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は じ め に

「生命の世紀」と言われる 21世紀では、ヒトゲノム

のDNA情報を基盤としたゲノム医科学のさらなる発

展が期待される一方、ポストゲノム科学をはじめとす

る先端生命科学研究の領域においては、バイオイン

フォーマティクス、システム生物学を駆使した広範な

研究が爆発的な展開をみせることが予想されている。

また、再生医療やナノテクノロジーを基盤とした診

断・治療法、先端医工学(Bionic Medicine)を支えるロ

ボティクス関連技術や生体工学等は急速に展開してい

る。したがって、この新領域に挑戦的に参画するため

には、人を対象とする医学の知識に加えて、生命現象

に関する分子レベルの理解や情報処理能力が不可欠で

あり、情報科学や工学領域との融合に機動性を持って

的確かつ柔軟に対処できる人材育成の社会的必要性は

極めて高い。

平成 13年 3月の「科学技術基本計画」に盛り込ま

れているライフサイエンス分野における戦略的重点課

題の中には、①プロテオミクス、タンパク質の立体構

造や疾患関連(原因)遺伝子や薬物応答性遺伝子の解

明、それらを基礎とした新薬の開発と個別化医療や機

能性食品の開発へ向けたゲノム科学、②移植・再生医

療の高度化のための細胞生物学、③脳機能の解明、脳

の発達障害や老化の制御、神経疾患の克服、さらには

脳・神経系における情報処理の原理を利用した情報処

理・通信システム等の脳科学―等が掲げられている。

近年、「良き臨床医」の養成が叫ばれ、若手医師の

専門医志向が強まる中で、平成 16年度からの卒後臨

床研修必須化とそれに伴う臨床修練を重視する卒前・

卒後研修カリキュラム導入により、医学部医学科の学

生にさらなる先進分野の専門知識や情報処理に関する

高度な教育を付加する余裕がない状況に陥っており、

将来の基礎医学の研究と教育を支える人材の養成は急

務となっている。前述の科学技術基本計画に掲げられ

た 3つの重点課題に加えて、九州大学が生命医科学分

野でこれまでに推進してきたグローバル化社会におい

て新たな脅威となっている感染症に対する予防・治療

の研究や様々な環境ストレスに対する防御機構の解明

に関する研究、医学・工学の連携による先端医工学領

域の研究に焦点を当て、効率的かつ戦略的に組織化・

再編成しつつ、未来を切り開く質の高い基礎研究・応

用研究を展開し担っていく若手人材の育成を目的とし

て、平成 19年 4月に医学部生命科学科が設置された。

以下に、設置に至る経緯並びに取り組んでいる教育

の特徴等の概略を紹介する。なお、生命科学科に関す

る詳細な情報は九州大学医学部のウェブサイト(http://

www.med.kyushu-u.ac.jp/)を経由して入手していた

だきたい。

1. 設置の趣旨と背景

健康で幸福な人々の営みには、医学・医療の発展が

不可欠であり、生命現象や疾病の成因を明らかにする

生命医科学研究と、そこから得られた知識を実際に応

用する臨床医学・健康医科学研究(予防、診断、治療)

は、ともに両輪となって推進される必要がある。近年

の先駆的な生命医科学研究は、ライフサイエンスやバ

イオテクノロジー等の関連領域の爆発的発展の恩恵を

受けながら進展してきている。そのような背景を踏ま

え、生命医科学研究には医学部出身者だけではなく、

様々な他分野の研究者の参画が求められ、九州大学で

は平成 15年度より大学院医学系学府に医科学専攻修

士課程を設置して、医学部医学科以外の学部出身者で

医学研究・生命医科学研究に興味を持つ学生に対して

基本的な医学知識を教育し、将来、医学関連の分野で

活躍できる研究者・技術者を育成する取組みを始めて

いる（図 1）。このような人材育成は今後も社会の要
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成に重点が置かれた統合的なカリキュラムが提案され

ている。さらに、平成 16年度からの卒後臨床研修必

須化により、若手医師の専門医志向がますます顕著と

なり、医学部卒業者が医科学者(physician scientist)、

あるいは科学者(scientist)として、基礎生命医学分野

で活躍することを期待できない状況になってきた。特

色ある教育を行う医学部として、とりわけ大学院が重

点化された九州大学においては、未来の生命医科学研

究を発展させる人材を恒常的に育成するという大きな

社会的な使命と存在意義を真摯に受け止めなければな

らない。

近年、異なる分野間の融合や新たな科学技術の発展

により、新しい学問領域が相次いで出現している。生

命科学(ライフサイエンス)分野においても、バイオイ

ンフォーマティクス、システム生物学、ナノバイオロ

ジー、生体工学を含む先端医工学等の新領域の展開が

みられている。これら分野における先駆的な研究の推

進には、これまでの医学部教育で行われてきた医学・

医療に関する総合的な知識に加えて、生命医科学関連

の専門的な理解や情報処理能力が不可欠であり、情報

科学や工学領域との融合に的確かつ柔軟に対処できる

能力が求められている。一方で、近年の臨床修練を重

視する膨大な卒前・卒後研修カリキュラムを要求され

請に則した形で推進していく必要があるが、人間科学

としての生命医科学の視点に立った人材育成には、こ

れら他の学問分野からの参入者によるという一方向性

の取組みだけで十分ということにはならない。

従来の医学部(医学科)教育は、解剖学、生理学、病

理学、社会医学、臨床医学など、他の学部にはない科

目を中核に、人間を対象として時間をかけて体系的、

網羅的に学ぶことに特徴がある。このような教育を受

けた医学部(医学科)出身者は、同じ研究をするにして

も、他の学部出身者にはない人間科学としての生命医

科学全体を見わたす広い視野を持ち、そのような視点

から問題設定を行うことができると考えられる。実際、

その重要性がますます高まってきている生命医科学研

究と医療の橋渡しとしてのトランスレーショナル・リ

サーチ(探索医療研究)においても重要な役割を担うこ

とが期待されている。現行の学士 6年課程の医学教育

の目的の第 1は、「医師養成」であり、行政等の機構

で予防医学・医療行政に取り組む者、教育機関等で医

学各領域の教育・研究を担う者を含めた少数の例外を

除いては、まず「医師 (physician)」になることが前

提となっている。平成 13年 3月に公表された「医学

教育モデル・コア・カリキュラム」では、「優れた良医

の育成」を第 1目的として、より質の高い臨床能力の育

図1 基本的な進路系統図 -生命科学研究者養成のための教育システム-
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人材、④生命医科学分野でリーダーシップを発揮でき

る人材―の育成を目標に掲げた。これらを達成する

ために、基礎・臨床の教員から幅広くアドバイスを求

め、独自のカリキュラムを構築した。その概略は次の

通りである。

医学教育コア・カリキュラムに沿った基盤教育を行

うとともに、生命医科学分野に特徴的な柱となる分子

細胞生物学、生体応答制御学(ゲノム医科学を含む)、

生体情報機能学、先端医工学等に重点を置いた複数の

コース設定を行い、指導する。それぞれのコースを修

了した学生は、医薬関連、バイオ関連、生体工学関連

等の様々な企業の専門技術者、さらには医療や福祉関

連分野の科学ジャーナリスト・科学評論家や行政にお

ける専門職業人・コーディネーターとして国際的にも

幅広く活躍することが期待される（図 2）。さらに、

その後の様々な経験や研鑽を積むことで、より高度な

専門知識を修得し、企業等における高度専門技術者や

大学・研究機関の教員・研究者のように指導的立場で

活躍することができ、そのために、卒業後は原則とし

て大学院に進学することを想定している（図 1）。大

学院進学に当たっては、必ずしも生命医科学分野には

限定せず、人々の幸福を目標とした人間科学としての

生命医科学に関する知識・素養が有用と考えられるバ

ている医学部医学科の学生に対して、さらなる先進分

野の専門知識や情報処理に関する高度な教育を付加す

る余裕はない。このような状況を踏まえ、臨床実地経

験は有しないものの、医学部医学科の学生と同程度の

医学全般に対する理解を共有できるカリキュラムを新

たに設定することにより、人間を対象とした次世代の

生命医科学領域の展開を担う新しいタイプの研究者

(バイオメディカル・サイエンティスト、バイオメディ

カル・エンジニア：Biomedical Scientist / Engineer)を

養成し、これを様々な生命科学関連分野へ、人間科学

という幅広い視点を有する人材として、積極的に輩出

するために設置した医学部生命科学科の果たすべき役

割は極めて大きい。

2. 生命科学科の理念、目的と特色

生命科学科では、21世紀における人類の健康への

貢献を標榜し、医学に関する基礎的な知識と次世代生

命医科学領域を切り開くために必要な基礎知識ならび

に課題探求能力を身に付けて、将来的にこの分野で国

際的にも広く活躍できる新しい人材を育成することを

目的とし、①幅広い知識を生かした高度な専門的能力

を備えた人材、②生命医科学に関わる専門職として発

展性のある人材、③課題探求・問題解決能力を備えた

図2 生命科学人材育成のイメージ
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再編成した臨床医学系概論の病態制御学Ｉ～Ｖ他、将

来の関連分野の専門職に求められる能力を身に付ける

ことを目標に、コース、特徴的な科目をくさび形で履

修できるように編成する。さらにバイオインフォーマ

ティクス等を含む医科学研究法に重点を置き、医学英

語教育を重視したカリキュラムを構成する。とくに、

医学英語教育は国際的に活躍できる人材を養成するた

めに重視しており、科学論文の読解だけでなく、会話

や学術講演を理解するためのコミュニケーション能力

についても基礎的な教育を行う。最終学年の半年間は、

研究室に配属して実際の生命医科学研究を体験させる

ことを通して、問題の設定から解決へ向けた戦略の立

案、得られたデータの分析と考察、という基本的な素

養を指導する。このようなカリキュラム編成により、

基本的な医学知識を修得させるとともに、学生の興味

と各人の将来の目標に応じて、生命科学科に特徴的な

4つの高年次コース（分子細胞生物学、生体応答制御

学、生体情報機能学、先端医工学）に設定された選択

科目から学習メニューを個別に作成させ、人を対象と

した視点を有する専門職として自立・活躍するために

必要な基礎的能力・態度を身に付けさせることができ

る（図 3）。ただし、各コースの入門部分は、生命科

イオテクノロジーを基盤

とする薬学や生命体工学

等も含む幅広いライフサ

イエンス分野をも想定し

ている。

学部および大学院研究

を担う九州大学医学研究

院の研究戦略目標の 1つ

は、高度生命科学研究拠

点の形成であり、その戦

略に則した人材を養成す

るための高度な融合教育

を行うのが生命科学科の

特色であり使命である。

すなわち、医学教育のコ

ア部分の教育により人を

対象とした人間科学とし

ての医学の基本を学び、

しっかりとした生命倫

理・研究倫理観を有する学生を養成する。また、医学

科と生命科学科の学生との間では、共通授業で交流を

図り、互いに啓発しながら将来にわたる人間関係を築

くことを促進する。このことは、教育課程の特殊性か

ら他の分野との交流が限られていた医学科の学生教育

にとっても、多様な分野を志向する学生との交流を促

進し、多角的な視点で物事に取り組む態度を学生時代

の早期から築き上げる効果が大きい。このような学習

環境の設定は、医学科学生の中で、将来、臨床医学研究

において指導的な立場で活躍する医科学者(physician

scientist)ならびに基礎生命科学研究者(scientist)を志

す者の育成にもつながる。

3. 教育課程の特色

生命科学科の教育は、基本的に最初の 3年間に全学

共通教育(一般教養)と医学科との共通科目の専門教育

を行う。本学の医学部医学科では、最初の 3年半で、

全学共通教育と専門教育の基礎医学、臨床医学概説の

講義を行い、その後は、主にベッドサイドでの臨床実

地訓練を行っている。ただし、生命科学科の専門教育

では、医学科と共通の基礎医学に加え、2学年の後半

から始まる情報処理学、安全管理学等に加え、新たに

図3 生命科学科独自の高年次履修内容

分子細胞生物学：プロテオミクス（構造生物学）、分子生命科学（細胞構築・制
御）、発生再生医学、分子医学（遺伝子・細胞療法学）

生体防御医学：ウイルス学、細菌学、寄生虫学、免疫学、薬理学、衛生学、
ゲノム医科学、分子疫学（遺伝疫学）

生体情報科学：バイオインフォーマティクス（情報生物学）、脳・神経機能
情報学（含むデジタルメディシン）、神経工学

生 命 体 工 学：ナノバイオメディシン、生体材料工学（生体高分子設計学）、
生体医用工学（組織工学、再生医療学）、生体シミュレーシ
ョン学（含むデジタルペイシェント）、バイオロボティクス

生命科学研究法（各コースの研究技法、プレゼンテーション技法）
科学英語（科学論文読解、科学講演聴解）
生命倫理・研究倫理、情報処理学（含む医用統計学）、安全管理学
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の即戦力としての視点から、多くは学士・修士を含め

た一貫教育を前提として両分野のしっかりとした専門

教育が期待されている。その意味で生命科学科の取組

みは、「我が国における本格的な医工連携人材の輩出

に向けた大きな一歩」と極めて高く評価され、企業か

らの期待もある。

すなわち企業が求める人材像としては、人間を対象

とした基礎的な医学教育を基盤に、バイオメディカ

ル・サイエンティスト、バイオメディカル ・エンジ

ニアとして活躍できる幅広い生命科学領域の素養を有

することであると思われる(両者に対する人材ニーズ

は若干バイオメディカル・サイエンティストの方が多

くなっているがほぼ同程度であった)。

今回のアンケートに回答いただいた企業の多くは、

研究職・高度職業専門人としての即戦力を重視してお

り、医療ニーズに対する感受性が高く、実際の患者さ

んでどうなのかを考えられる力を有する人材は魅力的

で、「生命科学科というコースは医療現場やそれに直

結した場において基礎医学・臨床医学の教員が協力

し、教育、研究指導していけることであろう」という

期待感を持って見られている。したがって、4年後の

卒業生あるいは 10年後の大学院修了者を世に送り出

す際の、育成した人材に対する評価には、我々自身大

きな責任があると認識している。

お わ り に

九州大学医学部生命科学科は、従来の理学・農学分

野におけるライフサイエンスとは教育研究上の対象を

異にし、21世紀における人類の健康への貢献を標榜

し、人間科学としての生命医科学へ寄与するための教

育を行う場である。すなわち、医学に関する基礎的な

知識を持ち、人間を対象とした次世代の生命科学領域

の展開を担う新しいタイプの人材(生命医科学者、生

命工学者)を育成する。この分野でのパイオニアとし

ての医学部生命科学科に期待していただきたい。
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学シリーズの科目として全員が第 2学年後半から学習

を開始する。教育の様々な局面で基礎医学系若手教員

ならびに博士課程学生によるティーチングアシスタン

ト制、少人数チュートリアル制を活用すること、また、

第 4学年の夏期休暇期間を利用した選択科目としての

インターンシップ制(バイオ産業・創薬企業等への訪

問、海外の大学・ベンチャー企業等への短期留学)の

導入も視野に、現在パートナーを募集している段階で

ある。

4. 生命科学科へのニーズ

最新版(2004年)の米国工学教育学会の報告による

と、工学領域の中でも生命医工学(BME)分野は学士課

程、修士課程、博士課程のいずれにおいても過去 5年

間で最も履修登録者の急速な伸びが見られ、他の分野

に比べて飛び抜けて激増している。

一方、国内のバイオ、医療機器開発、医薬品等の関

連分野の企業 40社余りに対して、筆者らが平成 18年

の夏にアンケート調査を行った結果では、回答を得ら

れた約 30社の関連業界において全般的にニーズが高

いことが裏付けられた。回答にも「ライフサイエンス

分野は、21世紀の我が国の重要な産業になると言わ

れているが、現状は、依然、欧米との格差は大きいも

のがあり、この一因として、これまで欧米並みの医学

と工学を教える教育の仕組み、人材を輩出する機関が

なかったことがある」との指摘があった。現状では

「専門性の高い研究員は理学部、工学部、薬学部卒で

も多数いるが、アンメットメディカルニーズ(医療現

場より強く望まれているにもかかわらず、有望な治療

薬が現存しない分野)にマッチした創薬方針を立てた

り、動物実験データから臨床への外挿など、高い視点

から判断できるような人材が不足している」とのこと

である。

これまで分子生物学への関心は高いものがあり、そ

の分野の人材は十分育成されてきたため、in silico、

in vitro中心の分子生物学者はすでに供給過多である。

一方で「in vivoの薬理、病理の専門家のニーズは高

い。毒性(安全性)の研究者も不足している」のが現状

との指摘がある。企業側からは、採用の対象としては

学士レベルでは医学、工学ともにいまだ中途半端な学

びであると認識されており、研究職・高度職業専門人


