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生命科学のあらゆる叡智を結実し
人類と社会の豊かな未来をひらきます。
学校法人 北里研究所 憲章
本法人は、社団法人北里研究所と学校法人北
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Working toward a More Fruitful Future
through Insights into the Life Sciences
Charter of The Kitasato Institute

安定的な経営基盤を確立し、先進的な学校経営

The present Kitasato Institute was created when

secures a multifaceted and stable management

里学園が統合したもので、北里研究所の栄光あ

を目指すものである。本法人は北里柴三郎博士

the former Kitasato Institute (an incor-porated

foundation with the aim of developing a

る歴史と伝統及び北里学園創立の経緯をふまえ、

を学祖と仰ぎ、博士がその一生を通じて顕現し

association) and the former Kitasato University (an

progressive academic administration.

法人名称を「学校法人北里研究所」に改称し、
大学名は「北里大学」を踏襲した。

academic organization) were merged in 2008 to

Holding Dr. Kitasato in high regard as its

た北里精神「事を処してパイオニアたれ（開拓

create a new educational foundation. Of course,

founding father, The Kitasato Institute manifests

の精神）
、人に交わって恩を思え（報恩の精神）
、

the present Kitasato Institute, including Kitasato

the Spirit of Kitasato, which he developed over a

University, is heir to the accomplishments,

lifetime—to investigate with a pioneering spirit, be

traditions and ideals of its predecessors. In Japan

appreciative in your dealings with people,

The Kitasato Institute is known as the Kitasato

possess wisdom and be a person of practical
science, as well as to persist with an unwavering
spirit. The Institute applies these approaches to

社団法人北里研究所は、破傷風菌の純培養の

そして叡智をもって実学（叡智と実践の精神）

成功とそれに続く破傷風抗毒素の発見など免疫

の人として、不撓不屈の精神を貫け」に則り、

学を始めとする予防医学上の重要な基礎を築い

人類永遠の課題である生命現象の科学的解明に

Kenkyusho, and the Kitasato University is called

た北里柴三郎博士が大正３（1914）年に創設し

あたるとともに、生命科学及び関連分野におけ

the Kitasato Gakuen.

た我が国初の私立医学研究機関〔大正７（1918）

る有為な研究者、教育者、専門職業人の養成を

The Kitasato Institute, Japan’s first private

the scientific discovery of life phenomena that

medical research facility, was officially established

constitute the pressing, ever present concerns of

年社団法人認可〕であり、学校法人北里学園は、

第一の使命とし、さらに研究成果を社会に還元

in 1914 by Dr. Shibasaburo Kitasato, and in 1918

humanity. In tandem with this, the Institute makes

同研究所がその創立 50 周年記念事業として、

する “実学志向” に基づく予防・診療活動を始

it was registered as an incorporated association.

its primary mission the cultivation of pre-eminent

昭和 37（1962）年に創設した生命科学系総合大

めとする諸活動を展開することにより、広く社

The Institute was founded on Dr. Kitasato’s

researchers, educators and professionals in the

important achievements in the field of preventive

Life Sciences and related fields.

学としての北里大学を擁する学校法人〔同年北

会の発展のために寄与するものである。

里大学設置認可〕である。
両法人の統合は、双方の人的・物的資源に加
え、高度な学術研究基盤を結びつけ、多角的で

medicine, especially immunology, where he

The Kitasato Institute returns the results of its

successfully grew a pure culture of tetanus bacilli,

research to society by undertaking a variety of

followed by his discovery of the serotherapy used

endeavors—chiefly preventive and medical

to treat that disease. In 1962, the Kitasato

activities based on an applied science approach

Institute celebrated the 50th anniversary of its

—i n o r d e r t o b r o a d l y c o n t r i b u t e t o t h e

conception, and to commemorate the occasion, it

development of society.

founded the Kitasato University as a general Life
Sciences university with official recognition of the
University being granted in the same year.
In addition to human and material resources, the
integration of these institutions brings together an
exceptional base of academic research and

北里研究所旧本館（愛知県の博物館明治村に移築保存）Former Main Building, The Kitasato Institute (preserved at the Museum Meiji-Mura, Aichi Prefecture)
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The Kitasato Institute

The Kitasato Institute
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生命科学の次代を拓く
先駆者であり続けるために

は 2014 年に創立 100 周年を迎え、新しい世紀への
第一歩を踏み出しました。世界に向けて羽ばたこうと
する「北里」への激 励でしょうか、本学の特別栄誉
教授である大村 智博士が 2015 年ノーベル生理学・
医学賞を受賞されました。大村博士の業績の多くは
北里で行われた研究成果によるもので、私立大学に
おける研究でのノーベル賞受賞は、我が国初の栄誉
です。この喜びと励みを胸に、日本の「北里」から世
界の
「Kitasato」へ、その名を揺るぎないものにすべく、
教育、研究、診療に力を注いでゆくことを教職員一同、
どくりつ

北里柴三郎博士は、恩師福澤諭吉先生から「独 立
き

不 羈【何事にも束縛されず、自らものを考え、自ら責
任を持って、行動すること】
」を教えられました。この
精神に則り、財政基盤の充実を図ったことで、北里博
士は私立の医学研究機関として日本初となる北里研究
所を設立しました。この独立不羈の精神を財政施策や
法人運営にも当てはめ、学校法人として盤石な組織を
つくります。
超少子高齢社会では、受験生の減少と高齢者医療
の多様化が進むことでしょう。そして、執行部には今
まで以上に健全な学校法人運営が求められています。
このような時代だからこそ、北里博士から続く実学の
志と、
大村博士によってもたらされた北里の誇りを持ち、
「生命科学のパイオニアとして、国際的にも有為な人材
を育成し、教育・研究・医療の成果を社会に還元する」
というビジョンと、
「盤石な財務体質を確立し、より質
の高い教育・研究・医療を支える体制を築く」というミッ
ションを達成し、いのちの実学を未来につなげてまい
ります。
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Moving Life Science into the Future
through the Training of Specialists
Tomoo Itoh

Kitasato University celebrated its 50th anniversary in
2012, and The Kitasato Institute its centennial in 2014,
both marking new historical beginnings into a new
century. As if to commemorate these events, Dr. Satoshi
–
O mura, Distinguished Emeritus Professor at Kitasato
University, was awarded the Nobel Prize in Physiology or
–
Medicine in 2015. Dr. Omura’s achievement owed much
to the work he carried out at Kitasato, and the prize was a
first for research that was conducted at a private
Japanese university. Elated and encouraged by this
event, the Institute’s staff has rededicated itself to firmly
establishing the name Kitasato throughout the world in
the fields of education, research, and healthcare.
The founder of Kitasato, Shibasaburo Kitasato, imbibed
from his mentor, the renowned Yukichi Fukuzawa, a spirit
of unshackled freedom of thought and action and a
strong sense of self-dependence. Following these
precepts, Dr. Kitasato established the Institute on a strong
monetary footing, founding the first private medical
research institution in Japan. This thinking was also
applied to financial policy and corporate management,
building a firm foundation for an incorporated educational
organization.
Hereafter the birthrate will undoubtedly continue to
decline and the aging of society continue to increase,
producing fewer students applying for entrance and a
greater focus on the care of the elderly. This will call for
even greater effort on the part of the Institute’s
administrators to maintain a healthy incorporated
institution. In this day and age, Dr. Kitasato’s emphasis on
practical medicine becomes even more important, and
–
the pride brought by Dr. O mura’s achievements even
more precious. A pioneer in the study of the Life
Sciences, we at the Institute will continue unwaveringly to
realize the Institute’s mission of fostering medical
practitioners of international caliber and contributing to
society in the fields of education, research, and
healthcare, in addition to establishing a financially solid
institution and erecting a high-quality system that
enhances the providing of education, research, and
healthcare. We intend to provide practical medicine that
will continue to contribute to society from hereon into the
future.

伊藤智夫

President, Kitasato University

Chairperson of the Board of Trustees, The Kitasato Institute

北里大学は 2012 年に創立 50 周年を、北里研究所

ふ

O

Hirosuke Kobayashi

北里研究所理事長

改めて心に誓いました。

I

生命科学の未来を担う
スペシャリストを養成

In the Next Generation of Life Sciences
Continuing to be a Leader
小林弘祐

S

北里大学は７つの学部を擁する生命科学の総合大
学として、日本でも有数の私立大学に成長しました。こ
れも先人の開拓精神と苦難を克服する不撓不屈の精神
の賜物であり、それをしっかりと受け継いでいる現在
の教職員、学生そして卒業生の不断の努力が結実した
結果と理解しております。さらに、学祖北里柴三郎博
士に始まる先駆者のご努力にも敬意を払わざるを得ま
せん。本学は、北里博士が顕現した
「開拓」
「報恩」
「叡
智と実践」「不撓不屈」を、建学の精神としております。
確固たる建学の精神があるからこそ、一貫した教育姿
勢を堅持できていると思います。今後もこの建学の精
神を大切にし、
「実学」を通して社会に貢献してまいり
ます。
本学の教育の特徴として、医療系学部・併設校と４
病院連携によるチーム医療教育、食・環境・健康をテー
マとする農医連携教育・研究、北里研究所創立当初
からの歴史を持つ感染制御教育・研究、知財を活用し
た医工連携教育・研究、さらには我が国の東洋医学
の中核的な役割を担ってきた東洋医学教育・研究が挙
げられます。このような部門横断型教育や全学共同プ
ロジェクト研究は、北里ならではと自負しております。
一方で、社会からの要請として、国際化、内部質保証
体制の確立などにも、積極的に取り組んでまいります。
特別栄誉教授である大村 智博士のノーベル生理学・
医学賞受賞により、本学の認知度は飛躍的に向上しま
した。
「生命科学の北里」というブランドをさらに発展
させて、優秀な学生と教職員の獲得および育成に努め
てまいります。私たちは、今改めて学祖北里柴三郎博
士の「終始一貫」の精神を胸に刻み、生命科学を学
ぶ総合大学として、着実に歩みを進めていきます。

北里大学長

Kitasato University, consisting of seven schools, is one
of the principal private universities in Japan devoted to the
comprehensive study of the Life Sciences. This is the result
of the pioneering spirit of the University’s founder and a
philosophy based on free and independent thought. It is
the fruition of the tireless efforts of the present staff,
students, and alumni building on this legacy. We cannot
but honor the work of our forebears, particularly that of our
founding father, Shibasaburo Kitasato. The University’s
inaugural principles are the possession of a pioneering
mentality; appreciation, consideration, and gratitude
toward others; wisdom and practical skills; and unwavering
persistence; all of which were embodied in the work and
character of Dr. Kitasato. It is these unwavering principles
that have enabled the University to foster and maintain an
integrated system of education. It is our intent to continue
to adhere to these founding principles and contribute to
society in the field of practical medicine.
Education at the University can be characterized as
follows: interprofessional medical education via medical
facilities affiliated with attached schools as well as four
hospitals; research and education in agromedicine,
focusing on food, environment, and health; research and
education in infection control, which has a history leading
back to the foundation of The Kitasato Institute; research
and education into intellectual properties in the field of
medical engineering; and research and education in
Oriental medicine, which has long played a central role in
Japanese medicine. Interdepartmental education and
integrated research projects are unique to Kitasato.
Responding to social needs, we are also making positive
steps toward internationalization and the systemization of
internal quality control.
–
Thanks to Dr. Satoshi Omura’s winning the Nobel Prize
in Physiology or Medicine, the University has rapidly
gained international recognition. We wish to make even
more widely known the name of Kitasato as the home of
Life Sciences and to attract and produce ever more
superlative teaching staffs and students. With the motto of
Dr. Kitasato engraved in our hearts—“Remain true to your
ideals”—we intend to move steadily forward as a
comprehensive university dedicated to the Life Sciences.

The Kitasato Institute
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生命科学の
基礎的研究

北里大学を中核とする北里研究所の使命。それは、
創立者・北里柴三郎博士が唱えた実学の精神にもとづき

縦横無尽に交わる教育・研究・医療の成果を携え
時代が求める９つの実践フィールドに向けて
その最前線を切り拓いてまいります。

伝統と革新、叡智と実践
Tradition and Innovation,
Wisdom and Practice

予防医療
Preventive Medicine

The mission of The Kitasato Institute, integrated with Kitasato
University, is to return to society the expertise in Life Sciences

北里から
生命科学の最前線へ

Medical Engineering
Education and Research

N

Interprofessional
Health Care Program

医工連携の
教育・研究

あまねく社会に還元することにあります。

O

チーム医療教育
プログラム

Basic Research
in Life Sciences

世紀を超えて培われた生命科学にまつわる叡智の集積を

I

4病院の連携による
臨床教育・研究
Clinical Education and
Research through
Inter-hospital Collaboration

Exploring the Frontiers
of the Life Sciences
with The Kitasato Institute

西洋医学と東洋医学
を統合した医療
Medical Treatment that
Incorporates Western and
Oriental Medicine

that has been accumulated over the 100 years since
Dr. Shibasaburo Kitasato proclaimed the importance of
maintaining a spirit of practicality. The Institute remains at the
leading edge in nine practical fields that are held crucial in our
current times, grounded in the achievements of the closely-

クリニカル
リサーチ
Clinical Research

related fields of education, research and medicine.

感染制御の
教育・研究
Research and

農医連携の
教育・研究
Research and Education
in Agromedicine

Education for
Infection Control

生命科学のあらゆる叡智を
９つの実学へと昇華します

Transformation of Kitasato’s Vast Wisdom in Life Sciences into Nine Mission Fields
学校法人北里研究所では北里大学を中心として、各専門分野の教

携教育・研究」
、健康寿命の延伸に向けた「医工連携教育・研究」

育・研究を深化させる一方で、その成果を臨床の場に応用する研

などの学際的な取り組みも強化しています。さらに、４つの大学

究にも邁進しています。また、基礎研究から創薬・ワクチン開発

附属病院が連携して行う臨床教育・研究、西洋医学と東洋医学の

までも一貫して担う「感染制御教育・研究」
、医療協働を実践す

利点を生かした統合的な医療、安全で良質な医薬開発のためのク

る「チーム医療教育」
、健康増進と環境保全を追求する「農医連

リニカルリサーチ（治験・臨床研究）にも全力を挙げてまいります。
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The Kitasato Institute

While the Institute, integrated with Kitasato University, strives for greater
advances in specialized educational and research fields, it also promotes
research to apply these results to clinical situations. In addition, it is
strengthening integrated efforts in various areas, from basic research and
drug discovery to vaccine development, education and research in infection
control, interprofessional health care, education and research in

agromedicine for health promotion and environmental preservation, and
education and research in the field of medical engineering for longer
healthy lives. The Institute also devotes itself to clinical trials and research
to achieve beneficial integration of high-quality, safe pharmaceutical
development through the collaboration and aims of its four hospitals, as
well as a beneficial combination of Western and Oriental medicine.

The Kitasato Institute
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Nine Mission Fields

1

9つの実践フィールド

生命科学の基礎的研究
Basic Research in Life Sciences

医療・食・環境など多様な分野への応用が期待される生命

3

４病院の連携による臨床教育・研究
Clinical Education and Research through Inter-hospital Collaboration

私たちは、４つの大学附属病院合わせて 2,000 床を超える

科学の進展には、充実した基礎研究が欠かせません。その

大型医療機関と、４つの医療系学部、２つの専門学校を有し

ため、
「生命現象の分子機構解明とその諸学問領域への活

ています。このメリットを最大限に生かし、４つの大学附属

用」を教育・研究目標の第一に掲げ、生命科学の基礎的研

病院において、各学部や専門学校の特色に根ざした卒業前・

究を重点的に推進する一方、その成果を応用研究につなげ

卒業後の教育、医療専門職の職能教育および臨床現場に直結

ています。

する研究を展開しています。

In recent years, Life Sciences study has demonstrated
promising applications in such diverse fields as medicine, food
and the environment. This, however, requires enhanced basic
research. We have therefore prioritized the educational and
research goal of “identifying the molecular mechanisms of life
phenomena and utilizing this information to advance various
academic domains.” We promote basic research in Life
Sciences intensively and work to link results to applied
research and to benefit society.

The Institute has major medical institutions comprising four
participating schools of medical science, two vocational
schools and four affiliated hospitals with a total capacity of
over 2,000 beds. We take full advantage of our facilities at the
four hospitals, and develop undergraduate and postgraduate
educational opportunities, occupational education for medical
specialists, and research associated directly with clinical
practice that firmly maintains the character and specialization
of each of the schools.

2

チーム医療教育プログラム
Interprofessional Health Care Program

４つの医療系学部と２つの専門学校を合わせて 14 職種に及
ぶ国家資格の各領域をカバーし、いずれも高い評価を得て
いる実績をふまえ、より安全で良質な医療を実践するプロ
フェッショナルの育成をめざしています。
「チーム医療教育
プログラム」はその一環であり、医療チーム内の多種多様
な専門職に求められる職能を相互に理解し、機能的な連携
を図る能力を磨くことを目標としています。
Based firmly on the foundation of high esteem garnered by
each nationally certified domain and the 14 career fields
offered by our four participating schools of medical science
and two vocational schools, the Institute aims to cultivate
medical professionals, which in turn should promote safer and
highly-effective medical care. As one component of this, the
Institute offers an “Interprofessional Health Care Program”
that has as its objective a mutual understanding of the
occupational skills within the diverse range of medical
specialties possessed by medical care teams, as well as the
ability to work in a functionally collaborative manner.

7
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T O P I C S

2017 年夏、近未来型・臨床教育の中核拠点が完成
A neo-futuristic hub for clinical education to be completed in summer 2017
相模原キャンパスに、この先 50 年間の臨床教育を支える
拠点となることを目指した「臨床教育研究棟」の建設が
進んでおり、2017 年９月から供用開始予定です。効果的
に手技が身につくスキルスラボも計画されています。ま
た、さまざまな職域の医療従事者や学習者が集まること
で、医療現場の課題やニーズが集積する拠点となり、チー
ム医療の基幹となります。
A building for Interprofessional Education is now under
construction on our Sagamihara Campus, designed as a
hub for our clinical education for the next 50 years and to
be opened in September 2017. There will also be a skill
laboratory to help the students effectively acquire
techniques. The new building will bring together healthcare
professionals and students from across various
occupational fields and serve as a key unit of team
medicine, consolidating challenges and needs in medical
practice.

The Kitasato Institute
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Nine Mission Fields

4

9つの実践フィールド

西洋医学と東洋医学を統合した医療
Medical Treatment that Incorporates Western and Oriental Medicine

私たちは、高度先進医療の担い手である４つの大学附属病

6

感染制御の教育・研究
Research and Education for Infection Control

感染症の脅威が世界的な規模で再燃するなか、私たちは、感

院を持ち、さらに、わが国における東洋医学のパイオニア

染制御の基礎研究と教育から、ワクチン・抗感染症薬の「ト

として世界保健機関（WHO）伝統医学協力センターの指定

ランスレーションリサーチ（開発研究・臨床試験等の実学研

を受けている東洋医学総合研究所を備えています。その資

究）
」までを一貫して進める体制を確立しています。大学院

源を十二分に活用し、科学的基盤を背景とする先端的医療

感染制御科学府と北里生命科学研究所を中核とし、大学院各

と実証的知見によって裏づけられた漢方、鍼灸などによる

研究科を結合した「北里大学感染制御研究機構」の下に、感

統合的な医療を実践しています。

染症の治療と予防にかかわる教育・研究を推進しています。

The leading four hospitals with the Institute’s framework offer
state-of-the-art medical care. In addition, our Oriental
Medicine Research Center—an Oriental medicine pioneer in
Japan—has been designated as a WHO Collaborating Center
for Traditional Medicine. This unique combination offers an
excellent opportunity to practice cutting-edge medicine
founded in science, combined with Kampo (TJM; Traditional
Japanese Medicine), as well as acupuncture, moxibustion,
and other therapies that have been corroborated by empirical
investigation.

The threat of infectious diseases has re-emerged on a global
scale. From education and basic research into infection
control to vaccines and translation research (R&D, clinical
trials and other practical scientific research) for anti-infective
medications, we possess a structure that enables consistent
execution of operations. Specifically, at the heart of our efforts
to conduct education and research associated with treatment
and prevention of infectious diseases, the Institute has
positioned the Graduate School of Infection Control Sciences
and the Kitasato Institute for Life Sciences under the Research
Organization for Infection Control Sciences, which maintains
ties to each graduate school.
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農医連携の教育・研究
Research and Education in Agromedicine

21 世紀における予防医学の大きな目標は、ハイリスクへの
対応、疾病の発生予防、健康増進と生活の質の向上などの
課題に対応することにあります。本学では、予防医学の深
化を目指し、生命科学の広汎な領域を網羅する農医連携教
育研究センターを 2013 年に設立しました。食・環境・健康
をめぐる現代的課題の解決を目標に掲げ、農医連携の科学、
情報発信、プラットフォーム形成、学術交流を推進してい
ます。
Included among the objectives of preventive medicine in the
21st century are the response to high-risk factors, prevention
of disease outbreaks and enhancement of the quality of life
and human health. Moreover, aiming for deepening preventive
medicine, the Center of Education and Research for
Agromedicine covering a broad range of life sciences was
established in 2013. We set forth as an objective the solving of
modern-day issues surrounding food, the environment, and
health, and promote the sciences of agromedicine, information
dissemination, the formation of knowledge platforms and
academic exchange.
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T O P I C S

日本盲導犬協会と連携協定を締結
Partnership agreement with Japan Guide Dog Association
北本キャンパスにある北里大学メディカルセンターでは、
2014 年から犬を用いた動物介在療法に取り組んでいま
す。医療従事者の指示のもと治療目標や治療計画を立て
て行われ、アカデミックな立場から実践しています。導
入に際して重要なのは、適性を備えた犬の確保です。
2015 年 9 月に、日本盲導犬協会と連携協定を締結し、
継続的な取り組みを支える下地が固まりました。
Since 2014, Kitasato University Medical Center on the
Kitamoto Campus has been engaged in animal-assisted
therapy employing dogs. Therapeutic goals and plans are
developed under the guidance of healthcare professionals
from academic perspectives. Introducing such a system
requires securing dogs qualified for animal-assisted therapy.
In September 2015, we signed a partnership agreement
with the Japan Guide Dog Association, to create a solid
foundation for continuous delivery of animal-assisted
therapy.
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Nine Mission Fields

7

クリニカルリサーチ
Clinical Research

医薬開発は基礎研究の成果を人類に還元するいわば「究極

9つの実践フィールド

9

医工連携の教育・研究
Medical Engineering Education and Research

21世紀社会は、人間の価値を軸とする新しい成長のモデル

の実学」であり、私たちが最も力を投入してきた領域です。

を必要としています。その一つとしてライフ・イノベーショ

病院内に独自の第Ｉ相試験施設を持ち、大学院薬学研究科

ンがあります。ライフ・イノベーションは、人間の生活や

にカリキュラムを開設して教育・研究を進めています。

機能を革新し、健康、医療、介護、育児など広汎な分野が

2013 年には、国内随一の本格的な ARO である北里大学臨

含まれます。生命科学は前進を続け、医療はこれからの成

床研究機構を設立し、クリニカルリサーチ（治験・臨床研究）

長産業です。再生医療への期待は高く、医工の連携による

の一層の充実に努めています。

医療や介護を目的としたロボットの開発もますます盛んと
なります。医療現場のニーズを吸い上げて新しい医療機器

Pharmaceutical development is the “ultimate practical science” in
that it is the return of basic research results to humanity. This is
the domain in which we have made our greatest efforts. The
hospitals possess proprietary facilities for Phase I clinical trials,
and at the Graduate School of Pharmaceutical Sciences, we have
developed a curriculum to promote education and research. In
2013 the first bona fide academic research organization in Japan
was established—the Kitasato Research Organization—and
further efforts are being made to augment clinical research (trials
and clinical research).

8

予防医療
Preventive Medicine

私たちは、明治期に公衆衛生の重要性を説いた北里柴三郎
博士の教えを一貫して受け継いでいます。大学院感染制御
科学府、北里生命科学研究所、感染制御研究機構を設置し、
とりわけ感染制御の教育・研究に力を尽くしています。また、
各部門が緊密に連携を図りながら、国際競争力のある麻疹、
風疹、おたふく風邪、百日咳、インフルエンザなどのワク
チンの研究・開発を通して、予防医療の向上に努めています。
Following faithfully in the footsteps of Dr. Shibasaburo Kitasato,
who stressed the importance of public health as early as in the
Meiji era (late 19th century to early 20th century), the Institute
has established the Graduate School of Infection Control
Sciences, the Kitasato Institute for Life Sciences, and the
Research Organization for Infection Control Sciences in a
comprehensive effort to drive education and research with
emphasis on infection control. Furthermore, the Institute strives
to raise the level of preventive medicine through close
collaboration, multidisciplinary research and development of
internationally-competitive vaccines for measles, rubella,
mumps, pertussis, influenza and other diseases.
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を開発・製品化し、健康寿命の延伸に貢献します。
In the society of the 21st century, new types of growth models
centering on human values are essential, and life innovation is
gaining attention as one of those models. Life innovation covers a
wide variety of fields such as health, medical, nursing and child
care to renovate our daily lives and functions. As life science keeps
on advancing, the medical field continues to serve as a growing
industry in the future. Expectations for regenerative medicines are
quite high, and medical-engineering collaboration in the
development of robots for medical and nursing care purposes will
become further increased. Under these circumstances, we are
eager to contribute to extending healthy life expectancy through
the development and launch of new medical equipment by
responding to needs from healthcare professionals.

T O P I C S

埼玉県北本市でワクチン製造を通して予防医療を継承
Continuing to contribute to preventive medicine through vaccine production
in Kitamoto City, Saitama Prefecture
北本キャンパス内には、北里第一三共ワクチン株式会社
があり、国内トップクラスのワクチン供給体制を整えて
います。同社は、2011 年４月、学校法人北里研究所と第
一三共株式会社の合弁企業として誕生しました。学祖北
里柴三郎博士が設立した北里研究所の定款には、
「予防治
療品の製造に従事し国民保健の向上に寄与するを目的」
とあります。その意志を現在も継承しています。
Located on the Kitamoto Campus, Kitasato Daiichi Sankyo
Vaccine Co., Ltd. boasts a leading vaccine supply system in
the country. The company was born as a joint venture
between The Kitasato Institute and Daiichi Sankyo Co., Ltd.
in April 2011, inheriting the principle of The Kitasato Institute
established by our founding father Dr. Shibasaburo Kitasato,
as described as “...designed to contribute to improving the
national health by engaging in the production of preventive
medicine...” in the institute’s articles of incorporation.
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教育・研究活動
Education and Research Activities
生命科学の最先端を担う教育学術機関として
北里大学の教育・研究活動は各方面で高く評価され
文部科学省などの各種助成プログラムに
数多くのプロジェクトが採択されています。

As an educational and technical institution at the cutting edge of the
Life Sciences, Kitasato University is highly regarded for its educational
and research activities. Many of its projects have received grants from
the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology,
other government ministries, industry and elsewhere.

教育活動
2009 年度 ………………………………………………………………

2011 年度 ………………………………………………………………

◇戦略的大学連携支援事業

◇大学病院業務改善推進事業
北里大学病院業務改善推進事業
◇口蹄疫等家畜伝染病に対応した獣医師育成環境の整備事業

拠点の確立
◇教育研究高度化のための支援体制整備事業

【テーマＡ】大学教育推進プログラム
農医連携による動物生命科学教育の質の向上
◇大学教育・学生支援推進事業就職支援推進プログラム
学生全員の就職と就職満足度の向上を目指す就職相談体制の強化
◇周産期医療環境整備事業
北里大学周産期医療環境整備事業
◇大学病院業務改善推進事業
北里大学病院業務改善推進事業

2012 年度 ………………………………………………………………
◇がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン
高度がん医療開発を先導する専門家の養成
◇大学間連携共同教育推進事業
東京コンソーシアムを基盤とした大学院疾患予防科学コース設立
研究者育成の為の行動規範教育の標準化と教育システムの全国展開
◇産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業
関東山梨地域大学連携による産業界等のニーズに対応した教育改善
◇大学病院業務改善推進事業
北里大学病院業務改善推進事業

2010 年度 ………………………………………………………………
◇看護師の人材育成システムの確立

協働を基盤とした高度実践者・教育者育成—看護職のエンパワー
を育成するコラボレーションシステムの確立—

2013 年度 ………………………………………………………………
◇大学病院業務改善推進事業
北里大学病院業務改善推進事業

◇大学生の就業力育成支援事業
海洋生物の調和的利用に優れた職業人の育成
◇口蹄疫等家畜伝染病に対応した獣医師育成環境の整備

関係する各種学会などの各賞を賛助し、
我が国の生命科学および関連学問分野の
研究者の研究を奨励してきました。主な
学会と賞は次のとおりです。
■ 日本東洋医学会─大塚敬節記念東洋医学賞

浅川賞メダル

小林六造記念賞メダル

大塚敬節記念東洋医学賞メダル

The Medal of Asakawa Prize

The Medal of Rokuzo Kobayashi
Commemorative Prize

The Medal of Keisetsu Otuska
Commemorative Prize
for Oriental Medicine

志賀潔・秦佐八郎記念賞メダル

日本放線菌学会賞メダル

北里柴三郎記念学術奨励賞メダル

The Medal of Kiyoshi Shiga &
Sahachiro Hata
Commemorative Prize

The Medal of Society of
Actinomycetes
Japan Award

The Medal of Shibasaburo Kitazato
Commemorative Prize for
Encouragement

■ 日本化学療法学会─志賀潔・秦佐八郎記念賞
■ 日本放線菌学会─日本放線菌学会賞
■ 日本感染症学会─北里柴三郎記念学術奨励賞

産業動物診療分野における全国的臨床実習システムの構築

世界的感染制御教育研究拠点の強化整備事業
◇大学教育・学生支援推進事業

本法人は、社団法人北里研究所時代から

■ 日本細菌学会─浅川賞、小林六造記念賞

■ 文部科学省選定プログラム

学際生命科学東京コンソーシアムによる全人的大学院人材育成

研究奨励および教育活動
Encouragement of Research and Educational Activities

■ JABEE（日本技術者教育認定機構）プログラム認定
海洋生命科学部／獣医学部

産業動物分野の臨床実習の充実・強化
家畜感染症・人獣共通感染症等対策分野の参加型実習の充実・強化

Since the days it was operating as an incorporated
association, The Kitasato Institute has been
encouraging researches in life science and related
fields in the country by supporting various awards
hosted by academic societies including:

❙ Japan Society for Bacteriology - Asakawa Award, Rokuzo Kobayashi Memorial Award
❙ Japan Society for Oriental Medicine - Oriental Medicine Award in Honor of Yoshinori Otsuka
❙ Japanese Society of Chemotherapy - Shiga Kiyoshi - Hata Sahachiro Memorial Award
❙ Society for Actinomycetes Japan - The Award of the Society for Actinomycetes Japan
❙ Japanese Association for Infectious Diseases - Academic Encouraging Award in Honor of Shibasaburo Kitasato

T O P I C S

教職員ならびに学生に対する顕彰制度
Awarding system for faculty and students
学内の研究者を対象とした研究活動を奨励するため北里柴

◇大学病院業務改善推進事業

三郎記念賞を、若手研究者の論文に対しては二宮善基記念

北里大学病院業務改善推進事業

賞を授与しています。一方、
学部生の成績優秀者に対しては、

◇大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）

学位記授与式において北里賞を、入学式において北島賞を

医師不足解消のための大学病院を活用した専門医療人材養成

授与しています。そして、2015 年ノーベル生理学・医学賞
を受賞した大村 智特別栄誉教授にちなみ 2016 年度から博

研究活動
■ 文部科学省「科学研究費補助金」
2016 年度

318 件

◇日本主導型グローバル臨床研究体制整備事業

■ 文部科学省選定プログラム
理学部（2012 年～ 2014 年）
医療系研究科（2009 年～ 2013 年、2011 年～ 2016 年）
◇東北マリンサイエンス拠点形成事業（海洋生態系の調査研究）
海洋生命科学部（2012 年～ 2015 年）
◇東北マリンサイエンス拠点形成事業（新たな産業の創成につな
がる技術開発）
海洋生命科学部、理学部、釜石研究所（2012 年～ 2015 年）
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継者として、社団法人北里研究所の２代目所長
に就くのみならず、慶應義塾大学医学部長、日
本医師会会長なども歴任しました。

Taichi Kitajima (1870-1956)
Studied serotherapy for habu venom. Succeeded Dr.
Shibasaburo Kitasato as the second director of the Kitasato
Institute while also serving as the dean of Medical School, Keio
University and the chairman of the Japan Medical Association.

士課程の成績優秀者に大村賞を授与することとしました。
■ 厚生労働省選定プログラム
北里大学病院（2012 年～ 2016 年）

◇私立大学戦略的研究基盤形成支援事業

北島多一（1870 〜 1956 年）
ハブ毒の血清療法を研究。北里柴三郎博士の後

■ 農林水産省「フード・アクション・ニッポン アワード」
◇食べて応援しよう！ 賞
釜石研究所（2011 年）
◇研究開発・新技術部門入賞
釜石研究所（2012 年）

We offer the Kitasato Shibasaburo Memorial Award, designed
to promote research activities among internal researches,
and the Ninomiya Yoshimoto Memorial Award which are
given to young researchers with outstanding papers. For
students with excellent academic performances, we confer
the Kitasato Award at the commencement ceremony and the
Kitajima Award at the entrance ceremony. Starting in 2016,
–
we have a new award, the O mura Award, named after
–
Distinguished Emeritus Professor Satoshi Omura who won a
Nobel Prize in Physiology and Medicine in 2015, for doctoral
students with outstanding academic performances.

大村 智（1935 年〜）
社団法人北里研究所所長、学校法人北里研究所
名誉理事長、顧問を経て、現在相談役。北里大
学特別栄誉教授第１号。微生物の産生する化合
物を多数発見、基礎および応用研究を推進しま
した。

–
Satoshi Omura (1935-)
Has served as the director of The Kitasato Institute, then an
incorporated association, and honorary chairman and then a
consultant of The Kitasato Institute, and is currently an advisor.
The first person to be appointed as Distinguished Emeritus
Professor of Kitasato University. Discovered a number of
chemical compounds produced by microbes and led and
promoted basic and applied researches.
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海外学術交流協定校・研究機関
World-wide Academic Exchange
北里研究所は世界 11カ国 34 学術機関との間で学術交流協定を結び、教職員や学生の相互交流、
共同研究の実施、学術情報の交換などを通じて教育・研究レベルの向上に努めています。
ノルウェー

Norway

32 ノルウェー科学技術大学大学（2016 年）

Norwegian Univ. of Science and Technology

ドイツ

Germany

15 マーブルグ大学医学部（2005 年）

Univ. of Marburg Faculty of Medicine

16 ローベルト・コッホ研究所（2008 年）

Robert Koch Institute

17 テュービンゲン大学医学部（2014 年）

モンゴル

中国

Mongolia

26 モンゴル国立医科大学

China

1 吉林大学（1989 年）

ドルノゴビメディカルスクール

Jilin Univ.

（2011 年）

2 吉林大学獣医学部（1989 年）

 ongolian National Univ. of Medical Sciences
M
Dornogobi Medical School

Jilin Univ. College of Veterinary Medicine

3 吉林大学薬学院（2013 年）

27 モンゴル国立医科大学

Jilin Univ. School of Pharmaceutical Sciences

看護学部（2011 年）

4 復旦大学附属崋山医院（1995 年）

 ongolian National Univ. of Medical Sciences
M
School of Nursing

Fudan Univ. Huashan Hospital

33 曁南大学（2017 年）

	Eberhard Karls Univ. Tübingen
Faculty of Medicine

イタリア

The Kitasato Institute currently has technical exchange agreements
with 34 academic institutes in 11 countries. Through the mutual exchange of
faculty and students, collaboration in research, and the exchange of technical information,
the Institute is raising the level of its educational and research capabilities.

Jinan Univ.

Italy

18 ダヌンツィオ大学医学部（2011年）

The Gabriele d’Annunzio Univ. Faculty of Medicine

32

26 27

1

2

3

4
17

15

13

16

8

10

アメリカ USA

18
11

28

22

24
25

韓国

Korea Advanced Institute of
Science and Technology

29

23

タイ Thailand

Korea

24 韓国科学技術院（2012 年）

Mahidol Univ.

12 30

7

14

6 テネシー大学獣医学部（1995 年）

Univ. of Tennessee College of
Veterinary Medicine

7 ジョージア大学（1995 年）

The Univ. of Georgia

8 パデュー大学獣医学部（1995年）

Purdue Univ. College of Veterinary Medicine

25 建国大学（2014 年）

9 トーマスジェファーソン大学保健学部（1998年）

29 東義大学校韓医学大学（2016 年）

10 ハーバード大学公衆衛生大学院（1999年）

Konkuk Univ.

19 マヒドン大学（2007 年）

Univ. of Kentucky College of Pharmacy

9

6

19 20 21 31 34
33

5 ケンタッキー大学薬学部（1989 年）

5

Dong-eui Univ. College of Korean Medicine.

20 カセサート大学（2013 年）

Thomas Jefferson Univ. Jefferson College of Health Professions
Harvard Univ. Harvard T. H. Chan School of Public Health

11 ハワイ大学ジョン A. バーンズ医学部（2006年）

Kasetsart Univ. Thailand

Univ. of Hawaii John A. Burns School of Medicine

21 マハナコン工科大学獣医学部（2012 年）

12 カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）
（2008年）

Mahanakorn Univ. of Technology
Faculty of Veterinary Medicine

Univ. of California Los Angeles

31 ブラパ大学海洋科学研究所（2016 年）

13 アイオワ大学（2010 年）

34 マヒドン大学医学部附属シリラート病院（2017 年）

14 マサチューセッツ大学医学部（2012年）

The Univ. of Iowa

Burapha Univ. Institute of Marine Science

Mahidol Univ. Faculty of Medicine Siriraj Hospital

カンボジア

Cambodia

22 国際大学医学部（2013 年）

International Univ.
Faculty of Medicine and Pediatrics

インドネシア Indonesia

23 ハサヌディン大学（2009 年）

Univ. of Massachusetts Medical School

30 UCLA 分子生物学研究所（2016 年）

UCLA Molecular Biology Institute

Hasanuddin Univ.

ミャンマー

Myanmar

28 ヤンゴン第 2 医科大学（2013 年）

The Univ. of Medicine II Yangon
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K I T A S A T O

U N I V E R S I T Y
3つの分野を結ぶ総合力で
ライフサイエンスを究めます

理学部

School of Science

北里大学は、生命科学の先端的、学際的、総合的な研究と

教育・研究・医療のさらなる向上に努めています。

中央部の

A Comprehensive Approach to Life Sciences

血清療法を確立したことを記念するものです。

里柴三郎博士が破傷風菌の純粋培養に成功し、

獣医学部

徽 章
Students Emblem

海洋生命科学部

全体は人体の中心をなす心臓をかたどっていま

School of Veterinary Medicine

す。右心房（耳）は北里柴三郎博士ゆかりの破傷

School of Marine Biosciences

風菌をあらわし、左心房はそれぞれの学部がイニ
シャルと色で識別されます。紺青はスクールカ
ラーで、第１回生の考案によるものです。

基礎研究をふまえて多分野にわたるその拡がりを
学部・一般教育部と大学院、研究所、病院による

北里大学は、財団法人大学基準協会が行った 2016
年度の大学評価（認証評価）を受審し、協会の定め
る大学基準に適合していると認定されました。

有機的な「知」のネットワークで支えます。

生命科学

北里大学—50 年の歴史を刻む
生命科学・医療科学の最高学府
Kitasato University's 50 Years:
The Apogee of Life Sciences and Medicine

動植物と環境に関する分野
Plant and animal and
environment-related fields

Life Science

北里大学校歌
い の ち

ほく しん

『生命の北辰』
こん じょう

てん きゅう

紺青尽くす天穹に
しろ かね

research. The University strives to be a scientific educational institution that can play a leading role as
it continues to work toward a higher level of excellence in the fields of education, research and
medicine. Firmly grounded in basic research and ranging over many fields, this organic network of

ひとつの星を探すごと

あんねい

も

と

学祖が追 求めし医の真理

安 寧 の世を築くため
雷のごと

edge, interdisciplinary and comprehensive, as well as the need for the training of leaders in this

作
詞：黛 まどか
作曲・編曲：千住
明

白 金 の地にひたすらに
いかずち

Kitasato University proactively responds to the urgent need for Life Science research that is cutting-

貫いて

ひら

人間の生命と
健康に関する分野

薬学部

Human life and
health-related fields

医学部

School of Pharmacy
School of Medicine

看護学部

School of Nursing

医療衛生学部

School of Allied Health Sciences
［併設校／ Vocational Schools］

拓 きし道を

歩む我らぞ

や

この学び舎 に励みしを
いただ

月桂冠を戴 きて
ぜっ てん

切磋琢磨の

実学を
報恩とせり

世に捧げるを
あかつき

暁告げる産声は

まき ば

牧 場 を渡る風に乗り

白波立つるわだつみの
雨に照る日に
あめ つち す

ああ北里は

耀く北辰

北里大学看護専門学校

朝な夕なに

とこしえに

Kitasato Nursing School

底にひしめく

は

命美 し

虹かけて

北里大学保健衛生専門学院

graduate schools, the research institutes and affiliated hospitals.

えい ち

その絶 巓 を極めんと

揺るぎなし

Kitasato Junior College of Health and Hygienic Sciences

風雪に堪えいつの日か

未来につないでゆく叡 智

天 地 統 べて

knowledge is supported by the undergraduate schools, the College of Liberal Arts and Sciences, the

あまたの星を従えて
ああ北里は

建学の精神

の部分が撥
（ばち）
状になっています。

これは破傷風菌を図案化したもので、学祖・北

Fields that conduct
basic research
in Life Sciences

その最先端を担う教育学術研究機関をめざし、

北里大学の校章の特徴は「學」の字にあります。

Via Three Specialized Fields,

生命科学の
基礎的研究を行う分野

それをリードする人材の養成が求められるなか、

校 章
Formal Emblem

生命の北辰

生命の北辰

The Spirit of Kitasato

開

拓

報

恩

事を処してパイオニアたれ
Investigate with a pioneering spirit

人に交わって恩を思え
Be appreciative in your dealings with people

叡智と実践

不撓不屈

そして叡智をもって実学の人として
Possess wisdom and be a person of practical science

不撓不屈の精神を貫け
Persist with an unwavering spirit
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Kitasato University Undergraduate Schools

学部

薬学部

獣医学部

看護学部

理学部

www.kitasato-u.ac.jp/pharm/

www.kitasato-u.ac.jp/vmas/

www.kitasato-u.ac.jp/nrs/gakubu/

www.kitasato-u.ac.jp/sci/

School of Pharmacy

School of Veterinary Medicine

School of Nursing

School of Science

薬学分野の高度専門職を育成

学科連携で動物生命科学を究明

臨床との連携で看護実践力を磨く

生命科学の基礎研究を担う３学科

北里大学２番目の学
部として 1964 年に
開設した薬学部は、
創薬の研究開発に欠
かせない人材を育成
する４年制の生命創
薬科学科と、臨床現
場で活躍する優れた
薬剤師を養成する６
年制の薬学科からな
り、基礎研究と実務教育の両面から日本の薬学を支えています。
人間形成の教育にも力を入れ、長期病院実習を 4 つの大学附属
病院を中心に実施しています。

50 年以上の歴史を持
つ十和田キャンパス
の獣医畜産学部が発
展的に改組して誕生
した、獣医学科、動
物資源科学科、生物
環境科学科からなる
新進の学部です。動
物の生命科学を各学
科共通の基盤として
教育・研究の相互連携を強化することにより、獣医学を基軸とし
てバイオサイエンス、地球環境・生態学まで、大きく守備範囲を
広げました。

臨床と教育の力強い
連携による実践能力
の 開 発 を め ざ し、
ヒューマンケアの時
代に欠かせない看護
専門職者を育成しま
す。特に現在の教育
課程では、地域で生
活する人々の健康増
進や疾病予防を重視
するヘルスプロモーションの視点、関連基礎科目と看護専門科目
との統合、国際的な視野の広がりを反映する海外での研修など、
特徴あるカリキュラムを展開しています。

物 理 学 科、 化 学 科、
生物科学科の３学科
を擁し、分子レベル
からの多角的なアプ
ローチで生命科学に
おけるさまざまな現
象を解明していきま
す。各学科ではそれ
ぞれの専門性を追究
すると同時に、互い
の関連性にも目を向け、幅広く周辺分野に通じる基礎学力を養い
ます。その結果、科学のあらゆる分野に対応できる人材が多数生
まれています。

The School of Pharmacy, the second school established by Kitasato University in
1964, is composed of the 4-year course in the Department of Pharmaceutical Life
Sciences for educating personnel for research in drug discovery and the 6-year
course in the Faculty of Pharmacy for training clinical pharmacists. The School
is engaged in both basic research and practical education, and a special effort is
made to form individuals with outstanding human qualities. On-site pharmacy
practice is carried out principally at the four university-affiliated hospitals.

This School came into being through the progressive reorganization of the
School of Veterinary Medicine and Animal Sciences at the Towada Campus,
which has a history of over 50 years. It includes the Faculty of Veterinary
Medicine, Department of Animal Science and Department of Environmental
Bioscience. With animal Life Science forming the foundation, and by
strengthening cooperation between education and research, the School has
greatly increased its range of activities, which now covers bioscience, the global
environment and ecology.

By keeping clinical experience and education closely connected, the school
seeks to develop greater practical nursing skills and to train nursing specialists
as well. The current educational courses in particular have a distinctive
curriculum, featuring a perspective focusing on the enhancement of the welfare
of local residents by promoting health and preventing contagious diseases; the
integration of related basic courses and nursing courses; and research abroad,
reflecting our broadening international outlook.

The School of Science, home to the Departments of Physics, Chemistry, and
Biosciences, studies various phenomena in the Life Sciences from a variety of
angles at the molecular level. While each department explores the frontier of its
specialty, each also remains aware of its mutual relevance and acquires basic
knowledge pertinent to many related fields. The result is the appearance of
highly-adaptable scientists who can explore interdisciplinary frontier of the life
and physical sciences.

医学部

海洋生命科学部

医療衛生学部

一般教育部

web.med.kitasato-u.ac.jp

www.kitasato-u.ac.jp/mb/

www.kitasato-u.ac.jp/ahs/

www.kitasato-u.ac.jp/clas/

Creating Highly Professional Pharmacists and Scientists

School of Medicine

人間性豊かで優れた医師の養成

The Integrated Study of Animal Life Sciences

School of Marine Biosciences

Education and Clinical Care Strengthen Nursing Skills

School of Allied Health Sciences

Basic Research in Life Sciences

College of Liberal Arts and Sciences

次代を拓く海洋生命科学の急先鋒

チーム医療の核となる医療人を養成

真の教養教育で学問の真髄に触れる

「人間性豊かで優れ
た医師の養成」を基
本理念の第一に掲げ
る医学部の特長は、
開設当初から推進し
てきた独自の「器官
系別総合教育」や、
学生がテーマを選
び、研究に必要な技
術 や 意 欲、 考 え 方、
論文の書き方などを学ぶ「学生医学論文」などが挙げられ、広く
深く体系的な知識、確実な技術、そして豊富な臨床経験を身につ
けた医師を養成しています。

生命科学の先端技術
や、資源管理・生物
生産の考え方をベー
スとした、海洋生物
資源に関する教育・
研究で世界的な評価
を得ています。2011
年、東日本大震災に
より三陸海岸から相
模原へと拠点を移し
ましたが、新設された教育研究棟や三陸の臨海実習施設、また外
部機関の臨海施設などをフルに活用した実習を取り入れ、以前に
も増して充実した教育・研究活動を展開しています。

1994 年に衛生学部の改組で
誕生し、現在は４学科６専攻
の８分野で、高度な知識、技
術を有する医療従事者を育成
しています。幅広い人間性と
応用力を養う基礎教育、高度
な専門性と最新技術を獲得す
るための実践的臨床教育、医
療系他学部との連携による学
際的教育を理念として掲げ、
チーム医療を支える優れたコ・メディカルスタッフの養成に尽力
しています。

1968 年に設置され
た教養部が前身。自
然科学教育センター、
人間科学教育セン
ター、基礎教育セン
ターを擁し、全ての
学部の１年生を中心
に一般教育を提供し
ます。学部との有機
的な連携のもと、学
問を横断する知の技法、人間としての幅を広げるための知識や体
験、相互理解のためのコミュニケーション技法など、生命科学を
志す全ての学生に必要となる真の教養を身につけます。

The school’s philosophy is to train excellent and humane physicians. Since its
foundation the school has possessed its own unique organ-based
comprehensive curriculum and promoted medical theses in which students,
having chosen a theme, develop the technological expertise, motivation,
thinking, composition skills, and so forth that are necessary to conduct relevant
research. It is our aim to train physicians who possess a wide and deep
systematic knowledge, solid technical skills, and rich clinical experience.

Taking as its foundation the cutting-edge technology of life sciences as well as the thinking
processes found in resource management and bio-production, the School of Marine
Biosciences has gained a worldwide reputation for research and education in the field of living
marine resources. In 2011, due to the Great East Japan Earthquake, the School moved the
base of its operations from the Sanriku coast to Sagamihara, where it has fully incorporated
practical training via the newly built education and research wing as well as the Sanriku
Seaside Practice Facilities and similar facilities of outside organizations. As a result, the
School is offering a richer quality of education and research than ever before.

Superb Physicians with Outstanding Human Qualities
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Marine Bioscience as the Pioneer of the Next Age

Training Paramedics and Health Promoting Staffs

The school was established in 1994 by reorganizing School of Hygiene which
was the oldest school of Kitasato University. It consists of four departments,
trains health promoting staffs in public health and seven paramedics qualified by
Ministry of Health, Labour and Welfare. Main aim of the education is to train
paramedics and staffs to be able to play an active role in health care team. To
achieve this purpose, the school put emphasis on interdisciplinary discussions
as well as learning specialized knowledge and techniques.

A Liberal Education Shows the True Meaning of Learning

The College of Liberal Arts and Sciences was established in 1968. It now
includes the Center for Natural Sciences, Center for Human and Social Sciences
and Center for Liberal Arts. The College provides general education for,
primarily, first-year students of all departments. It offers the genuine liberal
education needed by all students seeking to take part in the Life Sciences,
including development of intellectual aptitudes, proficiency in communication
skills, and acquisition of the knowledge and experiences that broaden us as
human beings.
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Kitasato University Graduate Schools

大学院

薬学研究科

獣医学系研究科

看護学研究科

理学研究科

www.kitasato-u.ac.jp/pharm/graduate/

www.kitasato-u.ac.jp/vmas/faculty/in/

www.kitasato-u.ac.jp/nrs/kenkyuka/

www.kitasato-u.ac.jp/sci/univ/graduate/

Graduate School of Pharmaceutical Sciences

幅広いニーズに応える薬学教育

Graduate School of Veterinary Sciences

Graduate School of Nursing

Graduate School of Science

最先端の研究施設で人と動物の関係を追究

ケアの質を探求する看護教育

充実した研究環境で生命科学を究める

高度な知識と技能を有
する薬剤師を養成する
「薬学履修コース」
、基
礎薬学分野の研究者、
教育者を育てる「薬科
学履修コース」
、臨床
統計の専門家を育成す
る「臨床統計学履修
コース」
、国際的な医
薬開発を担う人材を育
てる「医薬開発学履修コース」
、がん領域に特化した「医療薬学—
がん領域—履修コース」を開設。社会人大学院生を積極的に受け
入れています。

動物の生体機能の解
明、動物の疾病予防・
治療、食の安全性確保、
動物を取り巻く環境の
保全など、人と動物の
共存を地球規模で考え
ます。最新の研究課題
を究めるのに最適な環
境の下、獣医学、動物
資源科学、生物環境科
学の３専攻に分かれて、世界的視野を持った研究者・技術者を育
成します。

今日の社会ニーズに応
え、看護の質を高め、
看護問題を解決するこ
とをめざす看護職者の
生涯教育の一環とし
て、教育者・研究者・
高度な専門職業人を育
成します。①社会的
ニーズに沿った専攻分
野教育、②実践で適用
可能な教育、③広く応用が可能な関連分野教育、の実施を意図し、
修士課程では９つの専攻分野、博士課程では実践看護学、機能看
護学の 2 領域７専攻分野の教育課程を組み立てています。

分子科学と生物科学の
調和と融合を図りなが
ら、生命のしくみを探
求するための方法と理
論を身につけます。分
子科学専攻は分子の動
きや分子集合体の特性
を研究し、そこから生
命現象を解明します。
生物科学専攻は遺伝子
やタンパク質の機能解析を行い、生物の高次機能を解き明かしま
す。いずれも実験と輪講を重視し、
外部の研究者を講師に招くなど、
多様なカリキュラムで質の高い研究環境を提供しています。

Five courses have been established: the Pharmacy Course (for training
pharmacists to possess a high-degree of knowledge and technical skill); the
Pharmaceutical Sciences Course (for training researchers and educators in the
field of basic pharmacy); the Biostatistics Course (for training specialists in
statistics for clinical studies); the Pharmaceutical Medicine Course (for training
people who will lead in the work of international drug development); and the
Medical Pharmacy Course (for training pharmacists who specialize in the field
of cancer). We are actively accepting people from general society.

The coexistence of people and animals is studied from a global perspective,
including animal biofunctions, disease prevention and treatment, feed safety,
and environment preservation. Under the environment perfectly suited for
investigating current and novel topics and problems, the school has three
divisions: Veterinary Medicine, Animal Science and Environmental Bioscience,
for training researchers and technical experts with an international perspective.

To meet the needs of modern society, raise the quality of nursing, and resolve
nursing problems as part of lifetime nursing education, the School trains
educators, researchers, and other highly specialized personnel. In order to
conduct education that 1) meets the specific needs of society, 2) is capable of
practical application, and 3) can be applied over a wide range of related fields,
the School has set up educational courses consisting of nine specialized fields
in the Masters program, as well as two areas and seven specialized fields of
clinical nursing and nursing management in the Doctoral program.

Working in physical, chemical and life sciences, graduate students acquire the
theory and methods for studying the makeup of life. The Division of Molecular
Sciences researches molecular movement and groups, and works to clarify the
phenomena of life. The Division of Biosciences conducts functional analysis of
genes and proteins and clarifies the high-level functions of life. Experimentation
and seminars are stressed, external researchers are invited to lecture, and a
diverse curriculum is provided, producing a state-of-the-art research
environment.

医療系研究科

感染制御科学府

www.kitasato-u.ac.jp/daigakuin/iryoukei/

www.kitasato-u.ac.jp/lisci/

Pharmaceutical Education that Meets Broad Needs

海洋生命科学研究科

Graduate School of Marine Biosciences
www.kitasato-u.ac.jp/mb/graduate/

海洋生命科学の知見から環境・食糧問題に挑む

Environment and Food from a Marine Bioscience Viewpoint
1976 年に本研究科水
産学専攻が開設され、
2000 年に水圏生物科
学 専 攻 に 改 組。2012
年に現在の海洋生命科
学研究科海洋生命科学
専攻に改称。世界の環
境・食糧問題を解決す
るための水圏生物資源
の高度利用と、この実現に必要な生物資源管理、生息環境の保全
に取り組む人材を養成します。増殖生物学、環境生物学、応用生
物化学の３つの専門分野を設置。学会での活躍もめざましく、研
究活動の活発さでは水産海洋系の私大でトップクラスを誇ります。
The Division of Fisheries Sciences was established in 1976, and in 2000 it was
reorganized under the name of the Division of Aquatic Bioscience. The current name,
Division of Marine Biosciences, Graduate School of Marine Biosciences, was adopted
in 2012. The School is devoted to the efficient use of marine resources to resolve the
global environmental and food crises, and to the training of personnel to manage
aquatic biological resources and preserve natural habitats. It has three specializations:
aquacultural biology, environmental biology and applied biochemistry. Academic
conferences are actively promoted and the school is considered one of the best among
private universities in fisheries and marine bioscience research.
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Pursuing the Connection between People and Animals

T O P I C S

研究実践から生まれた
健康志向の牛肉ブランド
Practical Research Gives Birth
to a New Brand of Wholesome Beef
獣医学部附属フィールドサイエンスセンター八雲牧場（北
海道）では、環境保全型畜産研究の一環として、牧場内の
草だけで育てた「飼料自給率 100％」の牛肉を生産してい
ます。しかも、その牧草は完全な有機的管理が行われてい
ます。
「北里八雲牛」と呼ばれるこの牛肉は、赤身主体で
脂肪が少ないため健康によく、精肉や加工食品として出荷
されるほか、各附属病院でも病院食に利用されています。
As part of its research into animal husbandry and environment preservati
on, the Yakumo Experimental Farm at the School of Veterinary Medicine
(Hokkaido) produces beef from cattle raised solely on grass from the far
m’s pastures (resulting in 100% fodder self-sufficiency) that are manag
ed completely organically. This healthy lean meat, known as Kitasato Yak
umo Beef, has very litt
le fat and is shipped
as cut or processed
meat, as well as contri
buting to patients’
diets at the affiliated
hospitals.

Striving for Better Healthcare through Nursing Education

Graduate School of Medical Sciences

Researching Life Sciences in a High-Quality Environment

Graduate School of Infection Control Sciences

自由な発想から生まれた教育システム

実践的な研究能力を養う独立大学院

医学・医療の基礎的研
究と臨床的研究との調
和をはかり、これを推
進する研究者や教育者、
高度専門技術者を養成
します。自由な発想と
社会に対応した学群と
いうユニット式教育で、
新しい医学・医療を担う教育・研究を展開しています。さらに、
専門職の受験資格を取得するため、医科学専攻に「医学物理士養
成コース」
「臨床心理学コース」
、医学専攻に「集学的がん治療ス
ペシャリスト養成コース」を設置しています。

北里生命科学研究所の教
育部として、2002 年に
博士前期（修士）課程、
2004 年に博士後期（博
士）課程を設置し、感染
制御と創薬に特化した
大学院教育を行ってい
ます。また、
2015 年ノー
ベル生理学・医学賞を受賞した大村 智特別栄誉教授をはじめとす
る研究スタッフと共に研究を推進しながら、幅広い専門知識と最
先端の技術を習得するだけでなく、その応用を念頭に置いた問題
解決型の広い視野をもった人材の育成を目標としています。

The Graduate School of Medical Sciences endeavors to harmonize basic research
in both healthcare and medical science with clinical research. Its aim is to train
researchers, educators, and high-level specialists to implement this undertaking.
Employing the socially oriented unit system of education, the school carries out
research and education that supports the development of advanced medical science
and healthcare. Furthermore, in order to enable the acquiring of eligibility for
specialist exams, the school provides master programs in the Medical Physicist
Course and the Clinical Psychology Course, as well as a doctorial program in the
Multidisciplinary Clinical Oncology Specialist Training Course.

The Graduate School of Infection Control Sciences was set up as the education
department of the Kitasato Institute for Life Sciences (ILS). The Master's
program was established in 2002, and extended into an additional Doctoral
program in 2004. The School specializes in infection control and drug
discovery. While pursuing research in collaboration with the research staff,
–
including Satoshi O mura, our Distinguished Emeritus Professor and 2015
Nobel laureate in Physiology or Medicine, our goal is to train personnel who
not only have a broad knowledge of their field of specialization and worldleading technology, but who also maintain a problem solving stance with
practical application first in mind and who have a broad perspective.

An Educational System Produced by Original Thinking

An Independent Facility for Practical Research
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Kitasato University Research Institutes

附置研究所

Kitasato University Affiliated Hospitals

北里生命科学研究所

T O P I C S

北里大学病院

北里大学東病院

www.kitasato-u.ac.jp/khp/

www.ehp.kitasato-u.ac.jp/ehp/

Kitasato Institute for Life Sciences
www.kitasato-u.ac.jp/lisci/

感染制御の世界的研究拠点

A Global Hub of Infection Control Research
北里柴三郎博士が設立さ
れた北里研究所の伝統と
実績を受け継ぎ、病原性
発現のメカニズムの解
析、病態の理解、流行疫
学調査、診断薬の開発、
治療薬の創製、予防薬と
してのワクチン開発等を
戦略的に推進していま
す。また、2015 年ノーベル生理学・医学賞を受賞した大村 智特
別栄誉教授は北里生命科学研究所の初代所長であり、現在も特任
教授としてプロジェクトを牽引しています。
Following the traditions and achievements of The Kitasato Institute established
by Shibasaburo Kitasato, the Institute strategically undertakes the analysis of
the pathogenic mechanism of diseases, an understanding of pathophysiology,
infectious epidemiology surveys, diagnostic drug development, creation of
curative drugs, and the development of vaccines as preventive medicine.
–
Satoshi Omura, our Distinguished Emeritus Professor and 2015 Nobel laureate
in Physiology or Medicine, was the first director of the Institute and still plays
an active role as a Special Coordinator of the research project.

エバーメクチン発見 25 周年記念の
オンコセルカ像

Kitasato University Hospital

Onchocerciasis statue commemorating 25th
anniversary of discovery of Avermectin

A Foundation Hospital that Leads in Regional Healthcare

北里生命科学研究所の入り口脇に、子どもが大人を杖で
誘導している銅像が設置されています。大人はオンコセ
ルカ症により失明しています。アフリカなどで蔓延して
いたオンコセルカ症。大村 智特別栄誉教授らが発見した
エバーメクチンの年 1 回の服用で、この病気を予防でき
るようになりました。オンコセルカ症撲滅作戦を推進し
ている WHO 本部や世界銀行などにも同様に建立されてお
り、
その運動の象徴ともなっています。2005 年 7 月 11 日、
エバーメクチン発見 25 周年を記念してこの場所に設置さ
れました。
At the entrance of the Kitasato Institute for Life Science building stands
a bronze statue of a child guiding an adult with a cane. The adult
person is blind due to onchocersiasis. Once widespread in Africa, the
disease is now preventable with a single vaccination of Avermectin, a
–
discovery by Distinguished Emeritus Professor Satoshi Omura, et al.
This statue, also erected at the WHO headquarters and the World Bank
which promote the fight against onchocerciasis, has become the
symbol of these initiatives. On July 11, 2005, the statue was set up
here commemorating the 25th anniversary of discovery of Avermectin.

基幹病院として地域医療を牽引

1971 年 に 開 院 し、
「患者中心の医療」
「共に創り出す医療」
を理念に掲げ、本学
の学生・卒業生の臨
床教育や研修の場
として、さらに地域
医療、先進的医療を
提供する特定機能
病院としての役割
を果たしてきました。今後も医療の質の向上と医療安全を推進し、
患者サービスの向上に貢献してまいります。
The Kitasato University Hospital was inaugurated in 1971 under the mottos
“Patient-centered Healthcare” and “Collaborative Healthcare.” It functions as a
clinical education and training venue for the University’s undergraduate and
graduate students. It provides regional and cutting-edge healthcare, fulfilling
its role as a foundation hospital. The University’s unwavering goal is to provide
ever-improved patient services that are of eminently safe and of the highest
quality.

附属病院等

Kitasato University East Hospital

高齢社会に良質の医療を提供

Providing Quality Care for an Aging Society
北里大学病院の機
能を補完し、高齢化
社会に対応するこ
とを目的に 1986 年
に開院しました。良
質で安全、かつ高度
な医療によって地
域医療を力強く支
えると同時に、学生
の臨床実習の場と
して実践的な教育を行い、次代の医療を担う人材の育成に努めま
す。各診療科による臨床研究、コ・メディカル職員による研究で
医療技術の発展に貢献してまいります。
The East Hospital was inaugurated in 1986 to complement the role of Kitasato
University Hospital and meet the needs of an aging society. While contributing
to regional healthcare through high-quality, safe and advanced treatment, the
Hospital also provides practical education by making its facilities available for
student training. It seeks to educate the next generation of healthcare providers
and contribute to society by developing medical technology through research
carried out by co-medical staff and clinical researchers.

北里大学北里研究所病院

北里大学メディカルセンター

www.kitasato-u.ac.jp/hokken-hp/

www.kitasato-u.ac.jp/kmc-hp/

Kitasato University Kitasato Institute Hospital

Kitasato University Medical Center (KMC)

患者様中心の「心ある医療」を実践

地域の皆さんと共に地域医療を支える

1893 年に北里柴三郎博
士が開設した日本初の結
核専門病院「土筆ヶ岡養
生園」が前身です。北里
の精神に基づき「心ある
医療」を理念に掲げ、
臨床・
教育・研究・危機管理の
４本柱を基本方針に、予
防医学から最先端医療ま
で幅広く取り組んでいます。また、患者様を中心としたチーム医
療に加え、地域の診療所、高齢者施設や企業の健康管理部門とも
密接な連携を築いており、地域医療に積極的に貢献しています。

2015 年ノーベル生
理学・医学賞を受賞
した大村 智特別栄
誉教授が旧社団法人
所長在任時に策定し
た建設構想のもと
1989 年に開院しま
し た。 建 設 費 に エ
バーメクチンの特許
料が投下された当院
は、緑豊かな立地と院内の絵画が「心の癒し」を与え、多くの専
門職が一丸となり「真心の診療」を実践するとともに、教育病院
として卒前・卒後の臨床教育にも尽力し、地域医療の充実と発展
に努めています。

Providing Compassionate, Patient-centered Healthcare

The forerunner of Kitasato Institute Hospital was Tsukushigaoka Yojoen, the first
tuberculosis hospital in Japan, established by Dr. Shibasaburo Kitasato in 1893.
Under the motto, “Practical and Compassionate Care,” the hospital’s fundamental
policy rests on four pillars: clinical medicine, education, research and crisis
management. On this basis, the hospital is engaged in a wide range of healthcare,
from preventive medicine to cutting-edge healthcare. The hospital attaches high
importance to patient-centered team medicine, but also works in close
coordination with local clinics, facilities for elderly people, and corporate health
management sections to actively contribute to regional healthcare.

Working with the community to support regional healthcare

KMC was established in 1989, based on a construction plan made by the then
–
Distinguished Emeritus Professor, Satoshi Omura, the 2015 Nobel laureate in
Physiology or Medicine. Built with Avermectin royalties, the institution is
known for its healing effect created by the verdant environment and paintings
decorating the interior of the facility. Specialists work together to provide
“compassionate treatment,” offer clinical training to students and graduates,
and contribute to the development and improvement of regional healthcare.
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Kitasato University Affiliated Hospitals
東洋医学総合研究所

Oriental Medicine Research Center
www.kitasato-u.ac.jp/toui-ken/

東洋医学の叡智を究める先駆者

A Pioneer in Exploring the Wisdom of Oriental Medicine
1972 年の設立以来、
東洋医学研究の先駆
者としての役割を果
たし、86 年には日
本初の WHO 伝統医
学協力センターに指
定されました。漢方
と鍼灸の診療部門で
は、東洋医学のエキ
スパートが、患者様
中心のぬくもりのある医療を実践しています。また、東洋医学と
西洋医学双方の長所を生かした治療により、レベルの高い統合医
療の実現をめざして研究に努めております。
Since its establishment in 1972, the Center has played a pioneering role in the
study of Oriental medicine. In 1986, it became the first Japanese institution to
be designated as a WHO Collaborating Center for Traditional Medicine. In the
clinical department, experts for Kampo medicine (Traditional Japanese
Medicine) offer a variety of patient-focused treatments like herbal treatment or
acupuncture/moxibustion in the style of Kampo medicine. Introducing
treatments leveraging strengths of both Kampo and Western medicines, the
Center continues to emphasize research activity in order to realize integrative
healthcare practiced at an even higher level.

附属病院等

T O P I C S

コッホ・北里神社の由来
Origin of Koch-Kitasato Shrin

T O P I C S

悠久の歴史をたどる
東洋伝統医学の史料館

明治 43（1910）
年 5 月 27 日にコッホ博士が病没しまし
た。その訃報に接した北里柴三郎博士は、当時所長を務
めていた国立伝染病研究所の構内にコッホの遺髪をご神

A Museum Traces the Immemorial
History of Oriental Medicine

体として、総檜造りで銅板葺きの祠を建て、その社前で

東洋医学総合研究所に併設された東洋医学資料展示室に
は、中国 3000 年、日本 1500 年にわたって発達してきた
漢方医学の貴重な史料が展示され、一般の方にも公開さ
れています。薬研や薬籠、聴診器といった東洋医学にま
つわる歴史的な道具類や古医書、
300点におよぶ生薬標本、
さらに鍼灸関連の資料も豊富にそろっています。

年の北里研究所創立後は白金キャンパス構内に遷座し、

The Oriental Medicine Museum attached to the Oriental Medicine
Research Center exhibits invaluable items related to the development
of oriental medicine over 3,000 years of Chinese history and 1,500
years of Japanese history. The Museum is open to the general public.
Druggist's mortars, pillboxes, stethoscopes, and other historic
implements used in oriental medicine can be viewed, in addition to old
texts, some 300 medicine specimens, and a wealth of material
concerning acupuncture and moxibustion.

没後 1 年祭を挙行して恩師を偲びました。大正 3（1914）
北里研究所の守護神として毎年 5 月 27 日には例祭を欠か
しませんでした。
昭和 6（1931）年 6 月 13 日に北里博士が没すると、門

白金キャンパスのコッホ・北里神社

Koch-Kitasato Shrine on Shirokane Campus

下生一同はコッホ祠の隣に北里祠を設け、毎年、両社前
で例祭を執り行いました。しかし、昭和 20（1945）年 3
月の東京大空襲で北里祠は焼失しました。幸いにも職員
の懸命な消火活動で難を逃れたコッホ祠に合祀し、コッ
ホ・北里神社と呼ぶこととしました。その後、構内の各
種整備事業のために遷座しましたが、平成 27（2015）年
5 月 27日に現在の白金キャンパス中央に鎮座しました。
現在でも、毎年 5 月 27 日には献花式が、6 月 13 日には北
里祭が執り行われています。
また、平成 6（1994）年には、北里研究所メディカルセ
ンター事業の完成を記念して、北本キャンパスにコッホ・
北里神社の分社として奉られました。
On May 27, 1910, Dr. Koch passed away. Upon hearing
the news, Dr. Shibasaburo Kitasato built a small shrine
made entirely of Japanese cypress called Hinoki and with a
copper slate roof on the premise of the National Institute for
Infectious Diseases where he was working as a director at
the time, enshrining a lock of Dr. Koch’s hair and conducting
a ceremony commemorating the 1st anniversary of his
death. The shrine was moved to Shirokane Campus of The
Kitasato Institute after it was established in 1914, where an
annual ceremony was held to pay it respect as the guardian
deity of the institute.
When Dr. Kitasato passed away on June 13, 1931, his
former students built a shrine dedicated to him next to the
Koch shrine where annual ceremonies were held in front of
these two shrines. However, the Kitasato shrine was burnt
down in the air raid in Tokyo in March 1945. Fortunately, the
Koch shrine remained intact thanks to the fire-fighting
efforts by the staff, who decided to combine the two shrines
and call it Koch-Kitasato Shrine. The shrine has been since
transferred several times due to various re-arrangement
projects. And on May 27, 2015, it was moved to the center
of the Shirokane Campus where it currently stands. Today, a
flower-dedicating ceremony continues to be held on May 27
as well as Kitasato Festival on June 13.
In 1994, a branch of the Koch-Kitasato Shrine was set
up on the Kitamoto Campus commemorating the
completion of the Kitasato Institute Medical Center Project.

北本キャンパスのコッホ・北里神社

Koch-Kitasato Shrine on Kitamoto Campus

国立伝染病研究所に建立されたコッホ神社

Koch Shrine erected at National Institute for Infectious Diseases
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Vo c a t i onal Schools

Other Institutions

専門学校

北里大学臨床研究機構／北里柴三郎記念室

北里大学保健衛生専門学院

北里大学看護専門学校

北里大学臨床研究機構

北里柴三郎記念室

www.kitasato-u.ac.jp/iikao/

www.kitasato-u.ac.jp/kango-gko/

www.kitasato-aro.com/

www.kitasato.ac.jp/kinen-shitsu/

Kitasato Junior College of Health and Hygienic Sciences

専門性の高い医療人を育成

Producing Highly Specialized Co-medical Staff
自然豊かな新潟県南魚沼
市にあるキャンパスで、
臨床検査技師養成科、管
理栄養科、保健看護科、
臨床工学専攻科の３学科
１専攻科に、医療従事者
を目指す多くの学生が学
んでいます。専門性の高
い医療人の育成を通し
て、新潟の地において北里の精神を継承・発展させています。
The scenic campus in Minami Uonuma City in Niigata Prefecture, houses the
Department of Medical Technology, Department of Applied Clinical Dietetics,
Department of Nursing, and the Course of Clinical Engineering, attended by
many students aiming to become healthcare professionals. Through the training
of personnel with a high degree of specialization, the school carries the Kitasato
spirit in Niigata one more step into the future.
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Kitasato Nursing School

Kitasato Academic Research Organization

Kitasato Memorial Museum

アカデミアから医薬品を創出

広く北里理念の浸透を図る

北里精神を実践できる人間
性豊かな看護師を養成する
ことを目的として、大村
智特別栄誉教授（2015 年
ノーベル生理学・医学賞受
賞）の業績を基に、1994
年に開校しました。緑豊か
な敷地には美術館と講堂を
擁する大村記念館、実習施
設としての機能を果たす北里大学メディカルセンターがあり、優
れた教育環境で３年間の学びの時を過ごすことができます。

附属する４病院の臨床研
究・治験の機能をフルに
活用して、患者の手元に
優れた医薬品や医療機器
をできる限り早く届ける
ことをミッションとしま
す。高品質な治験を実施
するとともに、国内外の
優れたシーズを発掘・育
成することに注力します。また、本格的 ARO として、アジアの中
核となるべくグローバル臨床研究体制を支援しています。

北里柴三郎博士の生涯を
顕彰し、その理念を広く伝
えるべく、1964 年に遺品
室として研究棟に開設さ
れたのが始まりです。97
年に旧北里本館に移って
一般公開が開始されてか
ら、見学者総数はすでに
６ 万 人 に 達 し ま し た。
6,500 点を数える関連資料の解析や調査を今なお遂行し、明らかに
された新たな史実は広報紙『ドンネル』によって発信しています。

–
Based on the achievement by Distinguished Emeritus Professor Satoshi Omura
(2015 Nobel Prize Laureate in Physiology and Medicine), the school was
founded in 1994 to produce nurses possessing outstanding human qualities
who could put into practice the Kitasato philosophy. On the verdant grounds are
–
found Omura Memorial Hall, including a lecture hall and an art museum, and
the Kitasato University Medical Center, which also functions as a training
facility, resulting in a superlative environment for the 3-year course.

Our mission is to develop and deliver an excellent therapeutics for the patients
through innovative clinical research. Together with four hospitals in The Kitasato
Institute, we provide a high quality clinical research for pharmaceutical and
medical device industries. Also, we discover an excellent pharmaceutical seeds
and apply them on clinical research. We support global clinical research from
academic viewpoints.

To honor the life and achievements of Dr. Shibasaburo Kitasato, and to make his
philosophy more widely known, starting in 1964, some of his personal articles
were exhibited in the research wing of the Institute. These exhibits were moved
to the former Kitasato main building in 1997 and opened to the public. The
number of visitors has now risen to over 60,000. The analysis and examination
of the 6,500 items is ongoing, and as new historical facts come to light, they are
announced in Donner, our public relations magazine.

「叡智と実践」を体現する看護師を
Nurses who Embody “Wisdom and Practice”�

Generating an Excellent Drug from Academia

A Greater Understanding of the Kitasato Philosophy

T O P I C S

O R G A N I Z A T I O N

北里の記念日
Anniversaries of Kitasato

北里大学

Kitasato University

北里研究所創立記念日

School of Pharmacy

獣医学部

School of Veterinary Medicine

当時、国立伝染病研究所の所長を務めていた北里柴三郎博士
は、その所管が内務省から文部省に移管されるという政府の方
究と実践は、衛生行政と緊密な連携のもとで行うことが最善と

里博士と行動を共にしました。北里博士はこの日、
「同志同僚

Shirokane's surrounding area when
The Kitasato Institute's main building was opened

とせり」と語り、名称が正式に決まりました。
Dr. Shibasaburo Kitasato, who was then the director of the National Institute for
Infectious Diseases, resigned from his post in protest against the government’s
decision to transfer the jurisdiction of the institute from the Interior Ministry to the
Education Ministry. He did not wait long to establish the Kitasato Institute as a private
entity based on his belief that research and practice of infectious disease prevention
can be best achieved through close cooperation with the public health administration.
The institute opened on November 5, 1914.
Supporting Dr. Kitasato’s decision, a number of the institute’s employees joined him by
resigning their posts. On this day, Dr. Kitasato officially named his new institute the Kitasato
Institute by saying, “in light of my colleagues’ request and the path we have taken to
establish this institute, I have named it The Kitasato Institute after myself.”

北里大学開校記念日

Kitasato University’s anniversary of foundation
昭和 37（1962）年 4 月、北里大学は衛生学部（現在、理学部

と医療衛生学部に改編）で開校しました。その式典は第 1 回の
入学式と共に、白金キャンパスで執り行われました。
大学設置にあたっては、昭和 36（1961）年 9 月末に北里大
学の設置認可を文部大臣に申請しました。しかし、当時の社団
法人北里研究所の資産の大半を寄附する必要があり、社員総会
で丁寧に説明が繰り返されました。その結果、同年 12 月 26
日に開催された社員総会において大綱が決定し、学校法人北里
学園を設立し、北里大学を開設することが議決されました。そ
して、翌昭和 37 年 1 月 20 日に文部大臣から正式に認可され
ました。学部名は、申請した「理化学部」の代わりに「衛生学
部」となりました。
認可と同時に学生募集が開始され、3 月 11 日と 4 月 15 日
の 2 回にわたり、三田の慶應義塾大学校舎を借りて、入学試
験が行われました。最初の入学者数は、221 名でした。

Veterinary Sciences

海洋生命科学研究科
Marine Biosciences

理学研究科

看護学部

医療系研究科

理学部

感染制御科学府

School of Science

Nursing
Science

Medical Sciences
Infection Control Sciences

医療衛生学部

学校法人北里研究所
組織図

の希望により、研究所の歴史に鑑み余の名を冠して北里研究所

獣医学系研究科

海洋生命科学部

School of Nursing

北里研究所本館竣工当時の白金界隈

Pharmaceutical Sciences

看護学研究科

School of Marine Biosciences

の信念から、直ちに私立北里研究所を創立しました。大正 3

薬学研究科

医学部

School of Medicine

針を納得せず、その職を辞しました。そして、伝染病予防の研

北里博士の決断を支持した職員の多くは、同様に職を辞し北

Graduate Schools

薬学部

Kitasato Institute’s anniversary of foundation

（1914）年 11 月 5 日のことです。

大学院

School of Allied Health Sciences

一般教育部

College of Liberal Arts and Sciences

The Kitasato Institute
Organizational Chart

北里生命科学研究所

Kitasato Institute for Life Sciences

北里大学病院

Kitasato University Hospital

北里大学東病院

Kitasato University East Hospital

北里大学北里研究所病院

Kitasato University Kitasato Institute Hospital

北里大学メディカルセンター

創立当初の出勤簿

Attendance book in those days

Kitasato University Medical Center (KMC)

学校法人

北里研究所

The Kitasato Institute
In April 1962, Kitasato University was inaugurated with the
School of Hygieiology (later separated into the School of
Science and the School of Allied Health Sciences). The
inauguration ceremony was conducted alongside the first
entrance ceremony on the Shirokane Campus.
The application for setting up Kitasato University had been
submitted to the Education Minister at the end of September,
1961. However, for the application to be approved, The
Kitasato Institute would have to donate a majority of its
assets. Employee meetings were held a number of times to
discuss and explain the situations. As a result, the
employees’ general assembly reached a general agreement
on December 26 that year, adopting a resolution to establish
Kitasato Gakuen and Kitasato University. And on January 20
next year, an official approval was given by the Education
Minister. It was then decided the name of its school would be
“School of Hygieiology” instead of “School of Science and
Chemistry” as initially stated in the application.
Upon approval, student recruitment began and the
entrance exams were held twice on March 11 and April 15 at
a building of Keio University in Mita. 221 students enrolled in
the first year.

東洋医学総合研究所

Oriental Medicine Research Center

大学図書館

Kitasato University Library

情報基盤センター

Information Networking Center

入学センター

Admissions Center

健康管理センター

Health Care Center

高等教育開発センター

Center for Development of Higher Education

看護キャリア開発・研究センター

Center for Nursing Career Development and Research

臨床心理相談センター

Center for Clinical Psychology

教職課程センター

Center for Teacher Training Course

農医連携教育研究センター

Center of Education and Research for Agromedicine

三陸研修所

Sanriku Marine Seminar House

八雲総合実習所

Yakumo Seminar House

感染制御研究機構

Research Organization for Infection Control Sciences

就職センター

Placement Center

国際部

Office of International Affairs

北里大学保健衛生専門学院

Kitasato Junior College of Health and Hygienic Sciences

北里大学看護専門学校

第 1 回北里大学入学式の様子
The first entrance ceremony of
Kitasato University

Kitasato Nursing School

北里大学臨床研究機構

Kitasato Academic Research Organization

知的資産センター

Intellectual Property Center

北里柴三郎記念室

Kitasato Memorial Museum
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Yakumo Experimental Farm
全国各地に広がるキャンパスの数々。
発祥の地として法人本部を置く白金キャンパスをはじめ

〉〉〉各地のキャンパス
Campuses around the country

すべての学部の１年生が集う相模原キャンパスなど

Niigata Campus

いずれも最新の学術施設と豊かな自然を誇ります。

(Minamiuonuma, Niigata)

(Futamigun Yakumocho, Hokkaido)

Towada Campus
(Towada, Aomori)

また、北海道には獣医学部附属の牧場を構え
資源循環型の畜産研究を進めています。
獣医学部附属フィールドサイエンスセンター

各地で進化する
教育・研究・医療
Evolution in Education,
Research and Medicine

The campuses spread throughout the country.

八雲牧場（北海道二海郡八雲町）
十和田キャンパス（青森県十和田市）

Sanriku Education and Research Center
for Marine Biosciences

● 獣医学部

School of Veterinary Medicine

新潟キャンパス（新潟県南魚沼市）

● 獣医学系研究科

(Ofunato, Iwate)

Graduate School of Veterinary Sciences

● 北里大学保健衛生専門学院

Kitasato Junior College of Health and Hygienic Sciences

Shirokane Campus
(Minatoku, Tokyo)

The Shirokane Campus is the site of the founding of the
Institute as well as its headquarters. All the campuses,

海洋生命科学部附属 三陸臨海教育研究センター

including Sagamihara, where all first-year students are

（岩手県大船渡市）

gathered, boast rich natural surroundings and the latest in

Kitamoto Campus

technical facilities. In addition, a stock farm has been

(Kitamoto, Saitama)

established in Hokkaido, in affiliation with the School of

北本キャンパス

Veterinary Medicine, to conduct research into the rearing
livestock in a sustainable closed system.

（埼玉県北本市）

白金キャンパス（東京都港区）

● 北里大学メディカルセンター

● 薬学部

● 北里大学看護専門学校

Kitasato University Medical Center

School of Pharmacy

Kitasato Nursing School

● 薬学研究科

Graduate School of Pharmaceutical Sciences

● 感染制御科学府

Graduate School of Infection Control Sciences

● 北里生命科学研究所

Kitasato Institute for Life Sciences

● 東洋医学総合研究所

Oriental Medicine Research Center

● 北里大学北里研究所病院

Sagamihara Campus
(Minamiku Sagamihara, Kanagawa)

相模原キャンパス（神奈川県相模原市南区）
● 医学部

● 医療衛生学部

● 理学研究科

● 北里大学臨床研究機構

● 海洋生命科学部

● 一般教育部

● 医療系研究科

● 北里柴三郎記念室

● 看護学部

● 海洋生命科学研究科

● 北里大学病院

● 法人本部

● 理学部

● 看護学研究科

● 北里大学東病院

Kitasato University Kitasato Institute Hospital
Kitasato Academic Research Organization
Kitasato Memorial Museum
Administrative Office

School of Medicine
School of Marine Biosciences
School of Nursing
School of Science

School of Allied Health Sciences
College of Liberal Arts and Sciences
Graduate School of Marine Biosciences
Graduate School of Nursing

Graduate School of Science
Graduate School of Medical Sciences
Kitasato University Hospital
Kitasato University East Hospital
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学祖・北里柴三郎博士の功績をスマホでご覧いただけます。
You can see achievements by Dr. Shibasaburo Kitasato, the founder, on your smartphone.

左のマークが付されたイラストを専用のアプリでスキャンしてください。
Scan the image with the logo shown on the left using a dedicated application.

動画付き（ＡＲ機能）
イラストの使い方
How to use
the image with a video
(with AR function).

北里柴三郎が伝染病研究所を開設して以来、
感染症の撲滅と科学の進展に心血を注いだその精神は

まず最初に無料アプリ

をダウンロード！

First, download the dedicated free application.

Step
1
Step
2

現代に至るまで変わることなく受け継がれました。

iPhone の場合は App Store で、Android の場合は Google Play で、
［ipar］と検索し、無料アプリをダウンロードしてください。

Search [ipAR] in the App Store when using an iPhone, or in the Google Play Store when using an Android phone, to download this application.

ダウンロードが完了したら、アプリを起動させて、絵にかざしてください。
映像がご覧になれます。
（ナレーションは日本語のみです）
After it has been downloaded, start the application and hold your smartphone over the image to see the video. (Narrated in Japanese only)

教育・研究・医療のすべてをカバーし
2012 年に北里大学は創立 50 周年、
2014 年に北里研究所は創立 100 周年を迎えました。

土筆ヶ岡養生園

北里柴三郎逝去により
北里研究所附属病院に統合
（1931）
Integration of the Kitasato Institute affiliated
hospital upon the passing of Shibasaburo Kitasato

Tsukushigaoka Yojoen

北里の学統、
実学の系譜

（1893）

of these diseases. His spirit has passed unchanged
down to our day. Covering all aspects of the fields of
education, research, and medicine, Kitasato University

（1962）

統合

Integration

established and operated
by Shibasaburo Kitasato

The Kitasato Institute

（1892）

創立者
北里柴三郎
（初代所長）

国立伝染病研究所
National Institute
for Infectious Diseases

創立者

学校法人
北里研究所

The Kitasato Institute

（2008）

Incorporated association
The Kitasato Institute

（1914）

Institute
for Infectious Diseases

北里研究所
創立50周年記念事業
Commemoration of
50th anniversary
of the Kitasato Institute

社団法人
北里研究所

北里研究所

私立伝染病研究所

Shibasaburo Kitasato devoted himself to the eradication

Kitasato Gakuen Corporation

創立・運営
北里柴三郎

The Genealogy
of the Kitasato Institute

Having established the Institute for Infectious Diseases,

学校法人
北里学園

（1918）

北里柴三郎

founded by Shibasaburo Kitasato

（1899）

内務省所管
Ministry of Home Affairs

慶應義塾大学
医学科

Shibasaburo Kitasato,
founder and first president

School of Medicine
of Keio University

celebrate its 50th anniversary in 2012, and The Kitasato

（1917）

Institute its 100th in 2014.

慶應義塾大学
医学部

Faculty of Medicine,
Keio University

（1919）

北里柴三郎
（初代科長）

inaugural dean Shibasaburo Kitasato

国立伝染病研究所
National Institute
for Infectious Diseases

（1914）

文部省所管
Ministry of Education

〉
〉〉北里研究所のあゆみ

Tokyo Imperial University
affiliated Infectious
Diseases Institute

（1916）

東京大学
医科学研究所

The Institute
of Medical Science,
The University of Tokyo

（1967）

文部省所管
Ministry of Education

The History of The Kitasato Institute

北里柴三郎は、私立伝染病研究所（のちに国立）の初代所長として、

の多大な支援により、1893 年にわが国初の結核専門病院「土筆ヶ岡養

研究の成果を予防・治療につなげることを信念に、伝染病の撲滅に向

生園」が開設された場所にあたります。その後も、北里柴三郎の精神

けて尽力しました。ところが、伝染病研究所が内務省から文部省に移

は脈々と受け継がれ、北里研究所は社団法人の時代を経て、生命科学

管されたことから、本来の目標の遂行に懸念を抱き、1914 年に東京・

系総合大学の北里大学と２つの医療系専門学校を設置する学校法人と

白金に北里研究所を創立して信念を貫きました。この地は、福澤諭吉

して現在に至っています。
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東京
（帝国）
大学
附置伝染病研究所

As the inaugural president of the privately operated Institute for Infectious
Diseases (later nationalized), Shibasaburo Kitasato endeavored to eradicate
infectious diseases based on his firm belief that research results should be
applied to the prevention and treatment of disease. However, he was apprehensive
that he would not be able to achieve his goals when the institute was moved from
under the authority of the Ministry of Home Affairs and placed under the Ministry
of Education. In 1914, with the full conviction of his beliefs, he established The

Kitasato Institute at Shirokane in Tokyo, its present location. This was on the
same site as the first tuberculosis hospital in Japan, Tsukushigaoka Yojoen,
established in 1893 through the enormous assistance of the venerable Yukichi
Fukuzawa. The new Kitasato Institute perpetuates the spirit of Dr. Kitasato, which
lives on today in the university and two vocational schools that bear his name and
all associated staff and students.
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T O P I C S

ローベルト・コッホ博士について
About Dr. Robert Koch

■北里柴三郎略歴

Shibasaburo Kitasato chronology

1853

１月 29 日、
肥後国（現在の熊本県）阿蘇郡小国郷北里村に生まれる。
Born January 29th in present-day Oguni-machi, Aso-gun,
Kumamoto Prefecture.

1871

1883

1885

北里柴三郎の訓言

——「終始一貫」
“Remain true to your ideals.”
北里柴三郎は学生時代の演説「医道論」

1889

ぐこと」と主張し、
「予防衛生・国利民福」

1890

究の方向、研究成果の実践、後進の育成、
社会活動などのいずれをとっても初心

1892

学医学部を卒業し、内務省

会い、指導を受ける。

い分野を開拓し、それまでの衛生学や防疫学を一変させた世界的

衛生局に奉職した年です。

Enters Kumamoto Medical School and studies under the Dutch
physician C. G. van Mansveldt, who Kitasato regarded as his
lifelong mentor.

細菌学者です。

コッホ博士は、その翌年 1884（明治 17）年にコレラ菌の純粋培

熊本医学校に入学。生涯の恩師・オランダ人医師マンスフェルトに出

ドイツの片田舎の医師から細菌学の新領域を確立するに至る第

養に成功。さらにその翌年の 1885（明治 18）年、ベルリン大学

一歩は炭疽菌の研究で、細菌の顕微鏡による観察法を確立し、細菌

衛生学の教授と大学の衛生研究所長に任命され、大学での講義を

東京大学医学部卒業。同年、内務省に勤務。

の最初の顕微鏡写真を撮っています。これは 1877年、明治10年

開始しました。1890（明治 23）年にコッホ博士は結核の研究を再

Graduates from the Faculty of Medicine, the University of Tokyo,
and assumes post at Ministry of Home Affairs.

のことで、日本では東京医学校が東京大学医学部になった頃です。

開し、結核の治療法を発表しました。1905（明治 38）年、
「結核

ドイツ留学。

結核菌の発見者ローベルト・コッホ博士に師事。ベルリン大学コッホ

破傷風菌の純粋培養に成功。

破傷風免疫体（抗毒素）
を発見。血清療法の基礎を築く。

ドイツより帰国。福澤諭吉、森村市左衛門らの援助により伝染病研
究所が設立され、所長として細菌学の研究と指導にあたる。
Returns from Germany. With the backing of Yukichi Fukuzawa
and Ichizaemon Morimura, establishes the Institute for Infectious

を貫いています。まさに、終始一貫、
国の衛生事業に生涯を捧げました。
In a speech given when he was a student,
called “Thoughts on the Way of Medicine,”
Shibasaburo Kitasato argued that “it was the
mission of the physician to prevent illness
before it occurred,” and he sought throughout
his life to do his utmost for “the good of the
country and the happiness of the people.”
Whether in his orientation toward research, in
the application of research results, in the
education of following generations, or in his
involvement with society, he never forgot his
fundamental commitments. He remained true to
his ideals, devoting his life to the health of the
nation.

の年は、北里博士が東京大

培養方法などを独自に考案して発展させ、病原細菌学という新し

Discovers antitoxic immunity against tetanus which led to the
establishment of Serotherapy.

を生涯の目標として邁進しました。研

Diseases and, as the director, begins doing research, and
directing the work of others, in Bacteriology.
1894

香港へ派遣され、ペスト菌発見。
Is dispatched to Hong Kong, where he discovers the bubonic
plague bacillus.

1901

先の血清療法の発明により、第１回ノーベル生理学・医学賞の候補
にあがる。
For his discovery of serum therapy, is nominated for the first
Nobel Prize in Physiology or Medicine.

1914

私立北里研究所を創立し、所長に就任。
Founds The Kitasato Institute (a private organization) and
serves as its president.

1917

1923

1931

また、1883（明治 16）年、病原菌と病気の関係を科学的に証明

ローベルト・コッホ研究所
Robert Koch Institute

1891（明治 24）年、コッホ所長の下に新しくプロイセン王立伝染病
研究所が開設され、留学中の北里博士もここに移りました。留学最後
の半年間は、ここでコッホ所長のツベルクリン研究を手伝いました。
In 1891, the Royal Prussian Institute of Infectious Diseases led by Dr. Koch was established and Dr. Shibasaburo Kitasato who was then
studying abroad joined him. Kitasato spent his last six months abroad helping Dr. Koch with his research of tuberculin.

コッホ研究所・北里研究所/北里大学合同シンポジウム
Koch Institute - Kitasato Institute / Kitasato University Joint Symposium
1988（昭和 63）年 10 月、当時の
ドイツ保健庁長官が北里研究所を訪
れ、ローベルト ･ コッホ研究所、北
里研究所の交流を往時のように活発
にしたいとの申し入れがあり、両研

Establishes the School of Medicine of Keio University and directs
it as the dean.

究所が協議、２年ごとに合同シンポ

In October 1988, the then Federal Minister of Health of Germany visited us to offer the revival of
active interchanges between the Koch Institute and the Kitasato Institute. Subsequently both
parties discussed and agreed to hold a joint symposium every two years in Berlin and Tokyo
alternatively. The first milestone joint symposium was held in August 1990 in Berlin, followed by the
conclusion of an academic exchange agreement in 2008. This symposium has been held 14 times
until 2016, and served as a forerunner of international academic exchanges in Japan.

ジウムをベルリンと東京で交互に行

日本医師会設立により、初代会長となる。

うことになりました。記念すべき第

Officially founds the Japan Medical Association and serves as its
president.

２）年８月にベルリンで行われ、そ

６月 13 日、東京麻布の自邸にて逝去（享年 78 歳）
。

に関する研究」でノーベル生理学・医学賞を受賞しました。

Dr. Robert Koch, a mentor for Dr. Shibasaburo Kitasato, was born in 1843, 10 years earlier than Dr. Kitasato. Often described as the “father
of pathogenic microbiology” in microbiological textbooks, he was the world’s leading bacteriologist who developed methods to stain and
culture bacteria, thus opening up the new field of pathogenic bacteriology, bringing tremendous changes to the existing hygieiology and
epidemic prevention.
Starting out as a doctor in a rural German town, he built his academic career first with research of anthrax bacillus, establishing the
microscopic observation of microbes and succeeding in taking the first microgram of microbes. It was in 1877, when the Tokyo Medical School
became the Faculty of Medicine, University of Tokyo.
In 1883, Dr. Koch announced “Koch’s Postulates,” a method designed to prove the relations between pathogens and diseases scientifically.
In the same year, Dr. Kitasato graduated from the Faculty of Medicine, the University of Tokyo and joined the Bureau of Hygiene of the Interior
Ministry. In the following year, 1884, Dr. Koch succeeded in pure culture of cholera bacteria. A year later, in 1885, he was appointed professor
of hygieiology and director of the Institute of Health at Berlin University, and began lecturing at the university. In 1890, Dr. Koch resumed his
study on tuberculosis and announced a treatment for the disease. In 1905, he was awarded a Nobel Prize in Physiology or Medicine for his
“research on tuberculosis.”

慶應義塾大学医学科を創設、初代医学科長となる。

Passes away on June 13th at his home in Azabu, Tokyo, at age 78.
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する方法「コッホの要件」
を公式に発表しました。こ

Succeeds in producing a pure culture of the tetanus bacilli.

の中で、
「医者の道とは病気を未然に防

北里柴三郎博士の恩師、ローベルト・コッホ博士は 1843 年生
に「病原微生物学の父」と書かれているとおり、細菌の染色法、

研究室にて、本格的に細菌学を学ぶ。
Studies under Dr. Robert Koch, discoverer of tuberculosis bacilli.
Begins the study of Bacteriology in Koch’s laboratory at the
University of Berlin.

Shibasaburo Kitasato’s motto

ローベルト・コッホ博士 1843 ～ 1910 年

Mentor Dr. Robert Koch 1843-1910

まれで、北里博士より 10 歳年長でした。微生物学関連の教科書

Departs to study in Germany by order of Japanese government.
1886

恩師

１回合同シンポジウムは 1990（平成
の後 2008（平成 20）年に学術交流協
定を締結、2016 年までに 14 回開催
されています。この合同シンポジウ
ムは日本の国際学術交流の先駆けと

2014 年、相模原キャンパスで開催された
合同シンポジウムの参加者

2016 年、ベルリンで開催された
合同シンポジウムの北里側参加者

なりました。

Participants in the 2014 joint symposium
on Sagamihara Campus

Participants from Kitasato Institute in the 2016
joint symposium in Berlin, Germany

A

C

C

E

S

S

白金キャンパス

相模原キャンパス

〒 108-8641
東京都港区
白金五丁目 9 番 1 号
TEL : 03-3444-6161
（代）

〒 252-0373
神奈川県相模原市
南区北里一丁目15 番 1 号
TEL : 042-778-8111（代）

Shirokane Campus

◇渋谷駅（JR・東京メトロ・都営地下鉄）
東口下車、都バス田町駅行で約 15 分、北里研究所前下車
◇広尾駅（東京メトロ日比谷線）
天現寺橋方面（出口１、２番）下車、徒歩約 10 分
◇恵比寿駅（JR・東京メトロ日比谷線）
東口下車、徒歩約 15 分または都バス田町駅行で約 7 分、北里研究所前下車
◇田町駅（JR）
、三田駅（都営地下鉄浅草線・三田線）
三田口下車、都バス渋谷駅行で約 15 分、北里研究所前下車
◇白金高輪駅（東京メトロ南北線・都営地下鉄三田線）
恵比寿方面（出口 3 番）下車、徒歩約 10 分

Sagamihara Campus

十和田キャンパス

〒 364-8501
埼玉県北本市
荒井六丁目100 番地
TEL : 048-593-1212
（代）

〒 034-8628
青森県十和田市
東二十三番町 35-1
TEL : 0176-23-4371（代）
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Representative

〒 108-8641
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主な部門構成

●

2008 年 4 月 1 日

Established		（社団法人北里研究所と学校法人北里学園が統合し発足）
April 1, 2008 (through integration of the incorporated association, The Kitasato
Institute and Kitasato University)

北里大学

Kitasato University

Main Composition

			〈学

部〉 薬学部、獣医学部、医学部、海洋生命科学部、看護学部、
理学部、医療衛生学部

			 Undergraduate Schools
P harmacy, Veterinary Medicine, Medicine, Marine Biosciences,
Nursing, Science, Allied Health Sciences

				

Towada Campus

一般教育部

College of Liberal Arts and Sciences

			〈大学院〉 薬学研究科、獣医学系研究科、海洋生命科学研究科、
看護学研究科、理学研究科、医療系研究科、感染制御科学府

Corporate Profile

◇ JR 高崎線北本駅（西口）下車
駅前ロータリーより北里メディカルセンター病院行バスで約 15 分
◇ JR 高崎線桶川駅（西口）下車
駅前ロータリーより北里メディカルセンター病院行バスで約 30 分
◇関越自動車道・圏央道利用
練馬から桶川北本 I.C. まで約 30 分

名称

Name

◇新宿駅より小田急線急行で約 40 分
相模大野駅（北口）下車、神奈川中央交通バス 1 番乗り場より
北里大学病院行、北里大学経由相模原駅南口行で約 25 分、北里大学下車
◇京浜急行羽田空港駅より快速特急で約 25 分
横浜駅より JR 横浜線へ乗換
◇ JR 横浜駅より横浜線快速で約 35 分
相模原駅（南口）下車、神奈川中央交通バス 2 番乗り場より
相模大野駅行等で約 25 分、北里大学下車

北本キャンパス
Kitamoto Campus

学校法人北里研究所の概要

◇空路利用
羽田空港—三沢空港
（飛行時間約 1 時間 5 分）
伊丹空港（大阪）—三沢空港
（飛行時間約 1 時間 35 分）
三沢空港（連絡バス）→三沢駅（十和田観光電鉄バス）→北里大学通下車、
徒歩約 5 分
タクシー：三沢空港から約 20 分
◇東北新幹線利用
東京—八戸（約 3 時間）
、東京—七戸十和田（約 3 時間 21 分）
八戸駅（青い森鉄道）→三沢駅（十和田観光電鉄バス）→北里大学通下車、
徒歩約 5 分
タクシー：十和田市駅から約 10 分、三沢駅から約 20 分

			 Graduate Schools
Pharmaceutical Sciences, Veterinary Sciences, Marine Biosciences,
Nursing, Science, Medical Sciences, Infection Control Sciences

		 〈研究所〉 北里生命科学研究所
Research Institutes
Kitasato Institute for Life Sciences

		 〈病院等〉 北里大学病院、北里大学東病院、北里大学北里研究所病院、
北里大学メディカルセンター、東洋医学総合研究所
Affiliated Hospitals
Kitasato University Hospital, Kitasato University East Hospital, Kitasato
University Kitasato Institute Hospital, Kitasato University Medical
Center (KMC), Oriental Medicine Research Center

		 ● 北里大学保健衛生専門学院

Kitasato Junior College of Health and Hygienic Sciences

新潟キャンパス
Niigata Campus

〒 949-7241
新潟県南魚沼市
黒土新田 500 番
TEL : 025-779-4511
（代）

◇上越新幹線浦佐駅（東口）下車、無料通学バスで約 5 分
東京—浦佐（約 95 分）
、新潟—浦佐（約 39 分）
◇関越・北陸自動車道利用
練馬から約 2 時間 10 分（六日町 I.C. 経由）
新潟から約 1 時間 20 分（小出 I.C. 経由）
富山から約 3 時間（小出 I.C. 経由）
※大和 PA スマート I.C. も利用可能（車で約 3 分）
◇磐越自動車道利用
郡山から約 3 時間（小出 I.C. 経由）
※大和 PA スマート I.C. も利用可能（車で約 3 分）
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		 ● 北里大学看護専門学校

海洋生命科学部附属
三陸臨海教育研究センター

Sanriku Education and Research Center
for Marine Biosciences
〒 022-0101
岩手県大船渡市三陸町越喜来字烏頭 160-4
TEL : 0192-44-2121
（代）

獣医学部附属フィールドサイエンスセンター
八雲牧場
Yakumo Experimental Farm

〒 049-3121
北海道二海郡八雲町上八雲 751
TEL : 0137-63-4362

Kitasato Nursing School

		 ● 北里大学臨床研究機構

Kitasato Academic Research Organization

破傷風菌を月桂樹の枝葉で取
り囲んだデザインは、破傷風菌
の純粋培養の成功に続いて破
傷風免疫抗体を発見し、免疫学
をはじめとする近代医学上重要
な基礎を築いた北里柴三郎博
士の業績を記念したものです。
The emblem of The Kitasato Institute
represents tetanus bacilli surrounded
by laurel leaves. It was designed to
commemorate the accomplishments
of Dr. Shibasaburo Kitasato, who
achieved the first cultivation of tetanus
bacilli and pioneered successful
treatment of the disease, in addition to
paving the way for numerous
advances in preventive medicine,
especially in the field of immunology.

		 ● 北里柴三郎記念室

Kitasato Memorial Museum

		 ● 法人本部

Administrative Office

役職員・学生 ●
			
Executives, Faculty and
		
Students ●
			
		 ●
			
		 ●

役

員

27

評議員

84

Executives
Board of Council

職

員		

5,704

学

生 		

9,598

		 ● 卒業生		
			 Alumni

81,498

校地・校舎
Land and Building Area

●

Faculty

Students

校地面積
Land Area

		 ● 校舎面積		
			 Building Area

12,083,357.30m

2

503,909.85m

2
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