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修得した幅広い教養を基盤に、人々の多様性を理解し、これを
受け入れることができる。

Ability to demonstrate an understanding of diversity based on
a liberal arts perspective.

多文化・異文化に関する知識の理解 Intercultural Skills

問題を様々な視点から捉え、慎重かつ論理的な分析ができる。
Ability to consider issues from multiple perspectives to
provide logically and carefully-thought-out solutions.

論理的思考力 Critical Thinking Skills

医療人としての規範を理解し、医療・研究現場の秩序を守るこ
とができる。

Ability to demonstrate an understanding of and a commitment
to complying to professional standards in the medical
profession.

倫理観 Ethical Perspectives

患者やそれに関わる人々の話を傾聴し、相手の気持ちを理解
して気遣うことができる。

Ability to listen to and empathize with patients and related
parties.

コミュニケーション・スキル Communication Skills

人体の構造と機能、疾病の成り立ち、予防と治療について深く
理解し、説明できる。

Ability to understand and discuss the structure and function
of the human body, and the origin, prevention, and treatment
of diseases.

人類の文化、社会と自然に関する知
識の理解

Basic Knowledge of Humanities,
Society, and Nature

専門的な知識のもと、新たな発見にむけ意欲的に取り組むこと
ができる。

Ability to work enthusiastically for new discoveries under
specialized knowledge

生涯学習力 Lifelong Learning Skills

医学的視点から、人々が健康に過ごせる社会・環境づくりに貢
献できる。

Ability to contribute to a healthier society as a medical
professional.

市民としての社会的責任 Responsible Citizenship

指導医の指導・監督のもとで基本的な診療を実践できる。
Ability to practice basic medical care under the guidance and
supervision of an instructor.

論理的思考力 Critical Thinking Skills

様々な情報に興味・関心をもち、適切な手段を用いて情報を獲
得できる。

Ability to collect information using the appropriate means. 情報リテラシー Information Literacy

収集した情報の質を適切に分析・評価し、正しい判断を下すこ
とができる。

Ability to make good judgements after critically analyzing and
evaluating collected information.

論理的思考力 Critical Thinking Skills

獲得した情報を正しく効果的に活用できる。
Ability to effectively and accurately apply data in a variety of
situations.

数量的スキル Quantitative Reasoning

情報を仲間やチームで共有し、よりよい医療の実現に結びつけ
ることができる。

Ability to share information with others to provide better
medical care.

チームワーク・リーダーシップ Teamwork and Leadership

チームの中で自らの役割を見出し、責任をもって役割を果たす
ることができる。

Ability to demonstrate responsbility and accountability as a
team member.

チームワーク・リーダーシップ Teamwork and Leadership

地域・国際社会の一員として、医療を通してコミュニティーに貢
献できる。

Ability to contribute to the regional and international
community by providing medical care.

市民としての社会的責任 Responsible Citizenship

積極的に問題を見出し、適切な改善策を講じることができる。
Ability to actively identify problems and apply appropriate
remedial measures.

問題解決力 Problem-solving Skills

チームの一員として、他者を教え、育てることができる。
Ability to work as part of a team by teaching and learning from
teammates.

チームワーク・リーダーシップ Teamwork and Leadership

医学・医療を究めるために、自ら目標を設定し、達成にむけて
取り組むことができる。

Ability to set professional goals related to medicine and
medical care.

生涯学習力 Lifelong Learning Skills

自らの意思で、自身の能力向上や精神的な成長を目指すこと
ができる。

Ability to independently pursue personal and practical growth. 自己管理力 Self-management Skills

自らのストレスや心の健康状態について正しく認識し、対処で
きる。

Ability to take responsibility for your mental health. 自己管理力 Self-management Skills

明確な目標を立て、目標に達成にむけ行動し、人として成長し
続けることができる。

Ability to set concrete goals for self improvement. 生涯学習力 Lifelong Learning Skills

情報力

行動力

自己実現力

人間性に富む豊かな教養【教養】
医療人・医学研究者としての高い倫理観と幅広い国際的な教養，豊かな人間性を身に
つけ，病める人や立場・職種の異なった人の話を傾聴し共感できる。

目的につながる専門性【専門性】
医療人・医学研究者として必要な専門的知識と実践的能力を身につけ，獲得した知識と
能力を活かしてグローバルに活躍できる。

生涯に亘る自己実現力【自己実現力】
絶えず医療の質の向上に努め，生涯にわたり自己の成長を追求できるとともに、グロー
バルな社会のニーズに対応した持続可能な医療を実現できる。

効果的に活用できる情報力【情報力】
医学的情報を収集・分析し，的確な判断のもと課題解決にむけて正しく活用できるととも
に，グローバル社会に向けて適正かつ効果的に情報を活用し，共有できる。

時代と社会をリードする行動力【行動力】
高い協調性のもとに世界に通用する専門職業人としての指導力を発揮し，多職種医療
チームの一員として責任をもった行動と状況に応じた柔軟な対応ができる。

教養

専門性
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自然や社会の多様な問題に関心を持ち、探究心を高めること
ができる。

Ability to demonstrate interest in a wide range of 
environmental issues and social problems.

人類の文化、社会と自然に関する知
識の理解

Basic Knowledge of Humanities, 
Society, and Nature

問題解決に向けて論理的に考えることができる。 Ability to think logically to solve problems. 論理的思考力 Critical Thinking Skills

よりよい社会を創造することができる。 Create better society. 市民としての社会的責任 Responsible Citizenship

倫理的な問題が生じていることに気づくことができる。 Discern ethical concerns. 倫理観 Ethical Perspectives

様々な状況の中で他者の意図や感情を理解することができ
る。

Ability to empathize with the intentions and emotions of 
others in various situations.

コミュニケーション・スキル Communication Skills

医療専門職としての専門知識を習得している。 To acquire expertise as a medical professional.
人類の文化、社会と自然に関する知
識の理解

Basic Knowledge of Humanities, 
Society, and Nature

専門的な技術を習得している。 To acquire specialist technical skills. 問題解決力 Problem-solving Skills

習得した専門的な知識・技術を社会貢献のために活用するこ
とができる。

Ability to utilize acquired knowledge and skills to contribute to 
society.

市民としての社会的責任 Responsible Citizenship

自らすすんでエビデンスに基づいた情報を収集することができ
る。

Ability to actively and independently collect reliable 
information.

情報リテラシー Information Literacy

収集した情報から数量的スキルなどを用いて的確に分析でき
る。

Ability to critically analyze findings. 数量的スキル Quantitative Reasoning

情報の収集と分析を適切に活用することができる。 Ability to make use of analyzed information. 論理的思考力 Critical Thinking Skills

情報の収集・分析・活用から積極的かつ効果的な情報発信が
できる。

Ability to effectively and actively present information and 
findings.

市民としての社会的責任 Responsible Citizenship

他者と共生、協働するための言語的または非言語的な意思疎
通ができる。

Ability to communicate effectively with people from different 
backgrounds.

多文化・異文化に関する知識の理解 Intercultural Skills

自身の意見を持ち他者と議論できる。
Ability to effectively express one's opinion and debate with 
others.

コミュニケーション・スキル Communication Skills

異文化を受容しつつ、 多言語を習得することができる。
Ability to embrace different cultures and communicate in 
different languages.

コミュニケーション・スキル Communication Skills

時代と国際社会の中で、自分が果たすべき役割を説明するこ
とができる。

Ability to explain one's own role and collaborate with others 
as a member of the society.

チームワーク・リーダーシップ Teamwork and Leadership

自ら社会の中の課題を発見し、解決に向けて行動することが
できる。

Ability to identify issues in society and strive to find 
solutions.

問題解決力 Problem-solving Skills

自立した個人として、心と体を健康に保つために適切な選択が
できる。

Ability to select appropriate actions for physcial and mental 
health.

自己管理力 Self-management Skills

常に謙虚な姿勢で自らを省察し、自分自身の向上に努めるこ
とができる。

Be able to reflect upon oneself and strive for improvement. 生涯学習力 Lifelong Learning Skills

自分や社会の未来創造のために、方向性を見出し計画するこ
とができる。

Be able to construct plans for one's individual and society's 
future as a life-long learner.

生涯学習力 Lifelong Learning Skills

自己実現力

生涯にわたる健康的な生活を追い続ける自己実現力【自己実現力】
患者や住民から信頼を寄せられるような豊かな感性と，文化やスポーツを享受する姿勢
を持った医療人として，生涯に亘って学びつつ，社会の中で調和を保ち，医療の発展に
貢献できる。

行動力

医療・保健に関するリーダーとしての行動力【行動力】
医療チームの一員として必要なコミュニケーション能力，および，多様性や包摂性のある
地域社会や世界に貢献できる国際感覚や言語力を有し，個人として，また，チームとし
て時代と持続可能な社会をリードする行動ができる。

教養

人間性に富む医療のための豊かな教養【教養】
世界で起こっている自然や社会の多様な問題に対して関心を持ち，信頼される医療人と
して課題解決に向けた論理的思考力・判断力・創造力，および，人間性や倫理観に裏打
ちされた豊かな教養を身につけている。

情報力
健康ニーズに応え，発信する情報力【情報力】
住民や患者の健康ニーズに応えるために，自然や社会の情報を多角的に収集・分析す
るとともに，その成果を地域や世界に向かって情報発信できる。

専門性

あらゆる人々の健康推進のための専門性【専門性】
あらゆる人々の健康的な生活を実現するための専門的学識を身につけるとともに，健康
に関わる技術開発や問題解決に科学の進歩を活用し，持続可能な社会の実現に貢献
できる。
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