクセス

Campus Guide

※国際化推進センター（関医タワー）
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関西国際空港

至 神戸

大阪空港
至 出町柳

至 名古屋

京都

丹波橋

近
鉄
京
都
線

千里中央

新大阪

大阪

門真市 枚方市

京阪
本線

新幹線

JR東海道線

大阪モノレール

淀屋橋

天王寺

京橋

滝井 香里園

リムジンバス

牧野

樟葉
天満橋
東梅田

井高野

太子橋今市

阪急電鉄

大日

至 奈良

今里

京都河原町

関西医科大学
枚方キャンパス
（医学部・看護学部）

関西医科大学
牧野キャンパス

（リハビリテーション学部）

附属病院

香里病院

総合医療
センター
総合医療
センター

天満橋
総合

クリニック

くずは
病院

スクールバス
大
阪
メ
ト
ロ（
御
堂
筋
線
）

大
阪
メ
ト
ロ（
谷
町
線
）

大
阪
メ
ト
ロ

（
今
里
筋
線
）


