
群馬大学医学部医学科の紹介 

群馬大学大学院医学系研究科 
細菌学 富田治芳 



・ 医師という職業 

・ 群馬大学医学部医学科の特徴 

・ 女性医師のサポート 

・ 群馬大学の入試 



研究医（基礎系と臨床系） 

臨床医（勤務医・開業医） 

基礎医学（解剖学・細菌学・生化学・法医学など） 
や臨床医学（内科・外科・小児科など）について大
学や附属病院、研究機関で研究して発表する 

内科・外科・小児科など 
一般の市中病院や医院で 
患者さんを診て治療する 

行政医 
厚生労働省や保健所などで医療行政に携わる 

医師として活躍する場 



医師国家試験に合格！ 

医師として 
活躍するぞ！ 

医師免許 
取得できた！ 



一人前の医師になるには？ 

診療科は 
何にしよう？ 

どこの病院 
で働こう？ 



まず、2年間の臨床研修 

2年目 
1年目 

群馬県での 
初期臨床研修は 
14病院で可能！ 

医師として 
さまざまな診療科を 
2年間研修します！ 

研修医です！ 
診療科はまだ 
決まっていません。 



5年目 
4年目 
3年目 
2年目 
1年目 

いよいよ診療科を決定し、 
専門医取得へ！ 

診療科が決まりました 

内科医になりました。 
糖尿病について 
詳しく勉強したいです。 

皮膚科に決定しました。 
A病院でたくさんの経験を 
積みたいです。 



医学は日進月歩 

医師である以上、一生学び続けます 



群馬大学 
医学部 医学科 

について 



群馬大学 昭和キャンパス  

附属病院 

保健学科 

医学部医学科 
医学系研究科 

生体調節研究所 重粒子線照射施設 



このような教育を行ないます 
（カリキュラム・ポリシー） 

   医学と医療が自然科学の上に成り立ち、

かつ社会の中で人を対象として行われ

るものであることを理解し、科学的知

（Science）、倫理（Ethics）、技能（Skill）

の３つの面（SES）にわたって生涯自己

研鑽する力が付く教育 



このような教育を行ないます 
（カリキュラム・ポリシー） 

1、自分をふりかえり他者を思いやる心が育ち、コミュニ
ケーションを通して相互理解を図る態度が身に付く教育 

 
2、自然科学、医学、医療、人間と社会にかかわる知を習

得し、それを実践でいかす力が身に付く教育 
 
3、新たな課題にも対応できる問題解決能力が身につき、

リサーチマインドが育つ教育 
 
4、生涯にわたって社会貢献と自己研鑽に努める意欲が

育つ教育 



医学研究発表
チュートリアル 

選択基礎
医学実習 

チーム医療実習 

（希望者） 
MD-PhDコース 

臨床基本手技実習 
臨床推論TBL 

医の倫理学 
医学医療概論実習 

1年 2年 3年 4年 5年 6年 

教養教育・専門前教育 

生命医学・応用医学 臨床実習 
卒業試験
・医師国
家試験に
向けて 教養科目 

生物学 
解剖学 
生理学 
生化学 

細菌学 
寄生虫学 
ウイルス学 
病理学 
法医学 
検査学 

臨床医学 

医療の質と安全 
チームワーク実習 

倫理観・責任感の育成とチームのリーダーとしてふさわしい人格を身につける 

問題解決能力・リサーチマインドを涵養する 

学びのリテラシー 

医学の基礎・臨床の知識・技能を学ぶ 



慰霊祭 

 解剖実習 2年生 9月から12月まで 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Ｍon Tue Wed Thu Fri 

8:40～9:40 

医学英語 
組織学試験 

解剖実習 解剖実習 

解剖学講義 

9:50～10:50 
解剖実習 

11:00～12:00 

13:00～14:00 
組織学試験 

解剖実習 

画像診断講義 

解剖実習 
14:10～15:10 

解剖実習 15:20～16:20 

16:30～ 

時間割（２年生の ある週） 

解剖はまさに体力勝負!!! 実習は８時近くまでか
かることもある上に、毎日の予習復習が大変  
だけど、その分得られることも大きいです 



臨床医学 循環器講義 4年生 



MD-PhDコース 
学生時代に最先端の研究をする学生もいます 

MD（Medical Doctor 医師）： 
 医学科（6年間）を卒業して医師免許を取得（医学士） 
PhD（Doctor of Philosophy 博士）： 
 大学院の博士課程（4年間）を修了（医学博士） 
 
 
MD-PhDコース 
医学科在学中に基礎系の教室に所属し、研究活動等を
おこない、これを大学院の1年の過程として認定する。活
動は医学科の講義・実習など終了後（夕方から夜）が中心 
群馬大学の大学院に進学した際には3年で卒業可能 
医学研究に興味のある学生を支援、若手研究医の育成 

群馬大学大学院医学系研究科博士課程との連携 



MD-PhDコース 
学生時代に最先端の研究をする学生もいます 

培養細胞での実験 研究成果を学会発表 



チューター制度で学生をサポート 

・新入生３～５人を１人の教授が卒業まで継
続的に担当する 

・入学時のガイダンス、相談 
・必要に応じて保護者と連絡 
・再試験の申請や確認 
・修学時の色々な問題・悩みの相談 
・卒業後の研修先への推薦状の作成 
 
チューターは、学生の側に立った「保護者」
的な役割 



チューター制度 



女性医師のサポート 



群馬大学は女性医師をサポートします 

・群馬大学１年生（平成29年度一般・推薦入学者）における

女性の割合は42%（45名/108名） 

・医師国家試験合格者における女性の割合は30%を超え

る。 

・我が国における女性医師の割合は20%に満たず、世界

各国と比較するとまだ低い水準である。 

・女性医師の就業率が働き盛りの30代から40代にかけて

低下することは、我が国特有の現象である。 



群馬大学は女性医師をサポートします 

群馬大学医学部附属病院 
女性医師等教育・支援部門 

出産・育児等による女性医師の業務
継続をサポート 

一時離職者の無理のない復帰を支援 

女性医師支援プログラム 
院内保育園（ゆめのこ保育園） 

http://mec.dept.showa.gunma-u.ac.jp/mes/


ゆめのこ保育園＜院内保育所＞ 

群馬大学は女性にも働きやすい環境づくりに
力を入れています 



医療の質・安全学講座教授候補者の公募について（依頼） 
 
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
さて，本研究科医療の質・安全学講座の新設に伴い，担当の主任教授を選考することになりました。 
ついては，貴学及び関係機関等において適任者がおられましたら，下記の書類を添えてご推薦くださ
いますようお願い申し上げます。 
なお，平成２９年４月１日付けで，本研究科に開設された「医療の質・安全学講座」は医療の質・安全
学に関して大学院教育を行う講座であり，併せて，WHO等の国際機関との緊密な連携を図ることを

期待されております。大学内外の基礎，臨床分野とも協力しながら，医療の質・安全学を協調的に実
践できる人材を募集いたします。開設初代の担当者としてご着任いただき体制整備から取り組んでい
ただく必要があることから，既に国内外において当該領域に関する多くの実務，管理経験をお持ちで
あり，医育機関，医療機関で教授，院長，副院長等の役職を経験されておられる方の応募も期待して
おります。 
また，医学部附属病院においては，医療の質・安全管理部において附属病院の医療の質・安全に関
する業務を実践しておりますが，今回募集する「医療の質・安全学講座」教授は，大学院教育，医学
部医学科学生教育に加え，医学部附属病院の医療の質・安全に関しても管理あるいは実務において
医療の質・安全管理部職員と連携していただく予定でありますことを申し添えます。 

群馬大学の医療安全への取り組み 

全国に先駆けて平成29年度より大学院に
「医療の質・安全学講座」を新たに開設 



このような人材を育てます 
（ディプロマ・ポリシー：学位授与の方針） 

   医学と医療が自然科学の上に成り立ち、

かつ社会の中で人を対象として行われ

るものであることを理解し、科学的知

（Science）、倫理（Ethics）、技能（Skill）

の３つの面（SES）にわたって生涯自己

研鑽を続けることができる者 



1、医師にふさわしい倫理観と責任感を有し、医療チーム

の中で医師として適切な行動をとることができ、他者と
信頼関係を築ける者 

 
2、医師、医学研究者、医学教育者又は医療行政担当者

となるために必要な知識を身に付けるとともに、新たな
課題にも対応できる問題解決能力を修得した者 

 
3、医学知識に裏打ちされた臨床と研究の能力を修得し、

患者により良い医療を提供する能力と医学や医療の発
展に貢献する意欲を備えた者 

このような人材を育てます 
（ディプロマ・ポリシー：学位授与の方針） 



群馬大学の入試 



このような人を求めています 
（アドミッション・ポリシー：入学者受入方針） 

   医学と医療が自然科学の上に成り立ち、

かつ社会の中で人を対象として行われ

るものであることをふまえ、医学生として

科学的知（Science）、倫理（Ethics）、技

能（Skill）の３つの面（SES）にわたって

自己研鑽に励むことができる人 



このような人を求めています 
（アドミッション・ポリシー：入学者受入方針） 

1、豊かな感受性、奉仕の精神を備え、医師としてふさ

わしい資質を身につけることを目指して、不断の努力
を積み重ねられる人 

 
2、医療、医学研究、医学教育もしくは医療行政などの

分野において、社会に貢献することへの志と強い信
念を持っている人 

 
3、本学科の教育内容を理解するために必要な総合的

基礎学力を十分に備えている人 



このような人を求めています 
（アドミッション・ポリシー：入学者受入方針） 

＜入学に際し必要な基礎学力＞ 

特に日常的な学習が十分に行われていることが

望ましいのは、国語と英語である。専門科目を学

ぶために必要となるのは、数学では、数学Ⅰ・

Ⅱ・Ⅲ・A・Bであり、理科では、受験科目にかか

わらず、物理（物理基礎を含む）、化学（化学基礎

を含む）、生物（生物基礎を含む）である。 



医学科の入試の種類（多様な選抜方法） 
各選抜方法の概要 

選抜方法 
募集人数 

推薦入試 前期日程 編入学 

３５（１０*）名 ７３（６*）名 １５名 

入学学年 １年次 １年次 ２年次 

ポイント 各高校から5名推薦 センター試験 学士や大学生 

個別試験 小論文（和文） 
小論文（英文） 

数学 
理科（物理・化学） 

小論文 

一次試験 
小論文（和文） 
小論文（英文） 

面接 
面接 

（集団面接・40分間・
複数の面接官） 

面接 
（集団面接・25分間・

複数の面接官） 

二次試験 
（面接） 

*地域医療枠予定人数（詳細は「入学者選抜に関する要項」を参照） 



推薦入試 平成２９年度（平成２９年４月入学） 

↓出願期間 平成２８年１１月１日-６日必着 

↓学力検査等 １１月１９、２０日 

↓合格発表  １２月５日 

平成３０年度入試については 
「入学者選抜に関する要項」でご確認ください。 



一般入試 平成２９年度（平成２９年４月入学） 

↓大学入試センター試験（平成２９年１月１４日､１５日） 

↓出願期間 １月２３日-２月１日 

↓２段階選抜実施（約３倍） 

↓前期個別学力検査等 ２月２５日、２６日 

↓合格発表 ３月７日 

平成３０年度入試については 
「入学者選抜に関する要項」でご確認ください。 



試験の区分 国語 
地
歴 

公
民 

数学 理科 外国語 小論文 
面
接 

配点合
計 

センター試験 100 50* 100 100 100     450 

個別学力検査等       150 150    150 ※ 450 

計 100 50* 250 250 100 150   900 

前期（73名） 配点 

* の教科はどちらかを選択する 

※ 面接は総合判定の資料とする （集団面接・25分間・複数の面接官） 
  なお、面接時間は状況により変わる場合があります。 

大学入試センター試験の各教科につき傾斜配点（ｘ0.5） 



地域医療枠とは 

政府の緊急医師確保対策の一環 



群馬県の医療事情 

人口10万人当たり医師数214.9人 
        （全国30位 全国平均226.5人） 
 上位は京都、徳島、東京  300人弱 
 最下位は埼玉  150人に満たない 
 
群馬県内の医療圏別では 人口10万人当たり医師数 
 前橋地区 419.5人 
 吾妻地区 144.9人  太田・館林 136.0人 
 
群馬県内 診療科別では 
 外科、産婦人科、脳神経外科医師数の減少が大きい 



群馬大学の「地域医療枠」 
 

 • 群馬県から修学資金を貸与 
   月額15万円+初年度入学料（6年間で一千百万円以上） 
 • 出願区分として「一般枠」、「地域医療枠（併願）」がある 

 • まず、出願区分に関係なく合否判定→合格圏内にいる者の
中で、地域医療枠出願者の上位１０名程（推薦）、６名程
（前期）を「地域医療枠」として合格（予定人数、詳細は
「入学者選抜に関する要項」を確認）。合格圏内にいて、
地域医療枠に入れなかった場合は一般枠で合格。 

 • 修学資金返還免除 
   群馬県が定める特定病院（県担当者と相談して選択）で

卒業後10年間勤務すれば返還免除 

     群馬県の医療に貢献する人を確保 



群馬大学の地域医療枠の特色 

・対象者は群馬県内出身者（詳細は平成30年度「推薦入
試学生募集要項、一般入試学生募集要項」の対象者要
件でご確認ください）。 

 
・卒業後に働く特定病院は、県の担当者と相談の上、被

貸与者が選択できる。 
 
・返還免除には、卒業後10年間は県内の特定の病院で

の従事が必要となるが、疾病・災害・出産・育児などの
事情、さらに大学院進学・海外留学の希望があれば、
その間は一時的に病院勤務を離れることは可能で、復
帰後に残りの年数を働けばよい（通算で10年間） 



 群馬県立心臓血管センター、群馬県立がんセンター、群馬県立
精神医療センター、群馬県立小児医療センター、前橋赤十字病院、
公益財団法人老年病研究所附属病院、独立行政法人地域医療機
能推進機構群馬中央病院、群馬県済生会前橋病院、前橋協立病
院、独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター、医療法
人社団日高会日高病院、公立碓氷病院、独立行政法人国立病院
機構渋川総合医療センター、公立藤岡総合病院、藤岡市国民健
康保険鬼石病院、下仁田厚生病院、公立富岡総合病院、公立七
日市病院、吾妻広域町村圏振興整備組合立中之条病院、原町赤
十字病院、西吾妻福祉病院、独立行政法人国立病院機構沼田病
院、利根中央病院、伊勢崎市民病院、社団法人伊勢崎佐波医師
会病院、桐生厚生総合病院、SUBARU健康保険組合太田記念病

院、館林厚生病院、協力型臨床研修病院、へき地診療所、二次救
急輪番病院                   

※「県内の特定病院」には、群馬大学医学部附属病院の
ほか、次の病院が予定されています。 



お待ちしています 
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