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川崎医科大学附属高校は 1970年に創設された全国唯一の医科大学附属高校で

あり、本学はドクターロードなどの高大連携教育を実践することで附属高校の

３年を加えた９年一貫教育によって良医の育成を行ってきた。平成 28年３月ま

でに、1,623名が附属高校を卒業し、その内 90.3%が本学に進学している(資料

１)。卒業生数から換算すると全国の医師約 31万人中、200人に１人は附属高校

出身者である。附属高校から本学への高い進学率は医師を目指す受験生と保護

者にとっては大きな魅力の一つとなっている（資料１）。 

今回、過去５年間の高大連携の点検と評価を行い、長所については発展させ

ながら今後も継続し、また、改善すべき事項については附属高校の教員ととも

に問題点を抽出し解決策を図ることで、さらに充実した９年間一貫教育による

良医育成を目指すものである。 

 

１. 現状説明   

 

(１)高大連携教育（ドクターロード）（資料２） 

川崎医科大学附属高校生（以下、附属高生）に医師になるという目標を明確

にさせ、現在自分がなすべきことへ積極的に取り組む動機づけを行うことを目

的に、以下のドクターロードと称している高大連携教育を行っている。附属高

校では各ドクターロード科目受講後、生徒にレポート作成やアンケート調査を

行い、各科目の点検・評価を行っている。 

〈１〉現代医学教育博物館（MM）見学（資料２;ｐ２）：附属高校１年生を対象

としており、MMを中心に見学・研修しレポートを作成する。生徒が作成するレ

ポートは平成 27年度からは「現代医学教育博物館見学」という冊子にまとめら

れており（資料３）、優れたレポートについては高校のホームページで紹介して

いる（資料４）。これまでの本研修では MM以外にも図書館や臨床教育研修セン

ターなどの本学の教育施設を見学していたが、限られた時間でより深い学習を

するために平成 28年度からは MMのみの見学としている。 
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〈２〉医師へのインタビュー（資料２;ｐ３-５）：附属高校１年生が各診療科の

医師に１対１のインタビューを行う。生徒はインタビューする診療科について

あらかじめ調べ、質問項目を準備して臨んでいる。医師に仕事内容やそのやり

がい、職場などについて直接質問することによって医師という仕事についてイ

メージでき、生徒に将来医師になるという動機づけをさせることを目的として

いる（資料５）。 

〈３〉メディカルスクールアワー（MSH）（資料２;ｐ６-13）：附属高校１年生の

２学期からスタートして２年生の１学期まで、学長が推薦した本学の教員がお

よそ月に１回のペースで授業を行っている（年間９回実施）。授業内容はそれぞ

れの専門以外に、医師という職業、医学史、死生観など多肢にわたっている。

授業後の生徒のアンケートでは８割以上の生徒が授業内容を理解できたと答え

ており（資料６）、高校生にも理解できるように担当教員がしっかりと授業準備

をしていることがうかがわれる。 

〈４〉医科大学体験実習（資料２;ｐ14-17）：２年生を対象に７月下旬の２日間

にわたって行われる。それぞれが希望する本学の基礎・応用医学の教室に２～

３人ずつ配属され、その教室の研究テーマに沿って行われている実験を見学・

体験し、その内容をレポートにして報告する。本実習によって、医学部では臨

床業務以外にもいろいろな基礎医学研究が行われていることや、その重要性を

知ることができる（資料７）。 

〈５〉医科大学入学前研修（資料２;ｐ18-21）：翌年度に本学への入学が決定し

ている３年生および補習科生を対象に、本学１学年を担当する一般教養と基礎

系の教員が入学前授業を行う。従来はそれぞれの教員が授業内容を個別に考え

て実施していたが、平成 27年度から本学と附属高校の高大連携担当教員が話し

合って７つの研修到達目標を設定し、それらの中から各担当教員が１つあるい

は複数個選び、それに沿って講義や実習を行っている（資料８）。附属高生は本

研修によって本学での授業のイメージを掴み、医学の学習にはどのような知識

や学習姿勢が必要かなどをあらかじめ知って入学することができる（資料９）。 

その他、ドクターロード科目以外にも附属病院の見学、社会福祉法人旭川荘

見学、附属高校から本学に入学し卒業した医師による講話などが行われている。 

 

 (２)高大教員間の交流 

高大連携に関わる教員による以下の会議・打合せ会を行っている（資料 10）。 

〈１〉高大連携打合せ会（資料 10-１）：高大連携担当教員による年３回の打合

せ会を行っており、当該年度のドクターロードの日程と内容についての確認お

よび改善点について検討している。 

〈２〉高大連携会議（資料 10-２）：年度末に本学の一般教養・１学年担当教員・
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寮舎監長と附属高校の各科目担当教員・舎監長が集まり、当該年度入学の本学

１学年の学生と次年度入学予定の附属高生の学習・生活状況について意見交換

を行っている。 

〈３〉高大連携全体会議（資料 10-３）：年度末に一般教養と基礎系の教員と附

属高校各科目担当教員とが集まり、当該年度入学の１学年学生の学習・生活状

況の報告や、入学前研修の反省などを行っている。また、本会議終了後には懇

親会を行い、高大教員間の親睦を深めている。 

その他、本学で開催している授業改善に関するワークショップ型 FD＊会に平成

27年度から附属高校教員も参加している（資料 11）。 
＊）FD：ファカルティ・ディベロップメント（Faculty Development）の略。教

員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取組の総称（文部科学

省） 

 

 (３)附属高校 学校評価委員会 

年２回附属高校学校評価委員会が開催され、本学高大連携担当教員が委員の

一人として参加し、各年度の高校の取り組みや改善点について話し合っている

（資料 12）。 

 

 (４)附属高校説明会への参加 

附属高校で３回の説明会と他都市（東京、名古屋、大阪、福岡）で４回の説

明会が実施され、その際に本学高大連携担当教員も参加し、本学の紹介および

高大連携教育の説明を行っている（資料 13）。 

 

 

２. 長所・特色 

 

(１)高大連携教育 

全国唯一の医科大学附属高校という特性を生かして、各種のドクターロード

科目が実施されており、附属高生は医大の教育施設を使った本学教員による講

義や実習などを直接受けることができる。各ドクターロード科目実施後、生徒

に感想やレポートなどを課しており、その内容からドクターロードによって医

師になるという動機づけがしっかりと行われていることがうかがわれる（資料

３～７,９）。また、現代医学教育博物館の見学後に生徒が作成するレポートで

は、観察内容が図表を交えて詳細に記載されており、年々その質の向上が見ら

れる（資料３）。このように、ドクターロードは附属高生に対して医師になると

いう目標をより明確にさせると同時に、学力の向上にも役立っており、ドクタ
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ーロードの内容を工夫・改善しながら今後もより良い高大連携教育を実施して

いく。しかしながら、担当する教員の負担は大きく、各科目とも特定の教員に

毎回担当してもらうことなくできるだけ多くの教員に分担してもらうように計

画していく必要がある。また、各ドクターロード終了後には担当した医大教職

員に、授業の効果（附属高生のレポートや感想文など）をフィードバックして

教職員のモチベーションを保つことも必要であると思われる。医大入学前研修

では、これまで医大の各教員が担当毎に自由に授業を行ってきたが、教育効果

を高めるために平成 27 年度から授業目的の統一を試みている（資料８）。今後

も入学前研修の目的をより明確にして効果的な研修計画を立案する。その他、

女性のワークライフバランスという観点から、本学の現役女性医師と附属高校

の女子生徒との定期的な交流会を行い、附属高校の女子生徒に早い段階で医師

になるという自覚と将来像を持たせることを計画している。 

 

(２)高大教員間の交流 

定期的に担当教員による高大連携会議および打合せ会が開催されており、加

えて、高大連携の担当教員は日常的に電子メールなどで緊密に連絡を取り合っ

ている。また、本学で開催されている授業改善に関するワークショップ型 FD会

に附属高校の教員が参加しており（資料 11）、高大教員が共に授業改善のための

研修を行っている。現在、年度末に附属高校出身者の期末成績を高校側へ提供

しているが、今後、CBT や医師国家試験結果などのデータについても同様に提供

し、高校での生徒指導に役立ててもらうことも有用である。平成 27 年度から、

一般教養教員と高校の各科目担当教員との電子メールアドレスの交換を行って

おり、各科目レベルでも日常的に高大教員間で意見交換を図ることができる環

境になっている。 

 

 

３. 問題点 

 

他大学においても附属高校からの内部進学者の学力不足が問題視されている

のと同様に、本学の附属高校出身者においても、他の入試方式で入学した学生

と比較して進級率の低下傾向が見られるようになった（資料 14）。入試倍率の大

きな違いから、附属高校出身者の入学時点での基礎的な学力は一般入試入学者

と比べて低いことが予想され、入学後に学力を伸ばす必要がある。医学の学習

量は膨大であり、講義で教えられる量は限られているため、医学部での学習は

受け身ではなく能動的に行うことが求められる。従って、附属高生に能動学習

の習慣を早くから身につけさせることが本学入学後の成績向上の鍵であると思
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われる。そのために高校では反転授業や課題学習などのアクティブラーニング

の手法を取り入れた授業を多く実践してもらうことが肝要である。これらの新

しい教育手法の導入には高校教員の研修と努力が不可欠であり、研修のための

講師の紹介や高校教員の本学 FDへの参加推進を行っていく。さらに、高校での

成績と医大入学後の成績とは強い正の相関があることが分かっており（資料 15）、

高校の授業の重要性がうかがわれる。また、附属高校の志願者数を増やし、よ

り学力の高い附属高校への入学者を増やすことも優秀な附属高生の本学入学に

結びつくと思われる。昨今は多くの私立高校における進学コースの設置や中高

一貫校の増加などにより受験生の選択肢が増え、受験生確保が年々難しくなっ

ている。医科大学附属高校の利点を生かして、高大連携による良医育成を行っ

ているという特色を、各種の広報手段によってさらに積極的に全国に発信して

いく必要がある。 

一方、医大生に必要な基礎力を測定する新しい試みとして、本学１学年の学

生に対して 2014年度から PROGⓇ＊テストを実施しており、学力以外に医大生に必

要な能力・スキルのデータが集積しつつある。本データを詳細に分析すること

で本学受験までに到達すべき能力・スキルのレベルを具体化し、附属高校出身

者の優れている点と不足している点を明らかにして、不足している領域につい

ては高大連携を通じてその改善を図っていく。 
 

*）PROGⓇ：河合塾とリアセックが共同開発した大学教育を通じたジェネリック

スキル育成プログラムで、筆記試験では測定できないような基礎力を測定する

テストとその解析からなる。リテラシー（知識を活用して課題を解決する力）

とコンピテンシー（経験を積むことで身についた行動特性）の２つの領域があ

る。 

 

 

４．全体のまとめ 

 

本学在籍学生の約２割を占める附属高校出身者の学力向上は、進級率の増加

による収容定員に対する在籍学生数比率の改善や、医師国家試験合格率の向上

に直結するものである。今後も医科大学の附属高校という特性を最大限に生か

した高大連携を継続・発展させることで、高大一貫教育による良医育成を目指

していく。附属高生は学習の面だけではなく、本学建学の理念を具現化する存

在として他の学生の目標とならなければならない。 
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５. 資料 

 

１ 附属高校ホームページ －川崎医科大学への推薦入試制度

（1https://www.kawasaki-m.ac.jp/highschool/suisen/） 

２ 医科大学・附属高校連携（高大連携）の５年間の記録（平成 23～27 年度） 

３ 現代医学教育博物館見学レポート集（平成 27年度）【略】 

４ 附属高校ホームページ －ドクターロードの紹介

（https://www.kawasaki-m.ac.jp/highschool/education/index.html#cont0

1） 

５ 医師へのインタビューに関するアンケート結果（平成 27年度） 

６ Medical School Hour に関するアンケート結果（平成 27年度） 

７ 医科大学体験実習に関するアンケート結果（平成 27年度） 

８ 医大入学前研修実施依頼（平成 27年度） 

９ 医科大学入学前研修に関するアンケート結果（平成 27年度） 

10 高大連携会議および打合せ会議事録（平成 27年度） 

10-１ 第１～３回高大連携打合せ会記録【略】 

10-２ 高大連携会議議事録【略】 

10-３ 高大連携全体会議議事録【略】 

11 平成 27年度「授業改善に関する第１回ワークショップ型 FD会」参加者名簿 

12 附属高校 学校評価委員会記録（平成 27年度） 

13 附属高校ホームページ －学校説明会

（https://www.kawasaki-m.ac.jp/highschool/exam/setumeikai.html） 

14 入試別非進級率（平成 22～27年度）【略】 

15 附属高校出身の入学生 高校３年間の成績と大学の成績（１学年末成績） 



 

 

 

 

資   料 
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（資料1）
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医科大学・附属高校連携（高大連携）の５年間の記録（平成 23〜27 年度） 

 

1. 現代医学教育博物館（メディカルミュージアム：MM）等見学 

 附属高校１年生を対象に、豊富な実物標本と視聴覚教材で現代医学の全般が学べる現代医学教育博物館

（MM）と医学教育関連施設を見学することにより、現代医学に興味を抱かせ、興味を抱いたテーマについて

調べてまとめることを通して、学習意欲および進路意識向上の一助とする目的で行っている。 

2. 医師へのインタビュー 

 附属高校１年生を対象に、医科大学の臨床医学の教員にインタビューを行い、臓器や診療に対する知見を

増やし、医師の仕事の魅力を見出し、医師への道の険しさも知る目的で行っている。 

 

3. Medical School Hour（ＭＳＨ）  

 附属高校１年生と２年生を対象に、医科大学の教員が大学で学ぶ項目の一部を高校生向けにアレンジして

講義を行っている。一般教養・基礎・臨床医学の教員による講義を体験することで、医学への興味・関心を

持ち、医師の仕事や医師になるために必要なことについて考え、高校の学習など自分が成すべき事に積極的

に取り組む姿勢を身につける目的で行っている。 

 

4. 医科大学体験実習 

 附属高校２年生を対象に、基礎・応用医学の研究室において大学教員の研究活動の一端に触れさせ、医学

への興味を惹き起こさせる目的で行っている。 

 

5. 医科大学入学前研修 

 医科大学に入学が決まった３年生・補習科生を対象に、入学前の補習講義として一般教養分野（英語・日

本語・数学・物理・化学・生物）と基礎系分野を含めた講義を行っている。 

 

 

 

（資料 2） 
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1. 現代医学教育博物館（メディカルミュージアム:MM）等見学 

実施方法：午前中に、現代医学教育博物館の副館長によるミニ講義の後、生徒らは自由に館内を見学し、興

味を持った内容について、レポートを作成した。午後からは、医科大学附属図書館見学と臨床教育研修セン

ターの見学も行った。 

 

日程：９：００～ ９：１０ オリエンテーション 

   ９：１０～１０：００ ミニ講義 

  １０：１０～１２：３０ ＭＭ見学および自修 

 １２：３０～１３：２０ 昼食および休憩 

 １３：２０～１４：００ 医科大学・図書館見学 

 １４：００～１５：００ 臨床教育研修センター見学 

  １５：００～１５：３０ 医師へのインタビューの経路確認 

 

平成２３年度 日 時：５月１２日(木) ９：００～１６:００ 参加生徒数：第 1学年２７名 

平成２４年度 日 時：５月１１日(金)  ９：００～１６:００ 参加生徒数：第 1学年２９名 

平成２５年度 日 時：４月１８日（木） ９：００～１６:００ 参加生徒：第 1学年２２名 

平成２６年度 日 時：５月１日（木） ９：００～１６:００ 参加生徒：第 1学年２５名 

平成２７年度 日 時：５月 11日（月） ９：００～１６:００ 参加生徒：第 1学年２４名 

 

考察：入学して間もない１年生に対しての行事としては、ふさわしい内容と考える。レポートについて、平

成 27年度には、『現代医学教育博物館』として冊子を作成した。レポートをさらに充実させるために、平

成 28年度からは、見学コースを現代医学教育博物館のみで行い、優れたレポートを附属高校のホームペー

ジで紹介する予定にしている。 
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2. 医師へのインタビュー 

実施方法：臨床医学の各所属長にインタビューを担当する教員を推薦してもらい、その後、推薦された教員

と日程調整をし、中央教員秘書室の協力の下、本館棟５・６・７階の応接室にて、１日当たり３〜５名が、

１対１で 50分間インタビューを行った。 

 生徒らは、事前に、高校において、自らが診療科目を選択し、自分のインタビューを行う診療科について

調べておき、医学・臨床・医師人生などについて質問事項を考え、インタビューの内容を検討した。医科大

学訪問時の注意事項やマナーについても指導を受けた。平成 27 年度からは、インタビューマナー研修につ

いて、山陽新聞社の協力で、高校で授業を１コマ行った。事後指導として、高校においてインタビューに応

じてもらった教員に対して、礼状を作成した。 

 

平成２３年度：６月６日〜６月 23日 16：20〜17：10（50分） 

第 1学年２７名を対象に、臨床医学教員２７名が、インタビューに応じた。協力教室は、救急医学、循環器

内科学、呼吸器内科学、心臓血管外科学、呼吸器外科学、腎臓・高血圧内科学、血液内科学、糖尿病・代謝・

内分泌内科学、泌尿器科学、神経内科学、脳卒中医学、脳神経外科学、精神科学、小児科学、小児外科学、

産婦人科学、乳腺甲状腺外科学、皮膚科学、形成外科学、脊椎・災害整形外科学、骨・関節整形外科学、リ

ハビリテーション医学、肝胆膵内科学、消化管内科学、消化器外科学、眼科学、耳鼻咽喉科学。 

 

平成２４年度：６月４日〜６月 13日 16：20〜17：10（50分） 

第 1学年２９名（欠席１名）を対象に、臨床医学教員２８名が、インタビューに応じた。協力教室は、総合

臨床医学、救急医学、循環器内科学、呼吸器内科学、心臓血管外科学、呼吸器外科学、腎臓・高血圧内科学、

糖尿病・代謝・内分泌内科学、泌尿器科学、神経内科学、脳卒中医学、脳神経外科学１、精神科学、小児科

学、小児外科学、産婦人科学、乳腺甲状腺外科学、リウマチ・膠原病学、皮膚科学、形成外科学、脊椎・災

害整形外科学、骨・関節整形外科学、リハビリテーション医学、消化管内科学、消化器外科学、眼科学１、

耳鼻咽喉科学、病理学２。 

 

平成２５年度：６月 24日〜７月５日 16：10〜17：00（50分） 

第 1学年２２名を対象に、臨床医学教員２２名が、インタビューに応じた。協力教室は、循環器内科学、呼

吸器内科学、心臓血管外科学、呼吸器外科学、腎臓・高血圧内科学、血液内科学、糖尿病・代謝・内分泌内

科学、泌尿器科学、神経内科学、脳卒中医学、脳神経外科学１、精神科学、乳腺甲状腺外科学、リウマチ・

膠原病学、脊椎・災害整形外科学、リハビリテーション医学、消化管内科学、消化器外科学、耳鼻咽喉科学、

麻酔・集中治療医学 1、放射線医学（画像診断 1）、病理学２。 

 

平成２６年度：６月 23日〜７月２日 16：10〜17：00（50分） 

第 1学年２５名を対象に、臨床医学教員２５名が、インタビューに応じた。協力教室は、循環器内科学、呼

吸器内科学、心臓血管外科学、呼吸器外科学、腎臓・高血圧内科学、血液内科学、糖尿病・代謝・内分泌内

科学、泌尿器科学、神経内科学、脳卒中医学、脳神経外科学１、精神科学、小児科学、乳腺甲状腺外科学、

リウマチ・膠原病学、皮膚科学、脊椎・災害整形外科学、骨・関節整形外科学、リハビリテーション医学、

消化管内科学、消化器外科学、眼科学 1、耳鼻咽喉科学、麻酔・集中治療医学 1、放射線医学（画像診断 1）。 
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平成２７年度：６月 22日〜７月１日 16：10〜17：00（50分） 

第 1学年２４名を対象に、臨床医学教員２４名が、インタビューに応じた。協力教室は、総合臨床医学、救

急医学、呼吸器内科学、心臓血管外科学、腎臓・高血圧内科学、血液内科学、泌尿器科学、神経内科学、脳

神経外科学１、精神科学、小児科学、産婦人科学１、形成外科学、脊椎・災害整形外科学、骨・関節整形外

科学、リハビリテーション医学、肝胆膵内科学、消化管内科学、麻酔・集中治療医学２、臨床腫瘍学、放射

線医学、検査診断学（内視鏡・超音波）、病理学１、病理学２。 

 

アンケート結果および考察：担当教員へインタビュー後、各自にアンケートを行った。回収率は、平成 23

年度は 100％、24 年度は 96％、25 年度は 50％、26 年度は 44％で、27 年度は行わなかった。 

 生徒の挨拶・言葉遣いなどマナー面およびインタビューの内容については高評価で、高校での事前の指導

が徹底していたと考えられる。インタビューの時間については、平成 25 年度までは、適切と判断されたが、

26 年度に長かったと回答する教員が３割を超え、少し実施方法に問題があったのかもしれない。実施学年

については、２年生を望む声も多いが、２年生の行事が多いため、カリキュラム上は難しいと考えている。 

自由記入で意見をいただいているが、インタビューの対象を医師以外の職種に向けるのも必要かもしれない。 

 

 自由記入（抜粋） 

平成 23 年度：高校生の頃の感性をだいぶ忘れてしまったのですが、病気のことなどを質問されるのもいい

のですが、もっと人間的な内容、医師としての思いなど、ふだん聞かないような内容のほうが医師という職

業への理解が深まると思いました。もちろん一般的な病気や興味のあることがあれば、それはそれでかまわ

ないと思いますが。 

１対１の面談で、かなり緊張されていたようでした。数人のグループで話した方が、話が盛り上がるのでは

と思いました。 

平成 24 年度：個人的な意見としては、これから先、嫌でも「医師」という世界しか見られなくなってくる

のではないかと思うので、高校生でするならば、「医師」以外の職業のことを知るということの方がより「医

師」について自分たちで考えるきっかけになるかもしれないし、他の職業についても考えたことがあるとい

うことは、きっと医師になってから生きてくるのではないかなと思います。 

 良い試みと思います。同時に患者さんに理想の医師像をインタビューするのもモチベーションを高める意

味でよいかと思います。 

平成 25 年度：あまり専門的な内容を問うよりは一般的な内容に質問をしぼる方が知識差の影響が少なくて

話がつづく。インタビューだけだとあまりに長い。50分使うなら半分インタビュー、半分は雑談なり逆イ

ンタビューにするなりしないと時間が持たなかった。インタビューは彼なりにがんばっていたと思う。誠実

さを感じた。 

平成 26 年度：前向きな姿勢に将来の理想的な医師像に向かって彼女が日々努力していく姿が目にうかびま

した。今回の様なインタビューは生徒にとっても大切な機会ですし、医師にとっても大切な機会であったと

思います。ありがとうございました。 

 50 分は少し長いように感じます（質問を受ける側としても）。「医師へのインタビュー」の実施学年に関

して、モチベーションを高めるという目的での１学年の実施はよいと思いますが、そのモチベーションを維

持しさらに理解を深めるために２学年でも引き続き行ってもいいかもしれません。 



5 
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3. Medical School Hour (MSH) 

実施方法：医科大学学長に講義を担当する教員を推薦してもらい、その後、推薦された教員の日程調整をし、

１コマ５０分の講義を医科大学の講義室で行った。可能な限り、一般教養→基礎医学→臨床医学の順になる

ようにカリキュラムを組んだ。附属高校１年生の２学期からスタートして２年生の１学期まで、およそ１か

月に１回のペースで、９回ずつ実施した。平成 25 年度からは、２年生の１コマをがんプロジェクトの一環

として、講義を行った。 

平成 23年度１学期 ２年生 

 実施日 担当教員所属 テーマ 

A ５月13日 救急医学 医師という職業だから勘違いしてしまうこと 

B ６月３日 消化管内科学 女性医師のあゆみと社会貢献 

C 
７月８日 腎臓・高血圧内科学 

川崎医科大学からオックスフォード大学グリーン（・テンプル

トン）カレッジへ 不思議の国のアリスの舞台でみた医科大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒の授業の感想（抜粋）：東日本大震災についてのお話はなかなかきける事ではないので、とても関心を

もちました。現地でのにおい、景色などをＴＶでは伝えられない事もおしえてもらいました。こういう時に、

自分らがどうすればよいかを教えさせられました。 

平成 23年度２・３学期 １年生 

 

８月 26日 微生物学 水の力 

９月 16日 眼科学 医師になるまでの時間 

10月 21日 循環器内科学 医師を目指してからの軌跡 

11月 18日 泌尿器科学 君たちが今すべきこと。医師になってから必要なこと 

１月 20日 リウマチ・膠原病学 良医を目指すために、今すべき事 

２月 17日 耳鼻咽喉科学 君たちの進む道 

実施日 担当教員所属 テーマ 
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平成 24年度１学期 ２年生 

 実施日 担当教員所属 テーマ 

A ５月 11日 消化管内科学 女性医師のあゆみと社会貢献 

B ６月７日 語学 コミュニケーションのための日本語 

C ７月６日 腎臓・高血圧内科学 切手から眺める細胞の世界 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒の授業の感想（抜粋）：医学のことだけでなく、女性としての生活や子育ての話が聞けて、現実的な面

でも納得させられるところがありました。 

 日本語は小さい頃から使っているから分かるというのは間違いだった。これはどういう意味というのがた

くさんあった。医師に必要な資質はすべて日本語が必要であり、頑張らないといけないと思った。 

 

平成 24年度２・３学期 １年生 

実施日 担当教員所属 テーマ 

８月 31日 語学 大学生になるために必要な国語力 

９月 19日 分子生物学１ ヒト・ゲノムのメッセージ：未来はどこまで予測できるのか？ 

10月 12日 公衆衛生学 医者になる前、なってから、そして現在 

11月 16日 
脳神経外科学１ 

 

あなたは死について考えたことがありますか 

−デス・エデュケーション− 

２月 15日 
放射線医学 

(画像診断１) 
医療の現場における医師のジレンマ：学生時代にできること 

２月 15日 耳鼻咽喉科学 医学部と附属高校 
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平成 25年度１学期 ２年生 

 月日 担当教員所属 テーマ 

A ５月 10日 小児科学 小児科医として思うこと 子供、親の気持ちをわかる医者になる 

B ５月 31日 呼吸器内科学 タバコの有害性と禁煙について 

C ６月７日 心臓血管外科 最先端外科へのチャレンジ！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒の授業の感想（抜粋）：手術の映像で詳しく説明していただいた。自分の生きがいについて詳しく話さ

れたのもよかった。 
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平成 25年度２・３学期 １年生 

 月日 担当教員所属 テーマ 

A ８月 30日 循環器内科学 医師という職業について 

B ９月 11日 臨床腫瘍学 がんってなーに 

C 10月 18日 リウマチ・膠原病学 川崎医科大学の伝統と誇り 

D 11月 15日 神経内科学 良医の決め手は、問診力 

E １月 31日 病理学１ 洪庵に学ぶ 

F ２月 14日 リハビリテーション医学 医師の米国留学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒の授業の感想（抜粋）：楽しく学べたことが大きかった。難しいガンという病気をかみくだいた判りや

すい説明やスライドショーの面白さが印象的。 
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平成 26年度１学期 ２年生 

 月日 担当教員所属 テーマ 

A ５月９日 呼吸器外科学 がん治療：まだまだ、やらなきゃいけないことがある 

B ６月 10日 川崎病院小児科学 途上国に恋してみませんか？〜国際協力のすすめ〜 

C ６月 30日 川崎病院耳鼻咽喉科学 雑学のすすめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒の授業の感想（抜粋）：国境なき医師団などに興味を持ったことがあり、実際の途上国での経験を知る

ことができ、とても勉強になりました。また、患者さん本人にとっても何が幸せなのかということを考えさ

せられました。 
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平成 26年度２・３学期 １年生 

 月日 担当教員所属 テーマ 

A ８月 28日 語学 医療のニュースを知ろう 

B ９月 19日 公衆衛生学 医学部って理系、それとも文系？ 

C 10月 23日 生理学１ 私が求めるもの、あなたが求めるもの 

D 11月 13日 消化管内科学 未来の医療を想像してみよう 

E 11月 21日 病理学１ 当院の卒後臨床研修について 

F ２月 20日 耳鼻咽喉科学 がん治療と出会ってから今日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒の授業の感想（抜粋）：これから先の医療のことや、医師という職業がさらに求められるようになると

いうことがわかって、医師になりたいという気持ちが強くなった。 

 大学に入るという近い未来だけでなく大学を卒業するまでを見据えて授業されました。私たちは目の前の

ことを一生懸命、１つずつ確実にこなしていかなくてはならないなと思いました。 
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平成 27年度１学期 ２年生 

 月日 担当教員所属 テーマ 

A ５月 13日 消化器外科学 外科医でなければ救えない命がある 

B ６月９日 放射線医学（治療） 未来の「癌」放射線治療 

C ７月１日 手外科・再建整形外科学 マイクロサージャリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒の授業の感想（抜粋）：実際の写真をたくさん見て刺激を受けた。 
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平成 27年度２・３学期 １年生 

 月日 担当教員所属 テーマ 

A ９月 10日 微生物学 ミクロの世界を覗いてみると 

B ９月 18日 語学 「伝える」ことと「伝わる」こと 

C 10月 26日 生化学 若い君たちに伝えたいこと 

D 11月９日 皮膚科学 附属高校生活 

E 12月７日 形成外科学 川崎医大で経験したこと：学生〜医師への道 

F ２月１日 救急医学 どんなお医者さんになりますか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒の授業の感想（抜粋）：人の命を全力で救う姿が印象に残った。また、話し方も前向きで常に笑顔で話

して下さったところがすばらしいなと思った。 

 

アンケート結果および考察：生徒にとって、ほとんどの講義が、理解でき、医師になるための参考になって

いる。自分の仕事を楽しそうに話す教員が高評価を得ており、講義を受けて医師になりたい気持ちを強くし

ている生徒が多かった。救急医学や外科系の講義が、印象に残りやすい傾向にあった。生徒らは、緊張しな

がらも、真剣に、目をキラキラさせながら、話に耳を傾けていた。時に、専門的な話に戸惑い、手術の画像に声

を失うこともあった。けれども、彼らの中に衝撃が走り、その場では消化しきれない何かが心に残っているのは

察することができた。 
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4. 医科大学体験実習 

実施方法：基礎医学・応用医学教室に生徒の受け入れを依頼し、受け入れ人数が確定後、生徒が希望教室を

決めた。各教室当たり２〜５名の生徒を担当し、主に中央研究センターを使用して実習を行った。平成 23

年度〜26年度までは３日間、平成 27年度は２日間、９：00〜17：00まで実施した。生徒らは、毎日、実習

日誌を記した。事前に予算が必要な場合、平成 26年度からは、申請してもらった。 

 

 

 

 

 



15 
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アンケート結果と考察：実習終了後、担当教室にアンケートを行った。回収率は、平成 2４年度〜27 年度

まで 100％だった。 

 生徒の取り組む姿勢について高評価で、高校での事前の指導が徹底していたと考えられる。担当人数につ

いては、２人までならば妥当だが、３人以上になると負担が大きくなると考えられる。実習日誌については

概ね満足だが、知識不足のため一部に物足りなさを感じる教員がいた。時間は、実施期間が３日間の場合、

長いと感じている教室が多かったが、２日間にしてからは、妥当と理解を得られていると考える。現行の日

程が、医科大学で行われる学術集会前なので、負担を感じている教員がいるのも事実である。また、高校で

の生物学の習熟度が２年生の１学期では不足しているので、日程の変更を検討する必要がある。また、基礎・

応用医学教室の教員数が減少しているので、受け入れ教室を増やすことも視野に入れて改善していく必要が

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

5. 医科大学入学前研修 

実施方法：医科大学１年生の講義を担当する一般教養と基礎医学教室に依頼し、講義・実習などを実施した。

午前は附属高校で、午後からは医科大学を中心に行った。 

平成23年度〜平成25年度までは、１コマを90分で行った。平成26年

度・27年度は、医科大学のカリキュラムが１コマ60分に変更された

ため１コマを60分で行った。平成23年度は２週間、平成24年度は３

週間、平成25年度は（初日に附属高校に担当教員が出向きガイダン

スを行い）２週間、平成26年度・27年度は４週間、それぞれ行った。

平成26年度からは、「仲間が思いを一つにして、一つのゴールに向

かって進んでゆける組織づくり」を目指しとしてチームビルディン

グも導入した。毎年度末、医科大学の教員と附属高校の教員が全体会議を開き、医科大学入学前研修の反省

を行った。平成27年度からこれまでの反省を基に、この研修の到達目標として、以下の７項目を挙げた。 

１．医科大学入学後に必要となる基本的な学習基礎を身につける。 

２．文章作成力を身につける。 

３．能動的・自発的学習の重要性を認識する。 

４．コミュニケーション力を身につける。 

５．グループ学習を経験する。 

６．研究（実験）のおもしろさを経験する。 

７．自分の考えを発表する力を身につける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象者 現役生 補習科生 

平成 23年度 26 0 

平成 24年度 8 2 

平成 25年度 18 5 

平成 26年度 21 3 

平成 27年度 18 2 
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生徒の研修の感想（抜粋）： 

平成 23 年度：大学での授業数が少なすぎて、大学に入ってからのことに少し不安を持った。もっと多くの

授業数を増やすことによって、研修の意味が大きく異なってくると思う。 

 大学に行って 90分の授業を体で感じることができたのでよかった。 

平成 25年度：90分授業になれるという意味では非常によかったと思う。どの授業も，高校でやった内容か

らちょっと補足しているなど，すんなり入りやすくよかった。 
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 外部の人よりも早く大学の授業を経験できたから良い体験だった。 

平成 26年度：60分の講義になれるのに時間がかかりそうです。その時間があっという間に過ぎてしまった

と感じてしまうほどに真剣に講義に取り組みたいです。 

 実際に実験をして、どんな反応がおこるかを眼で見て理解できたのは大きかったと思う。 

平成 27年度：大学入学後での講義の空気、受ける姿勢や態度を学ぶことができ、よかったと思う。 

 附属生に期待してくださっている先生がいらっしゃるということがわかったので頑張ろうと思いました。 

 

アンケート結果と考察：研修の内容について、生徒らは概ね理解できている。大学への入学に不安を抱えて

いる生徒が多く、実際に大学の講義室・実習室で、大学のカリキュラムにあわせた時間で実施できたのは、

効果があったと考える。平成 24年度から実施期間を長く設けたが、当初は、高校側と大学側の研修内容に

関するすりあわせが十分でなく、内容の重複や何を伝えたらよいのかについての迷いが、教える側にあった。

平成 27年度に、明確な到達目標を設定して、かなりの改善がなされたと考える。今後もプレゼンテーショ

ン力・コミュニケーション力の強化に、この研修が役立つことを期待している。 
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医師へのインタビュー2015 アンケート結果     
 

対象：平成 27年度附属高校 1年生 24名（回答率 100％） 

 

＜選択肢設問＞ 

１．挨拶や身だしなみ，礼儀について 

ア きちんとできた    19（79％） 

イ だいたいできた     5（21％） 

ウ あまりできなかった     0（0％） 

エ できなかった      0（0％） 

 

２．インタビューは思うようにできたか 

ア 思うようにできた    8（34％） 

イ だいたい思うようにできた  12（50％） 

ウ あまり思うようにできなかった  2（8％） 

エ 思うようにできなかった   2（8％） 

 

３．インタビューの時間 

ア 適切だった   12（50％） 

イ 長かった    10（42％） 

ウ 短かった     2（8％） 

 

４．事前準備での質問項目は役だったか 

ア 役に立った   14（58％） 

イ だいたい役に立った   5（21％） 

ウ あまり役に立たなかった   4（17％） 

エ 役に立たなかった    0（0％） 

      無回答                       1 (4％) 

 

10. インタビューは有意義だったか 

ア 有意義だった   17（71％） 

イ だいたい有意義だった   5（21％） 

ウ あまり有意義ではなかった   0（0％） 

エ 有意義ではなかった   1（4％） 

      無回答                       1 (4％) 

  

（資料 5） 
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＜自由記述設問＞ 

５ 質問や応答に困ったことはありましたか。あれば具体的に書いて下さい。 

・あまり話せなかった。 

  ・質問が足りなさすぎた。 

  ・時間が少し余った。 

  ・質問をスムーズに次に進めるために、間に質問を考えるのに困った。 

  ・思ったより答えが短くて返しに困った。 

  ・返事に困りました。 

  ・質問が足りない。 

 

６ ５以外で困ったことはありましたか。あれば具体的に書いて下さい。 

・話せなかった。 

  ・あまりよくわからなかったです。 

  ・聞きたいことがたくさんあったので時間内におさまらなかった。 

  ・質問が足りなくなった。 

  ・的外れなことを聞いていないか心配。 

 

７ インタビューを受けて下さった医師の印象はどうでしたか。 

・イケメン 

  ・謙虚でとても人柄が良い先生。 

  ・とても親身になって接してくれた。 

  ・質問にていねいに答えてくださった。 

  ・とても優しくて印象が良かった。 

  ・まじめそうでした。 

  ・予想以上に若かった。この高校の卒業生だったので話しやすかった。 

  ・かっこ良かった。 

  ・質問にもきちんと答えて下さり、真剣に話して下さった。 

  ・忙しそうだった。 

  ・優しそうで、きちんと自分の仕事に誇りを持っていそうだった。 

  ・フレンドリー。 

  ・とても優しい先生でした。 

  ・優しくて誠実な方でした。 

  ・とても親身にフレンドリーに対応してくれました。 

  ・とても優しくて丁寧だった。 

  ・落ち着いて話しやすかった。 

  ・すごく明るくて話しやすかった。 

  ・ベテランで経験豊富な印象。 

  ・優しかった。 

  ・話しやすかった。 
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  ・1つ聞いたら１０にもなって返してくれる。 

  ・すごく優しくて、どの質問にも丁寧に答えてくださいました。 

 

８ 「医師へのインタビュー」を行って、医師という職業に対して新たに知ったことや感じたことを書

いて下さい。 

・医師免許を取ってしまえば、楽。 

  ・相談役（患者に対して） 

  ・人の命を預かるのは大変だが、やりがいのある職業であること。 

  ・医師を志す決心がさらに固まった。 

  ・親もとても苦労していると知った。 

  ・ハードだけど面白い。 

  ・英語が必要。常に勉強。 

  ・素直にかっこ良かった。 

  ・体の構造が思ったより面白く、もっと知りたいと思った。（主に消化管について教えてもらった。） 

  ・携帯が鳴っていて大変だな、と思った。思ったより優しかった。 

  ・志を持って仕事をしないといけない。 

  ・やりがいがありそう。 

  ・楽しそう。 

  ・しっかりとした意志が大切だとわかりました。 

  ・精神科は教授が直せない患者を、1年目の医師が治すことができる。 

  ・医師へ直接聞くことによって、医師がどのように日頃診察しているのかよく分かった。 

  ・いつもやりがいのある仕事であること。 

  ・専門医認定を受けるのは、仕事をしながらだから大変そうだ。 

  ・医師は責任が大きい大変な仕事だということ。 

  ・インタビュー中にもたくさん連絡がきた。 

  ・色々な科と関わりがあることがわかった。 

  ・早く夢を叶えたいと思いました。 

  ・改めて、患者の病気を治すだけが医師の仕事でないと思った。 

 

９ 「医師へのインタビュー」を行って、あなたが将来なろうとする医師の姿はどのようになりました

か。 

・医師免許を取って楽なことをして，お金をもらう。 

  ・コツコツ努力し、立派になっても自分を見失わない医師。 

  ・患者さんのためを思って行動できる医師。 

  ・問題を起こさないようにする。 

  ・患者さん第一で「先生」と慕われる先生。 

  ・常に最新の情報を使う医師。 

  ・憧れが強まった。 

  ・真剣に患者さんに向き合える医師。 
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  ・変化なし。他人のために病気ではなくて、人・本人を見る医者。 

  ・患者さんに優しく接せられるようにする。 

  ・患者さんと身近な存在になりたい。 

  ・技術としっかりとした意志を持っている医師。 

  ・患者さんときちんと向き合う医師になろうと思った。 

  ・患者さんに最後「ありがとう」と言われる医師になりたい。 

  ・人のためになれるような医師になりたいです。 

  ・自分の趣味をしながらまじめに仕事をする医師。 

  ・決して妥協をせず、常に高みを目指す医師。 

  ・人の役にたつような医師。 

  ・変わっていない。 

  ・自分も人も大切にしたいです。 

  ・よく学び、相手の立場になれる医師。多喜先生が教えてくださいました。 

 

 



Medical School Hour に関するアンケート                           2016 02 教務課 

 

対象 1 年生（2016 02 06 実施  24 名／24 名） 

 月 日 担 当 者 テ ー マ 

Ａ 9 月 10 日（木） 微生物学 山田 作夫先生 ミクロの世界を覗いてみると 

Ｂ 9 月 18 日（金） 語学 長谷川 真紀 先生 「伝える」ことと「伝わる」こと 

Ｃ 10 月 26 日（水） 生化学 刀祢 重信 先生 若い君たちに伝えたいこと 

Ｄ 11 月 9 日（月） 皮膚科学 林 宏明 先生 附属高校生活 

Ｅ 12 月 7 日（月） 形成外科学 長島 史明 先生 
川崎医大で経験したこと： 

学生～医師への道 

Ｆ 2 月１日（金） 救急医学 山田 祥子 先生 どんなお医者さんになりますか。 

 

 

１．大学の先生方の授業は、理解できましたか。 

① たいへんよく理解できた 10 

② まずまず理解できた 13 

③ あまり理解できなかった 1 

④ 理解できなかった 0 

 

２．大学の先生方は、ご自身の仕事について楽しそうに話をされていましたか。 

① とても楽しそうだった 10 

② まずまず楽しそうだった 13 

③ あまり楽しそうではなかった 1 

④ 楽しそうではなかった 0 

 

３．大学の先生方の授業を受けて、医師になりたいという気持ちが強くなりましたか。 

① たいへん強くなった 13 

② 強くなった 9 

③ 今までと変化なし 2 

④ 弱くなった 0 

 

 

 

 

 

 

 

（資料 6） 



４．これまであった授業ではどのようなところが印象に残りましたか。感想をできるだけ詳しく書

いてください。 

・実際に顕微鏡で見る試料を見ることができ、わかりやすい解説によってミクロの世界の

すばらしさがよくわかった。 

・自分の立場で考えることができた。 

・聞いていて楽しかった。堅苦しくなく、自分たちに投げかけてくださっていた。 

・難しそうな話をしているのに途中に笑いを入れていたり、実物を見せてくれたりと、話

し方がすごく上手い先生だと思った。 

・唯一座っているだけではなく、自分たちが参加する形の授業だったから。 

・同じ附属高校出身の先生のお話を聞くことができたこと。高校生活で大事なことが分か

ってよかった。 

・附属高校でやっておくべきことを教えて下さり、自分たちがどのような生活を送るべき

かを知ることができた。 

・形成外科医の永田先生にお世話になったことがあり、興味をもっていたから。またどの

ような症状を他に診ているのか知りたいと思っていたから。 

・学生から医師になるのに必要なことがしっかり分かった。医師に何が必要かという話が

印象に残りました。 

・画像を交えながら講義をしてくださったので、将来こんな仕事をするのかと将来をイメ

ージすることができました。 

・高校の話をはさみつつ、形成外科の話を分かりやすくきちんと伝えてくれたところ。高

校の話や感情、観念的な話だけではないところがとてもありがたい。大学にいっている

のだからどうせなら、どういう“科”なのか知りたいと思う。観念的な話なら高校教師

でもできるから。 

・先生の学生から医師になるまでの経験を話して下さったので、今の自分と将来にあては

めて考えることができた。また「形成外科」をどういう科かよく知らなかったので、写

真をまじえてわかりやすかった。 

・今まで知らなかったことを、たくさん知ることができた。興味がわいた。 

・話がわかりやすく噛みくだいてあり、理解しやすく興味をそそられたから。 

・ただ漠然と医師になるのではなく、それぞれの科を選んで自分が何をしたいのかを考え

る、という内容。 

・ここの高校の卒業生でもあり、自分がどのように医学の道に進んでいったのか細かく説

明してくれた。 

・私が持っていた救急に対する印象が変わったところ。 

・メイキングビデオなどを通し救急がどんな所かを知って、かっこいいと感じた。 

・実際の医療現場の画像や動画を紹介されていて「医師」という仕事についてわかったと

ころ。言葉だけではわからなかったことをイメージすることができました。 

・先生自身が附属高校の出身だったということもあり、親身になって自分の実体験をもと

に、救急医療、特に救命救急について話をされていたところが強く印象にのこりました。 

・人の命を全力で救う姿が印象に残った。また、話し方も前向きで常に笑顔で話して下さ

ったところがすばらしいなと思った。 

 

  



Medical School Hour に関するアンケート                              2015 07 教務課 

対象 2年生（25名）。 

アンケート回収 24名（１名欠席）。回収率 96%。 

Ａ 
5月 13日（水） 

14:50～15:40 

消化器外科学 

松本英男 先生 
外科医でなければ救えない命がある 

Ｂ 
6月 9日（火） 

13:50～14:40 

放射線医学（治療） 

平塚純一 先生 
未来の癌放射線治療 

Ｃ 
7月 1日（水） 

14:50～15:40 

手外科・再建整形外科学 

長谷川健二郎 先生 
マイクロサージャリー 

 

１．大学の先生方の授業は、理解できましたか。 

 Ａ Ｂ Ｃ 

① たいへんよく理解できた 11 9 8 

② まずまず理解できた 11 12 13 

③ あまり理解できなかった 0 1 1 

④ 理解できなかった 0 1 1 

 無回答 1 1 1 

 

２．大学の先生方は、ご自身の仕事について楽しそうに話をされていましたか。 

 Ａ Ｂ Ｃ 

① とても楽しそうだった 15 15 14 

② まずまず楽しそうだった 8 8 9 

③ あまり楽しそうではなかった 0 0 0 

④ 楽しそうではなかった 0 0 0 

 無回答 1 1 1 

 

３．大学の先生方の授業を受けて、医師になりたいという気持ちが強くなりましたか。 

 Ａ Ｂ Ｃ 

① たいへん強くなった 7 6 7 

② 強くなった 10 9 9 

③ 今までと変化なし 6 8 7 

④ 弱くなった 0 0 0 

無回答 1 1 1 

 

 

 

 

 



 

４．１学期にあった授業ではどのようなところが印象に残りましたか。感想をできるだけ詳しく書

いてください。 

・医療全体についてだった。 

・手術の映像や写真がたくさんあり，心に残りました。手術をする外科医のかっこよさ

も伝わり，すごいなと思いました。 

・実際の映像や本がでてきたのでとても共感がもてたり興味がわいた。特に映像や写真

はあまりみる機会がないのでおもしろかった。 

・一般的に世間の人が知っているような，癌に対する知識しかなかったが，話を聞いて

とても今までの考えをくつがえさせられた。 

・放射線治療について，くわしく，分かりやすく知ることができ，とても勉強になりま

した。放射線治療のしくみ，メリットなど，今まで知らなかったこともよく学べてと

てもいい MSHでした。 

・未来のがん治療について，詳しく知ることができた。 

・実際の写真をたくさん見て刺激を受けた。 

・講義をした日にちが近いから。細かい技術に驚いたから。 

・本当の写真をスライドであげていたこと。先生の出ていたテレビで説明していたこと。 

・先生が附属出身。 

・くっつけるところが驚き。 

・切れた指がひっつくなんて，現代の医学はすごいなと思った。 

・実際の手術時の写真を見ることができた。 

・グロテスクなところ。 

・リアルな動画や画像を見れた。 

・すごくかっこよかった。僕もあんな医師になりたいと思った。 

・指が切断されても元に戻すことができるというところ。 

・普段みれない手術の動画が見れたから。 

・写真で説明していただきとてもおもしろかった。 
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平成 27年度 医科大学体験実習アンケート            2015 07 

 

2年生体験実習に参加した 24名（1名体験実習を欠席）全員から回答。回答率 100％。 

 

２日間の実習おつかれさまでした。実習を振り返り、１から３についてはあてはまるもの

を選び、４については感想を書いてください。 

 

１．あなたは実習に熱心に取り組みましたか。 

（１）熱心に取り組んだ 16 

（２）まずまず熱心に取り組んだ 7 

（３）あまり熱心に取り組んでいない 0 

（４）熱心に取り組んでいない 0 

（５）無記入 1 

 

 

 

２．活動内容に満足していますか。（３）（４）を選んだ人は理由も書いてください。    

（１）とても満足している 13 

（２）まずまず満足している 7 

（３）あまり満足していない 2 

（４）満足していない 1 

（５）無記入 1 

  （３）・（４）の理由：・解剖したから。 

            ・解剖実習がしたかった。 

 

 

３．実習期間は何日が適当だと思いますか。   

（１）１日 0 

（２）２日 12 

（３）３日 10 

（４）４日 1 

（５）無記入 1 

 

（資料 7） 
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４．体験実習に行って感じたことを記入してください。 

 

 
・普通では体験できないことにふれることができて，よかった。 

・今までにない貴重な体験ができ，とてもよかった。将来かならず役に立つので，その経

験をもとに役に立てて行きたいと思う。 

・高校では普通できないような体験をたくさんさせていただけて嬉しかった。 

・よかった。 

・体調不良でほとんど参加できなくて残念でした。でも普通の高校生では体験できないマ

ウスを使っての実験や薬物を使うことができて，良い体験となりました。 

・難しかったけど，貴重な体験ができたい。習ってないことが多くて，少し分かりにくか

ったが，何とかできた。 

・実際に医大へ行って，一日中実習をするということで，はじめはすごく緊張しましたが，

先生方が分かりやすくすることを伝えてくださり，とても学ぶもの多き研修となりまし

た。マウスを使わせていただいたり，講演をきかせていただいたり，普段体験できない

ことができ，とても楽しい２日間でした。 

・今までは授業で習ったことをそのまま必死に暗記するようなものが，実際に実験，体験

を通してすんなり頭に入ってきて，目で覚えるのと実際してみて覚えるのとでは大きく

違うなと感じた。 

・早い時期から貴重な体験ができてよかったです。 

・体験実習を行って，大学でどんなことをするのかということの一部を見学できたり，体

験できたので，将来について少しだけ明確になったように感じました。 

・終わるのはやすぎ。 

・解剖や機械の操作などを自分達でさせてもらえてとても勉強になったしためになった。 

・基礎医学よりもっと医療（臨床のような）ことについての研究をしたかった。そういう

面ではあんまりおもしろくなかった。 

・スケッチが大変だった。解剖を体験できてよかった。 

・１日目にいろいろとつめこんだ内容なので１日目がとても盛りだくさんだが，２日目が

すかすかな感じになったので同じくらいの内容量にしてほしい。でも内容は普段体験で

きないようなことや物を見たりできてとても新鮮な感じでとてもおもしろかったです。 

・知らないことをたくさん知れて良かったです。 

・研究者の人たちが，普段どんな研究をしているのかが詳しく知ることができたのでよか

った。今までは，患者を治療する医師を中心的に考えていたが，研究者もいいなと思っ

た。 

・初めて知ること，見ること，さわるものばかりで，最初から最後までワクワクした時間

をすごすことが出来ました。先生もとてもていねいに教えてくださって理解も出来，充

実した時間になりました。 

・初めて解剖をして，とても印象に残った。先生との実習は，とてもおもしろく，わかり

やすかった。脳は，むずかしかったが興味がもてるものだった。 

・医大での生活がどんなものか身近に感じることができた。 

・たのしかった。 
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平成 27年 12月８日 

   先生 

学長補佐（附属高校担当） 宮本 修 

高大連携担当副学長補佐 沖野哲也 

 

医大入学前研修の依頼について 

 

 平素より、川崎医科大学附属高校の教育にご協力いただきありがとうございます。 

 また、川崎医大に入学が決まった附属高校３年生および補習科生を対象に行う「医大入学前

研修」について、様々なご意見をありがとうございました。皆様からのご意見を基に、附属高

校側と話し合って、今回、目標として、以下の７項目を挙げました。 

 

１．医科大学入学後に必要となる基本的な学習基礎を身につける。 

２．文章作成力を身につける。 

３．能動的・自発的学習の重要性を認識する。 

４．コミュニケーション力を身につける。 

５．グループ学習を経験する。 

６．研究（実験）のおもしろさを経験する。 

７．自分の考えを発表する力を身につける。 

 

 今年度は、前半を平成 28年１月 25日(月)〜2月 5日（金）まで、後半を 2月 18日（木）〜3

月１日（火）までの午後を医大で行う予定です。担当していただく教員は、一般教養分野（英

語・日本語・数学・物理・化学・生物）を中心に、行いたいと考えています。お忙しい中、申

し訳ありませんが、先生には今年度も何コマかお願いできればと思います。 

 別紙の青色枠が医大担当の予定です。ご面倒ですが、ご担当いただける目標番号（複数回答

可）と必要なコマ数、ご要望およびご都合の悪い日に×を付して、１月５日(火)までに、沖野

（微生物学）のメールボックスまで返送をお願いいたします。時間をこちらで調整して、決ま

り次第お知らせします。 

 なお、対象人数は 1月６日の合格発表後に決まります（受験者は 28名の予定）。 

（資料 8） 
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 附属高校側からは、「大学の講義は、内容も多く、進度も早く、難しい。このままではついて

いけない！高校の復習を春休みにかけてしっかりしておかなければ！」という思いを実感でき

るような（入学後に普段行うような）講義があれば、春休みの学習の動機づけになるかと思い

ます。（物理や統計など是非）、とのご意見をいただいています。 

 これまでにも、一般教養分野の講義に関して、事前に高校側と内容のすりあわせをして頂い

ていますが、まだ不十分だと考えています。科目別担当者(敬称略)の一覧を付記しますので、

ご担当の先生にはご面倒ですが、担当の先生と連絡を取り合って頂ければと思います。附属高

校の内線は、7227・7226です。 

 

 

 ご不明な点などがございましたら、別紙または沖野（コール 78-062または内線 26518または

メール okino@med.kawasaki-m.ac.jp）までご連絡下さい。 

 師走のお忙しいところ申し訳ありませんが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

科目 大学 高校 アドレス 

英語 芝田 岩佐  

日本語 橋本 原正  

数学（統計） 桶井 川上真  

物理 辻 森分  

化学 谷本 八田  

生物 泰山 中島  



生徒用 
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平成２７年度 医科大学入学前研修アンケート 医科大学 まとめ （20 名） 

① 意欲的に取り組めた。 52% 

② まずまず意欲的に取り組めた。 40% 

③ あまり意欲的に取り組めなかった。 8% 

④ まったく意欲的に取り組めなかった。 0% 

 

 

医科大学での研修の感想を記入してください。 

○大学（前半） 

・パワーポイントを使って丁寧に教えてくださったのでわかりやすかった。もっと難しくても

いいと思う。 

・高校の範囲とはまた違った講義だったので興味深いものが多かった。後半の講義も意欲的に

励みたい。 

・物理の内容は高校でもやったことがないような内容だったので少し理解するのが難しかった

です。 

・実験楽しかったです。 

・これまで受けてきた授業よりも専門性が高い講義が多くあり難しかった。 

・もっと数学をやってほしかったです。統計はスターリングの公式についての説明（証明）も

ほしかったです。 

・実験 3時間のはずが実際にしたのは約 1時間。3時間もいらなかったのではないかと。 

・学校にかえってくるのが遅くなっているので、午前中に大学に行くか、全て 2 時間にして

ほしい。 

○大学（後半） 

・個性的な先生方でおもしろかった。内容も興味深いものが多かった。 

・実験をしたり人体についてとかを知ることができて、ためになったと思う。また、大学に入

ってからこうした方が良いとかの先輩からのアドバイスもたくさん聞けて、これから自分が

どうしていけばよいか、少しイメージできたからよかった。 

・西松先生の研究の見学はとてもためになりました。 

・大学入学後での講義の空気、受ける姿勢や態度を学ぶことができ、よかったと思う。 

・ハードだった。 

・附属生に期待してくださっている先生がいらっしゃるということがわかったので頑張ろうと

思いました。 

・休憩の時間にドトールに行けるのがうれしかった。 

（資料 9） 



講師：　三木洋一郎先生　　　　平成27年6月23日

所　属 職　名 氏　名

1 腎臓・高血圧内科学　教授 佐々木　環　

2 血液内科学 教授 和田秀穂

3 公衆衛生学教授 勝山博信

4 生理学2　 教授 宮本　修 

5 整形外科学教授 長谷川 徹

6 リウマチ・膠原病科学教授 守田吉孝

7 分子生物学1教授 濃野　勉

8 麻酔・集中治療医学2教授 中塚　秀輝

9 学長付 特任教授 伏谷建造

10 生化学　 准教授 山内　明

11 医療資料学准教授 宮原勅治　

12 脳神経外科学1准教授 松原俊二 

13 泌尿器科学准教授 宮地禎幸

14 自然科学 准教授 谷本泰正

15 語学教室 准教授 橋本　美香

16 自然科学 准教授 辻　修平

17 眼科学１ 講師 若宮俊司

18 病理学1 講師 西村広健

19 放射線医学（治療）講師 釋舍竜司

20 皮膚科学 講師 林　宏明

21 分子生物学2講師 簗取いずみ

22 消化管内科学講師 藤田　穣

23 腎臓・高血圧内科学　講師 長洲　一

24 皮膚科学 講師 田中　了

25 附属高校 数学 教諭 川上真美

26 附属高校 保健体育 教諭 居石隆史

27 附属高校 物理 教諭 森分健太郎

28 附属高校 英語 教諭 佐藤純子

29 附属高校 化学 教諭 八田修治

オブザーバー

学長 福永　仁夫

授業改善に関するワークショップ型FD会参加者

（資料11） 



平成２７年度 第１回学校評価委員会 記録 
 

日 時 平成２７年７月１６日（木）１３：３０～１４：５０ 

場 所 川崎医科大学附属高校 会議室 

学校評価委員（敬称略） 

益田芳樹（川崎医療福祉大学特任教授） 宮本 修（川崎医科大学教授） 

後藤文夫（川崎医科大学附属高校前校長） 前田 章（本校ＰＴＡ会長） 

本校教職員 

新井和夫（校長） 大村泰士（教頭） 

守田光宏（事務長） 小野光男（教頭補佐） 

川上真美（教務部長） 吉川茂久（生徒部長） 

居石隆史（第１学年主任） 岩佐知善（第２学年主任） 原正人（第３学年主任） 

１ 開会 

 

２ 「平成２７年度学校評価計画書」の概略 

「１.学校経営理念」 「２.前年度の学校経営目標･計画」  「３.前年度実績」 

「４.今年度の具体的な学校経営目標･計画」 「５.今年度の新たな取組」 

 

３ 今年度の主な取組 

（１）授業の質の向上 ≪教務課≫ （２）試験問題の質の向上 ≪教務課≫ 

（３）生徒個人面談の充実 ≪教務課≫ （４）定期考査への取組 ≪教務課≫ 

（５）実力考査への取組 ≪教務課≫ （６）学習時間の確保 ≪教務課≫ 

（７）読書意欲の向上 ≪図書課≫ （８）図書館の充実 ≪図書課≫ 

（９）受験者の増加 ≪広報課≫ （10）授業への意欲的な取組姿勢 ≪生徒課≫ 

（11）規律ある生活態度の養成 ≪生徒課≫ （12）クラス運営の充実 ≪生徒課≫ 

（13）教室の整理整頓 ≪生徒課≫ （14）生徒の状況把握 ≪生徒課≫ 

（15）教育相談体制の充実 ≪保健厚生課≫ （16）健康指導の充実 ≪保健厚生課≫ 

（17）生徒会活動の充実 ≪生徒課≫ （18）生活環境の整備 ≪生徒課≫ 

（19）ドクターロードの活用 ≪教務課≫ （20）講演会の充実 ≪進路指導課≫ 

（21）教育機器の整備 ≪教務課≫ （22）学校・寮の施設・設備の充実 ≪事務職≫ 

（23）安全管理の充実 ≪保健厚生課≫ （24）情報公開の促進 ≪教務課≫ 

（25）授業の公開 ≪教務課≫ （26）ホームページの充実 ≪広報課≫ 

（27）広報誌「いくさか」、「学年だより」の充実 ≪広報課≫ 

（28）教職員の相互理解 ≪教頭≫ （29）教職員の自己目標の設定 ≪教頭≫ 

 

４ 学校評価委員からのご助言 

 

５ 閉会 

（資料 12） 



平成２７年度 第２回学校評価委員会 記録 

日 時 平成２８年２月２５日（木）１３：２５～１４：４５ 

場 所 川崎医科大学附属高校 会議室 

学校評価委員（敬称略） 

益田芳樹（川崎医療福祉大学特任教授） 宮本修（川崎医科大学教授） 

後藤文夫（川崎医科大学附属高校前校長） 前田章（本校ＰＴＡ会長） 

本校教職員 

新井和夫（校長） 大村泰士（教頭） 

守田光宏（事務長） 小野光男（教頭補佐・舎監長） 

川上真美（教務部長） 吉川茂久（生徒部長） 

居石隆史（第１学年主任） 岩佐知善（第２学年主任） 原正人（第３学年主任） 

 

１ 開会 

 

２ 「平成２７年度学校評価報告書」の説明、及び質疑応答 

「１．学校経営理念」 「２．今年度の学校経営目標・計画」 

「３．今年度の新たな取組」 「４．今年度実績」 について説明 

 

３ 今年度の主な取組 

「５．今年度の主な取組」について、教務部長・生徒部長・教頭から説明 

（１）授業の質の向上≪教務課≫ （２）試験問題の質の向上≪教務課≫ 

（３）生徒個人面談の充実≪教務課≫ （４）定期考査への取組≪教務課≫ 

（５）実力考査への取組≪教務課≫ （６）学習時間の確保≪教務課≫ 

（７）読書意欲の向上≪図書課≫ （８）図書館の充実≪図書課≫ 

（９）受験者の増加≪広報課≫ （10）授業への意欲的な取組姿勢≪生徒課≫ 

（11）規律ある生活態度の養成≪生徒課≫ （12）クラス運営の充実≪生徒課≫ 

（13）教室の整理整頓≪生徒課≫ （14）生徒の状況把握≪生徒課≫ 

（15）教育相談体制の充実≪保健厚生課≫ （16）健康指導の充実≪保健厚生課≫ 

（17）生徒会活動の充実≪生徒課≫ （18）生活環境の整備≪生徒課≫ 

（19）ドクターロードの活用≪教務課≫ （20）講演会の充実≪進路指導課≫ 

（21）教育機器の整備≪教務課≫ （22）学校・寮の施設・設備の充実≪教頭≫ 

（23）安全管理の充実≪保健厚生課≫ （24）情報公開の促進≪教務課≫ 

（25）授業の公開≪教務課≫ （26）ホームページの充実≪広報課≫ 

（27）広報誌「いくさか」・「学年だより」の充実≪広報課≫ 

（28）教職員の相互理解≪教頭≫ （29）教職員の自己目標の設定≪教頭≫ 

 

４ 学校評価委員からのご助言 

 

５ 閉 会 



2016/11/14https://www.kawasaki-m.ac.jp/highschool/exam/setumeikai.html

（資料13）
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*　1教科絶対評価：　附属高校3年間の1科目あたりの平均到達度指数

現役入学生21名のうちの20名（外れ値１名を除外） 

平成27年度 附属高校出身の入学生 

高校3年間の成績 と 大学の成績（１学年末成績） 

*
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