
イノベーション教育科目群
イノベーション教育科目

グローバル化教育科目群
グローバル化教育科目

外国語教育科目群
英語、英語以外
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1. 倫理とプロフェッショナリズム

2. コミュニケーション

3. 医学知識

4. 医療の実践

5. 医療の社会性・社会への貢献

6. 科学的探求力・研究力

7. 国際的能力

徳島大学医学部医学科の学生は、卒業時に、
医師として相応しい倫理観、価値観を持ち、法令を遵守して行動で
きる。自己省察を重ねて能力・態度を継続的に改善する
ことができる。

（1）医の倫理と生命倫理を理解した上で、それに基づき行動できる。
（2）守秘義務をはじめ、法・規範を遵守できる。
（3）人間の多様性に配慮し、尊厳を重んじて、誠意ある行動をとる
　  　ことができる。
（4）医師としてふさわしい身なりと振る舞いをすることができる。
（5）自己の知識・技能・態度を恒常的に評価し、継続的に改善する
　 　 ことができる。
（6）同僚や関係者間で互いに教えあい学びあうと共に、後進の育
　 　 成に努めることができる。

徳島大学医学部医学科の学生は、卒業時に、患者・家
族・各種医療従事者の立場を尊重した人間関係を構築し、
コミュニケーションをとることができる。

（1）傾聴・共感・肯定的態度で患者・家族とコミュニケーションがで
　  　きる。
（2）同僚や他の医療職メンバーと信頼関係を築き、チーム医療を
　  　実践できる。

徳島大学医学部医学科の学生は、卒業時に、診療や研
究の基礎となる基礎医学、臨床医学、社会医学などに関
連する以下の領域の知識を習得し、応用することができる。

（1）正常構造・機能
（2）遺伝、発達、成長、加齢、死
（3）心理、行動
（4）疾病の機序と病態
（5）診療、治療
（6）医療安全、感染対策
（7）疾学、予防
（8）保健・医療・介護・福祉制度
（9）医療経済・政策・保険診療

徳島大学医学部医学科の学生は、卒業時に、患者に対
して思いやりと敬意を示し、効果的で適切・安全な診察を
実践できる。

（1）診察に必要な患者情報を系統的かつ適切に聴取できる。
（2）基本的な身体診察・臨床手技や心肺蘇生等の緊急処置を適
　  　切に実施できる。
（3）主要な検査所見、画像所見の解釈ができる。
（4）得られた情報をもとに臨床推論を行い、診断・治療計画を立案
　 　 できる。
（5）論文や電子リソース等を用いて関連情報を検索し、科学的根
　  　拠に基づく医療を実践できる。
（6）適切な診療記録の作成・管理とプレゼンテーションを行うことが
　  　できる。
（7）インフォームドコンセントを理解し、病状説明・患者教育を実践
　     する準備ができている。
（8）医療安全と感染対策を実践できる。
（9）医療の質について、常に振り返り、その改善を図る準備ができ
　 　 ている。

徳島大学医学部医学科の学生は、卒業時に、業務を通
じて社会に貢献する準備ができている。

（1）社会・地域における医療の問題を理解し、保健・医療・福祉・
　　  介護および行政等と連携協力して、その解決に積極的に参
　　  加するとともに、情報を発信することができる。
（2）疾病予防と健康増進について理解・実践できる。
（3）災害時における医師の役割を理解し、実践する準備ができて
　　  いる。
（4）保険診療制度の意義を理解し、医療の経済性に配慮しなが
　　  ら診療を行う準備ができている。

徳島大学医学部医学科の学生は、卒業時に、基礎、臨
床、社会医学領域での研究の意義や先端的研究手法を
理解した上で実践できる。さらに、得られた結果を科
学的に考察し、発信することで医学の発展に寄与する
ことができる。

（1）研究倫理を理解し、実践できる。
（2）未知・未解決の医学的問題を認識し、その解決に取り組むこ
　　  とができる。
（3）仮説の立案と科学的手法を用いた検証を実践できる。
（4）適切な統計手法の選択と解析を実践できる。
（5）批判的・論理的思考に基づいて、プレゼンテーションや論文
　　  作成を行うことができる。

徳島大学医学部医学科の学生は、卒業時に、国際的
視野に立って医学・医療の現状を理解できる。適切な
語学力を修得し、国際的な医療を実践する準備ができ
ている。

（1）臨床・研究・社会等の場面で、国際的視野に立ったコミュニ
　     ケーションを実践できる。
（2）文化的・社会的・宗教的な多様性に配慮して行動ができる。
（3）英語等を用いて、様々な情報の入手・理解・発信ができる。

一般教養教育科目群
歴史と文化　　　生活と社会　　　自然と技術　　　人間と生命

基礎基盤教育科目群
自然科学入門
基礎数学
基礎物理学、基礎物理学実験
基礎化学、基礎生物学
基礎生物学実験
ウェルネス総合演習:HSSC1010

医療基盤教育科目群
医療基盤教育科目

実験動物学・放射線概論︓FMHC1020　　　 医と法・倫理︓FMHC1010　　　 医学心理行動学︓FMHC1000

汎用的技能教育科目群
SIH道場︓UNIV1000
情報科学:INFO1010
コミュニケーション

スタディスキル

基礎医学Ⅰ

医学研究実習︓
MESC3800

系統別病態診断
12コース

臨床実習入門︓CIMS4800

基本的診療技能実習　　　　　　　内科診断学実習　　　　　共通講義分野別講義　　　　　　　　　　臨床解剖実習

CBT OSCE

科学的探究力･研究力

国際的能力

医療の実践

医学知識

倫理とプロフェッショナリズム

コミュニケーション 医療の社会性・
社会への貢献

徳島大学医学部医学科卒業時コンピテンス・コンピテンシー

PBLチュートリアル臓器疾患別講義

臨床医学入門︓CIMS4000、循環器︓CIMS4400、呼吸器︓CIMS4440、アレルギー・自己免疫︓CIMS4450、

消化器︓CIMS4430、血液︓CIMS4420、内分泌・代謝︓CIMS4410、腎・尿路・男性生殖器︓CIMS4460、

神経・精神・行動︓CIMS4470、運動器︓CIMS4480、周産期・小児・女性生殖器︓CIMS4490、皮膚・感覚器︓CIMS4500

社会医学
社会医学実習︓SCMD3810

予防医学︓
SCMD3400

　法医学︓
SCMD3420

公衆衛生学︓
SCMD3410

寄生虫学・免疫学︓BAMD2630　細菌学︓BAMD2650　ウイルス学︓BAMD2660
生理学Ⅰ︓BAMD2641　生理学Ⅱ︓BAMD2642　生化学︓BAMD2620

解剖学Ⅰ︓
BAMD2600 

解剖学Ⅱ︓
BAMD2610

診療参加型臨床実習
必修 指定学外Ⅰ︓CIMS5895 指定学外Ⅱ︓CIMS5896

選択Ⅰ︓CIMS5892 選択Ⅱ︓CIMS5893 選択Ⅲ︓CIMS5894
内分泌・代謝・血液内科学︓CIMS5811、循環器内科学︓CIMS5801、消化器内科学︓CIMS5821、呼吸器・膠原病内科学︓CIMS5831、
消化器 ・小児外科学︓CIMS5822、胸部内分泌外科学︓CIMS5832、心臓血管外科学︓CIMS5802、泌尿器科学︓CIMS5842、
整形外科学︓CIMS5854、腎臓内科学︓CIMS5841、産科婦人科学︓CIMS5862、小児医学︓CIMS5861、
眼科学︓CIMS5873、救急集中治療医学︓CIMS5804、精神医学︓CIMS5852、耳鼻咽喉科学︓CIMS5874、
皮膚科学︓CIMS5871、形成外科学︓CIMS5872、脳神経外科学︓CIMS5853、神経内科学︓CIMS5851、　
放射線科学︓CIMS5881、麻酔・疼痛治療医学︓CIMS5803、地域医療学︓CIMS5891、臨床病理︓BAMD5800、法医学・医事法制︓SCMD5800　

医学英語︓MEEG4000

基礎医学 Ⅱ
薬理学︓BAMD3620

病理学Ⅰ︓
BAMD3600

病理学Ⅱ︓
BAMD3610



科目コードの説明 

授業科目名と併記されている科目ナンバリングシステムの基本ルール 

例） 授 業 題 目 名  科目ナンバリング 

医学研究実習  MESC ３８００ 

② 水準番号

① 科目領域コード ③ 個別番号

① 科目領域コード 英  語 日 本 語 

BAMD Basic Medicine 基礎医学 

CIMS Clinical Internal Medicine and Surgery 臨床医学 

CPSY Clinical Psychology 臨床心理学 

ENGL English Linguistics 英語学 

FMHC Fundamental Medical and Health Care Education 医療基盤教育 

LASC Laboratory Animal Science 実験動物学 

HSSC Health/Sports Science 健康･スポーツ科学 

INFO Informatics 情報学 

MEEG Medical English 医学英語 

MESC Medical Science 医科学 

MNUT Medical Nutrition 医科栄養学 

SCMD Society Medicine 社会医学 

UNIV University 大学入門講座 

 

② 水 準 番 号 ③ 個 別 番 号

0 ＝ 公開講座等、単位なしの科目  000～399： 講義科目 

1 ＝ 教養入門科目  400～599： 演習科目 

2 ＝ 専門基礎科目  600～799： 実験科目 

3 ＝ 専門応用科目  800～899： 実習科目 

4 ＝ 専門総括科目  900～999： 学位論文作成関連科目、 

  (特別講義等の新規開発科目) 

5 ＝ 高度な学部専門科目、および 

     医歯薬系 5-6年次用専門科目、 

     大学院入門用科目 

6 ＝ 修士課程(博士課程前期)用科目 

7 ＝ 博士課程(博士課程後期)用科目 

科目ナンバリングの概要 

医学科




