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女子栄養大学 香川靖雄教授、ペンシルバニア州立大学 キャサリン・ロス教授と共に



バーンズ・コレクション
（The Barnes Foundation）

30thストリート駅
（30th Street Station）

30th Streetに面するこの駅は、ワシン
トンやニューヨーク、ボストン等を結
ぶアムトラックの発着駅として利用さ
れています。

本社がフィラデルフィアにあったペン
シルバニア鉄道の1934年建造の駅舎を
使用しており、歴史的建造物にも指定
されています。重厚感のあるデザイン
が特徴的で、メインコンコースには、
第二次世界大戦の慰霊碑や鉄道を支え
てきた方々を記念したレリーフ等があ
り、鉄道を利用しない方でも一見の価
値ありと言えます。

米国財団法人野口医学研究所が本部を置くペンシルバニア
州フィラデルフィア市は、独立宣言が為された合衆国誕生
の地として有名です。
野口医学研究所と深い関わりのあるフィラデルフィアにつ
いて、連載でご紹介していきます。

コレクターであり美術研究者でもあったア
ルバート C．バーンズ氏がアート教育を目的
として設立したバーンズ財団により運営さ
れている美術館です。
ルノアール、セザンヌ、マティス、ピカソ、
ルソー、ドガ、ゴッホ等々、印象派やポス
ト印象派、モダンアートの有名画家による
作品がお洒落に飾られています。コレク
ションの数は2,500点以上にも及び、これ
らの作品と配置は全てバーンズ氏によって
決められたものであるという大変ユニーク
な特徴があります。美術に造詣が深い人は
勿論、そうでない人でも、フィラデルフィ
アを訪れたら一度は足を運んでおきたいス
ポットです。
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(米財)野口医学研究所
創立者・名誉理事

浅野 嘉久

野口医学研究所浅野ファンドは、経済的理由により修学
が困難な学生に対し、救済の手を差し伸べることを目的
として、2013年10月より、女子栄養大学並びに女子栄養
大学短期大学部に奨学金の給付を行っています。

第5回となる今回は13名の学生に給付しました。当日は
出席者11名に対し、浅野嘉久（米国財団法人野口医学研
究所創立者・名誉理事、一般社団法人野口医学研究所社
員総代・相談役）より給付決定通知を授与しました。

野口医学研究所では、今後も優れた能力と向上心を備え
た人材の育成を助成していきたいと考えています 。

女子栄養大学役員の方々、野口医学研究所の出席者と奨学金受領者

2017年10月10日（火）、女子栄養大学 栄養学部・栄養学部二部・短期大学部・香川調理専門学校
の学生に対し、奨学金の授与式が行われました。
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女子栄養大学に於ける奨学金授与式
2017年10月10日 於：女子栄養大学・駒込キャンパス
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一般社団法人野口医学研究所は、 「健康寿命の延伸」をテーマとした国内最大級の健康産業ビジネス
トレードショー『健康博覧会2018』に出展しました。

健康博覧会 2018
2018年1月31日～2月2日 於：東京ビッグサイト

野口医学研究所のブースでは、 医学教育＆交
流活動の歩みや、 OEM・ODMの受託製造、
メディカルツアー・医療相談・健康相談等の
医療サービスについてご案内しました。

消費者への信頼や高品質の証として、また、
他社との差別化を図るツールとして『野口
マーク』を入れることができます。収益金の
一部は、医療従事者の教育費として活用され
ます。

薬剤師・管理栄養士・サプリメントアドバイ
ザーが、豊富な学術知識やノウハウを活かし、
商品開発を行います。また、科学的な裏付け
や薬機法に係わるアドバイスもお手伝いさせ
て頂きます。

野口医学研究所ならではのサービスをご紹介！

美と健康に関する商品に野口マークを

プロのアドバイスで、共同開発

商品知識を高める勉強会の開催
商品に関する知識を深め、営業活動をより
スムーズにするため、薬剤師や管理栄養士
による勉強会を開催することができます。

OEM・ODMの受託製造

他社
とは違う！

≪OEM・ODM受託製造の紹介コーナー≫

健康博覧会 会場入口

野口医学研究所のブース
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日本の高度医療の受診を希望する外国人に対し、独自
のネットワークにより患者の病状に適した医療機関を
ご紹介します。一般社団法人野口医学研究所は、医療
滞在ビザの身元保証機関として外務省から認定を受け
ています。

看護師、臨床心理士、薬剤師等の有
資格者が、専門アドバイザーとなっ
て24時間365日体制で、電話で医
療相談にお応えします。また、海外
在住の方でも、通話料は一切かから
ずに、日本語で医師のアドバイスを
受けることができます。

野口メディカルツアー

野口ドクターホットライン
健康相談

栄養サポートサービス

身元保証機関
として登録済

有資格者
による

海外から
もOK!

健康食品の摂り方や薬の飲み合わ
せ・栄養・食事等について、お客様
からのお問い合わせについて丁寧に
アドバイスをします。

福利厚生に
おすすめ！

野口ならでは
のサービスを
ご検討下さい。

≪個別面談の様子≫

医療マッチング 医療滞在ビザ
取得サポート

医療通訳の
手配

医療機関との
連絡代行

支払い代行
サービス

セカンド
オピニオン

≪メディカルサービスのご案内の様子≫

報告
回答

（メール又はFAX）（電話）

お客様
貴社 相談室

問い合わせ

≪健康相談の様子≫

管理栄養士監修のもと、ダイエット、生活習慣病予防、介護予防等、対象者に合わせた
健康に関わる企画を提供します。

(お客様相談室代行サービス)

※画像はイメージです。

栄養分析による現状把握や、お客様
自身の食事に関するお悩みについて、
管理栄養士が個別にアドバイスをし
ます。

ご要望のテーマでセミナーを開
催したり、季節や月に応じた
ニュースレターを作成致します。

≪サービスの内容≫

Ⓡ
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《面接の様子》《グループディスカッションの様子》

米国臨床研修選考会 実施報告

米国財団法人野口医学研究所では、 “Humanity＆Empathy in Medicine”の理念を基に、患者優先の
医療を実現する為、米国をはじめとする海外医学先進国へ医師や医学生を派遣しています。2017年
12月3日（日）には選考会を実施しましたのでご報告します。

2017年12月3日
於：米国財団法人野口医学研究所5,9階会議室 共催：一般社団法人野口医学研究所

講演会

午前中は書類選考を通過した医師・医学生 計27名の受験生が選考会に参加し、
グループディスカッションと日本語・英語による面接に臨みました。

午後は、研修を修了した医師・医学生からの報告と、特別ゲストのトーマス・ジェ
ファーソン大学名誉医学部長のDr. Joseph S. Gonnella、ミシガン大学のDr. Michael
D. Fettersによる講演が行われました。

亀田総合病院
臨床教育専任医師

野口医学研究所
理事長

ミシガン大学
家庭医療科

NPO野口医学研究所
理事長代行

野口医学研究所
理事
医学教育＆交流室

ミシガン大学
家庭医療科

神保 真人

国際医療福祉
大学病院
教授
石黒 洋

医療法人津樹会
グループ
理事長
松岡 徳浩

国立成育医療
研究センター
総合診療科

2017
選考委員

《研修者による報告会》

講
演
会

トーマス・ジェファーソン大学
名誉医学部長

Joseph S. Gonnella

「The Education of The 
Physician: An International 
Challenge」

「米国レジデンシ―プログラムの
面接：準備・予想・攻略法」

ミシガン大学
家庭医療科

Michael D. Fetters

選考会

《先生方のレクチャー》

《参加者からの感想》
・医学知識だけでなく、“Empathy”の重要性について理解が深まりました。
・選考会を受験するだけでなく、多くのことを学ぶ機会となりました。感謝

の気持ち、相手を思いやる気持ちなど医師になる者として再確認できて良
かったです。

Stellora
Sunyobi

佐野 潔

手稲家庭医療クリニック
園田 健人(医師)

千葉大学医学部６年
岩田 秀平

千葉大学医学部６年
志村 麻衣

金沢大学附属病院 小児科
伊川 泰広（医師）

東京警察病院 救急科
澤田 郁美（医師）

ホームブランダ逗子
濱 新作（看護師）

Sandra Y.
Moody

Michael D. 
Fetters

末永 佳文阪下 和美



米国財団法人野口医学研究所は、2018年を以って創立35周年を迎えることとなりました。ここでは、
35年に亘り追求してきた理念の変革の軌跡をご紹介します。

野口医学研究所35年の歴史
～ 理念の変革の軌跡 ～
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第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

1983- 米国先進臨床医学の導入

2009- ジェネラリスト・ドクターの育成

2012- Artの心の重要性

2016- 医師と患者との間に在るべき共感や心の交流

Humanity & Empathy in Medicine
医学知識や技術の習得のみならず、患者の痛みや苦しみに共感し心に寄り添うことので
きる人間性を持ち合わせた医療人の育成に加え、この理念に基づき、商品やサービスを
提供していくことを意味しています。

米国留学を希望する若き医師や医学生を対象とした医学交流セミナーを定
期的に開催し、米国の著名な教授や留学後に日本で活躍している医師らに
より、米国医療の現状や留学に必要な知識などを提供。又、米国の医療現
場で貴重な臨床経験を得ることができる留学プログラムを実施し始める。

急病人が発生し「お医者様いませんか？」と問われた時、「自分は眼科医
だから」と医療を施すことが出来ないのでは困る。その為、例え専門医で
あっても、ニーズに合わせてジェネラルに対応することが必要であるとの
考えから、野口医学研究所の医学教育プログラムに於いても、専門に偏り
すぎない総合的な診断力を養成することに焦点が当てられるようになる。

「良い医師になるにはArtそのものを理
解する感性こそが大切だ」と唱える
ト ー マ ス ジ ェ フ ァ ー ソ ン 大 学 の Dr.
Charles A. Pohlの影響により、医療に
於ける“Artの心”を重要視するようにな
る。

段階を経て、現在、野口医学研究所の理念は、医学教育の原点とも言える
『Humanity & Empathy in Medicine（医師と患者との間に在
るべき共感や心の交流）』に至った。患者の痛みや苦しみに共感し、「私
たちに治させて下さい」という精神で寄り添うことができる医療人の育成
を目指し、活動している。
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