
＊景品＊
　10個以上：駄菓子
　14個全て：タピオカ引換券 or 老舗のお菓子

※注意※
　景品は数に限りがあります。両日とも全ての景品がなくなり次第、終
了とさせて頂きます。終了時点で景品引換えがお済みでないお客様に関
しましては、終了後30分以内に限りお引換え致します。 ご希望の品が
売り切れの際には別の品にて対応させて頂く場合がございます。

※景品引換え：模擬店スタンプラリー受付(生協前）
         P20模擬店MAP

医学展スタンプラリー P8に校内MAP

 　金沢大学医学展2019
主催:金沢大学医学展実行委員会
共催:金沢大学医薬保健学域　北信がんプロ
　  「超少子高齢化地域での先進的がん医療人育成」
後援:医学部十全同窓会　石川県医師会
　 　金沢市医師会　医学類医王保護者の会
特別協力:北陸銀行　北國新聞社お困りのことなどありましたら、入口の総合受付までお越しください
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インタビュー ポスターコンペ プレホス

プロフェッショナル ぬいぐるみ ばいきんまん お医者さん

健康診断

アスレチック がんプロ PFブース 薬学

院内/FT 人体迷路

スタンプを集めて景品をゲットしよう！
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医学展ポスターコンペ

Special Thanks

　令和の時代に代わって初めての医学展が本年10月26日(土),27日(日)に
開催されます。医学展には毎年3500人近く方が参加されており、医学生
と一般の方々が医学と医療を学ぶ貴重な交流の場となっています。企画し
た金沢大学医学類の学生たちも「力～チカラ～」をスローガンに熱心に準
備を進めてきました。色々なブースが企画されておりますで、ぜひ沢山の
人に実際の医療の現場の体験をしていただきたいと思います。病院見学
ブースでは、放射線科・病理部・薬剤部などをツアーで回りますが、いつ
も私が仕事をしている病院長室にも入ることができます。病院長の椅子に
座って記念写真もぜひ撮ってみてはいかがでしょうか。沢山の方が医学展
に来場されますよう祈念しております。

医学展開催にむけて　 金沢大学附属病院長
蒲田敏文
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　先ずは医学展が今年も充実した内容で開催されることを心から祝福し
ます。ところで小説家で尼僧の瀬戸内寂聴さんが対談で、「若者は恋と
革命をしなさい」のようなことを言われていました。言葉だけからは
色々な意味を連想させられますが、私なりに解釈しますと「恋」は単に
恋愛ではなく広く捉えて”何かに夢中になる”ことであり、「革命」は社
会変革を起こすことではなく”自身の固定観念から脱却する”ことと考え
ます。なかなか良い言葉ではありませんか。主催スタッフの皆さんは医
学展の企画や準備に極めて大変であったと察しますが、医学展に夢中に
なって日常に埋没している自分を変えることができたとしたら、それぞ
れ恋と革命を行ったとも言えます。皆さんの恋と革命が結実して医学展が盛会に終えることを祈念
しています。ご来場の皆様も今年はどの様な企画が用意されているか楽しみにしてください。
最後に医療の主体であり中心はまぎれもなく患者です。すべての医療人は主体である患者に寄り
添って援助すべきであり（そのためにチーム医療が存在）、決して医療人が医療の主役であっては
なりません。教育の主体である学生の皆さんがこの関係性を医学展の催しを通して再認識すること
を願ってやみません。

医学展に向けて 金沢大学医薬保健学域保健学類長
宮地利明

　今年も、金沢大学医薬保健学域の学生が丹念を込めて企画、運営、実行し
ます医学展の開催にあたり、一言、申し上げます。
　医学や医療の進歩は目覚ましいところがあり、一般の方には分かりづらい
こともあります。これを市民目線でなるべく身近なものに感じてもらおうと
学生が懸命の努力と工夫をするという、正しく地元の人だけではなく、市民
や県民のための博覧会並みの行事となっております。毎年、好評な健康診断
ブースなどに加え、今年は再生分子医学研究室の学生らによる最先端の研究
についてのポスター展示紹介などがあり、最新の技術を用いた先進的な医療
を「体験」することもできます。（医学研究やバイオ実験紹介は⑪ばいきんまんプロジェクトブースへ）
　これは目下、わが国はSociety 5.0という革新的な社会に突入したことを感じて頂こうとすること
ですが、思えば、私が学生の頃、医学展での展示をする機会があり、医学展史上、初めてPCを用い
て栄養診断をするという画期的な展示をしました。それがちょうどSociety　4.0であったわけです
（Society 1.0, 2.0, 3.0はそれぞれ、人類の狩猟社会、農耕社会、産業社会です）ですので、時代の
進歩を感じないわけにはいきません。とは言うものの技術だけではなく、「医の心」は最も重要なこ
とですので、学生は医学展という奉仕を通じてこのことも示してくれるものと期待しております。

金沢大学医薬保健学域長
中村裕之医学展の開催にあたりまして

　金沢大学医学展2019が開催されるにあたり、ご来場頂いた市民の皆様に
心より御礼ならびに歓迎を申し上げます。
医学展は金沢大学医薬保健学域4学類（医学類、保健学類、薬学類、創薬科
学類）に学ぶ学生が中心となって開催するものです。1952年から始まり、
金沢大学の全学的な行事である金大祭と同時期に行なっております。金沢大
学宝町キャンパスで普段教室として医学類学生が学んでいるところが会場と
なります。是非、学生とともに宝町キャンパスを巡っていただければと思い
ます。さらに、毎年内容をブラッシュアップし、進歩の目覚ましい医学、薬
学、保健学の現状をわかりやすく皆様に紹介する催しになっています。特
に、市民の皆様も関心が高い最先端の医療技術や治療の進歩なども学生が中心となり紹介していま
す。また、通常はなかなか見学できない附属病院内も案内し、好評を博しております。普段の健康管
理、実際の診療で用いられるデータや画像診断、血圧測定、さらに最新の医学・医療の知識などにも
触れられるように工夫しております。今年も様々なブースなど楽しい企画を用意しています。是非、
学生にも様々な問いかけをして頂き、医学展を楽しんで頂ければ幸いです。
この金沢大学医学展は学生が自ら考えて企画し、教員にも相談しながら運営していている手作りのイ
ベントです。これらの経験や市民の皆様との温かい交流は将来、医師、研究者になる学生の将来、成
長にも必ず役立つものと思います。今回もご協力いただいた市民、教職員など関係者の方々にあつく
御礼を申し上げたく存じます。この医学展を通じて交流を深め、最新の医学、医療が身近になり、理
解が深まる一助になりましたら大変有難く存じます。どうぞ金沢大学医学展2019を楽しんで頂けれ
ば幸いです。

医学類長からのご挨拶 金沢大学医薬保健学域医学類長
和田隆志
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　「令和」という新しい時代を迎えて初となる金沢大学医学展2019にご来
場いただき、厚く御礼と歓迎を申し上げます。また、市民の皆様には日頃、
本学医薬保健学域の教育・研究にご理解とご支援を賜り、心から感謝の意を
お伝えしたいと思います。
　さて、「令和」の時代は超高齢社会で、健康寿命の延伸や医療費の問題な
ど、克服すべき多くの課題があることもご承知の通りかと思います。幸い、
医療分野の進歩は目覚ましく、iPS等の再生医療、がんゲノム医療に代表さ
れる個別化医療、新しいがん免疫療法などが期待される一方で、今なお有効
な治療法や薬がない疾病も多くあり、それらの克服のために本学教員も学生
とともに日夜研究に励んでいるところです。ご来場の皆様には、ぜひそのような雰囲気を肌で感じて
いただき、医学・薬学・保健学の世界を身近に捉える機会にしていただければ幸いです。
　薬学類は、薬剤師国家試験の受験資格が与えられる６年制課程で、５年次に薬局（NPOアカンサス
薬局と市中調剤薬局）および病院（附属病院と市中病院）で計22週間の実務実習を行い、市民の皆
様にも温かいご協力をいただいています。新しい「令和」の時代には薬剤師の役割や位置づけも変わ
り、対物（薬）から対人（患者さん）業務へのシフト、病気発症前の健康サポート、地域医療におけ
る医師、看護師等との多職種連携など、より患者さんと接する機会が増えて重要な役割を担うことに
なります。
　一方、薬学類は、卒業後に大学院博士課程で博士号を取得し、大学・研究所等で先端研究を行う
者、薬系大学で次代の薬学教育を担う者、製薬企業等で新薬開発に携わる者、など多様な薬学イノベ
イティブ人材の養成も使命として多くの人材を輩出しており、このような人たちにも医療現場での実
務実習は貴重なモチベーションになっています。この機会に、薬学類卒業生には、薬剤師に限らない
多様なキャリアパスがあることを、市民の皆様にもぜひご理解いただければと思います。どうか薬学
ブースにも足を運んで企画に参加していただき、学生たちと交流したりしていただければこの上ない
喜びです。

薬学類長からのご挨拶 金沢大学医薬保健学域薬学類長
松永　司



　医学類では、基礎医学という「体」が日々働く仕組みを細胞レベル
から学び、人体の精巧さについて勉強します。そこを理解して初めて様々な病
気について学んでいきます。なぜ人は風邪を引くのか、どうして癌が発生する
のか。普段の生活で自分たちが経験することや耳にすることの理由をここで
は学べます。
　５年生以降では、４年生までに習った知識をベースに他職種と連携しなが
ら働く医師の実際の医療現場に参加していきます。６年間を通して様々なこ
とを学べる医学科で一緒に人体の神秘について学んでいきましょう！

　看護学専攻では、看護師、保健師、助産師、養護教諭を目指
す人たちが医療や看護を学んでいます。2年生から病院や地域包括支援セン
ターなどに実習に行き、患者さんとコミュニケーションをとり、どうすれば看
護を必要とする人々がより充実した日 を々過ごせるかを学び考えていきます。
　大学の仲間と共に学ぶのはとても楽しいです。受験を乗り越え、私たちと
一緒に学びましょう！

　放射線技術科学専攻は、主に診療放射線技師を目
指す専攻です。患者さんの病気を正確に診断出来る画像を撮影できるよう
に、様々な分野の科目を学んでいきます。
　例えば、生体の機能や構造、X線やCT、MRIなどの原理や撮影法、放射線
治療や核医学検査の方法、検査や治療に用いる放射性薬品、関係法規、安
全管理、また、電気工学や物理学などについて学びます。受験は大変だと思
いますが、体調に気をつけて頑張ってください。応援しています。

　理学療法学専攻では、病気や怪我で生活が困難になっ
ている人に対して、身体機能の回復を目指してアプローチしていきます。大学
では身体の機能や構造、各疾患、障害ごとのアプローチの仕方などを学びま
す。

　作業療法学専攻では主に作業療法士になるための勉強
をしています。今は、解剖学や生理学、などの作業療法をする上で基礎とな
ることを学んでいます。また、作業療法でよく使われている作業を実際に自分
達でやってみるという実習もあります。受験に向けて大変なことも多い分、得
られることも多いと思います。体に気をつけて頑張ってください。応援してい
ます！

　検査技術科学専攻では、患者から採取された血液や
尿などの検体を用いて身体の状態を調べる技術を学びます。初年度から実
験など実際の器具を使った実習を行います。
受験は大変だと思いますが、頑張ってください！！

　薬・創薬科学類では、様々な化合物の物理的性質、化学合成法、生物学的作用に加
え、人体の仕組み、健康に及ぼす環境要因や病原体についても幅広く学びます。
　金沢大学では薬学類・創薬科学類の一括募集を行っており、3年生の後期で薬学類と創薬科学類に
分かれるまでは同じ勉強をします。薬学類は主に薬剤師になるための勉強をして、卒業後は就職する人
が多いです。一方、創薬科学類は医薬品を創るための研究がメインで、卒業後はほとんどが大学院に進
学し、その後は企業の研究職や大学院博士後期課程まで進む人もいます。薬学類・創薬科学類の定員は
決まっていて、成績の良い人から希望が通るので、行きたい学類が決まっている人は、大学に入ってからの
勉強も気を抜けません。大学生活については、薬学類・創薬科学類の人たちのみが所属するサークルが
あり、それを通して先輩後輩と仲良くなれます。

医薬保健学域

学類紹介
受験生応援ブースの在校生から、金沢大学医薬保健学域を
志望している中学生、高校生へ向けたメッセージ

保健学類

保健学類

保健学類

保健学類

保健学類

⑧受験生応援ブースでは、金沢大学生の先輩と実際に話をすることができます
（教育棟１階多目的室）

6 7



スタンプラリー・輪投げ受付
女装コンテスト投票会場

来場者駐車場

模擬店 ステージ

献血車

MAP

正面玄関正面玄関正面玄関

←至付属病院

至鶴間キャンパス→

2階第３講義室
⑲講演会
⑳ステージ（雨天時）

医学図書館

医学類教育棟
企画ブース①～⑱
メイン会場

正門

十全講堂

総合受付

8

総合受付
病院見学受付
献血企画
健康診断ブース
インタビューブース
医学展ポスターコンペ 美大コラボ
プレホスピタルブース
受験生応援ブース
プロフェッショナリズム
ぬいぐるみ病院 KURE
ばいきんまんプロジェクトNEO
お医者さん体験ブース
アスレチックトレーナブース
がんプロ
Pharm Farmブース
薬学ブース
院内学級/Filed Trip KURE
人体迷路ブース
講演会
ステージ（雨天時）

病院の裏側を覗く、病院長室にも入れる！
献血で繋がる命の輪
自身の健康状態を測定してみよう！
我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへいくのか

金沢美術工芸大学生による、医学展ポスター作品
目の前で人が倒れたら？BLSを学ぼう！
金沢大学医薬保健学域を志望している中高生へ
医師のプロフェッショナリズムに触れる
お医者さんになってぬいぐるみを診察してみよう
研究室とコラボ！目に見えない細菌の世界へ
白衣体験・手術体験・腹腔鏡体験・妊婦体験
応急処置について学んでみよう！
がん対策の推進 ポスター展示
薬剤師体験コーナー
生薬とスパイスのつながり　カレー試飲体験
こどもたち、来場者との共同製作を展示します
おいでよ！ないぞうの森～体の中の大冒険～
澤芳樹先生特別講演 (10/27 13:30~)
イガクテンジャー、ドクターG

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲
⑳

講義棟

１階

2階

地下

第３講義室

No. 企画

↑
医学図書館

↑
2F

//
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講義棟

←1F

1F
↓

1F
↓

BF

１F

２F

救護室

⑥ 中庭→

ステージ
模擬店→総合

受付

正面入口

①

②
③

④

←2F

←BF

⑤

EV

２F
↓

⑲ ⑳

⑱

⑰

⑦

⑧ ⑨ ⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

2F
↓

←1F

1F
↓

ステージタイムテーブルは14P～
模擬店MAPは20Pへ
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