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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.

■文部科学省選定プログラム

2009年度 ………………………………………………………………

◇戦略的大学連携支援事業

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拠

点の確立

◇教育研究高度化のための支援体制整備事業

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

【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

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―

◇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

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

◇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

◇大学改革推進等補助金（大学改革推進事業）

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

2011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

◇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

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

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

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

■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

教育活動

研究活動

中国 China
吉林大学畜牧獣医学院（1989年）
Jilin Univ. College of Veterinary Medicine
吉林大学（1989年）
Jilin Univ.
復旦大学医学院附属崋山医院（1995年）
Fudan Univ., Huashan Hospital
吉林大学薬学院（2013年）
Jilin Univ., School of Pharmaceutical Sciences

アメリカ USA
ケンタッキー大学薬学部（1989年）
Univ. of Kentucky, College of Pharmacy
テネシー大学獣医学部（1995年）
Univ. of Tennessee, College of 
Veterinary Medicine
ジョージア大学（1995年）
The Univ. of Georgia
パデュー大学獣医学部（1995年）
Purdue Univ., School of Veterinary Medicine
トーマスジェファーソン大学保健学部
（1998年）

Thomas Jefferson Univ., 
Jefferson School of Health Professions
ハーバード大学公衆衛生大学院（1999年）
Harvard Univ., School of Public Health,
Department of Biostatistics
ハワイ大学ジョンA. バーンズ医学部
（2006年）

Univ. of Hawaii, John A. Burns School of Medicine
カリフォルニア大学ロサンゼルス校
（2008年）

Univ. of California, Los Angeles

アイオワ大学（2010年）
The Univ. of Iowa
マサチューセッツ大学医学校大学院
医学生物学研究科（2011年）
Univ. of Massachusetts Medical School, 
Graduate School of Biomedical Sciences
マサチューセッツ大学医学部（2012年）
Univ. of Massachusetts Medical School

ドイツ Germany
マーブルグ大学医学部（2005年）
Univ. of Marburg, Faculty of Medicine
ローベルト・コッホ研究所（2008年）
Robert Koch Institute
テュービンゲン大学医学部（2014年）
Eberhard Karls Univ. Tübingen, 
Faculty of Medicine

イタリア Italy
ダヌンツィオ大学医学部（2011年）
The Gabriele d’Annunzio Univ., 
Faculty of Medicine

タイ Thailand
マヒドン大学（2007年）
Mahidol Univ.
マハナコン工科大学獣医学部（2012年）
Mahanakorn Univ. of Technology, Faculty of
Veterinary Medicine
カセサート大学（2013年）
Kasetsart Univ., Thailand

カンボジア　Cambodia
国際大学医学部（2012年）
International Univ., 
Fuculty of Medicine and Pediatrics

ミャンマー　Myanmar
ヤンゴン第2医科大学（2013年）
The Univ. of Medicine II, Yangon

インドネシア Indonesia
ハサヌディン大学（2009年）
Hasanuddin Univ.

韓国 Korea
韓国科学技術院（2012年）
Korea Advanced Institute of 
Science and Technology
建国大学（2014年）
Konkuk Univ.

モンゴル　Mongolia
モンゴル国立保健科学大学
ドルノゴビ医学部（2011年）
Health Science Univ. of Mongolia, 
Dornogobi School of Medicine
モンゴル国立保健科学大学
看護学部（2011年）
Health Science Univ. of Mongolia, 
School of Nursing

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10カ国29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。

The Kitasato Institute currently has technical exchange agreements
with 29 academic institutes in 10 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.
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■文部科学省「科学研究費補助金」

2013年度　320件

■文部科学省選定プログラム

◇私立大学戦略的研究基盤形成支援事業

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、釜石研究所（2012年～2021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）

■厚生労働省選定プログラム

◇日本主導型グローバル臨床研究体制整備事業

北里大学病院（2012年～2016年）

■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）
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