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熊本大学　博士課程教育リーディングプログラム（複合領域型ー生命健康ー）　
Enhance research
potentiality &build up a
global  science network

Th is  p rogram prov ides  in te r -

d isciplinary education of advance 

research ,  soc ia l  and cu l tu ra l  

sciences. It introduces me with the 

visions of Japan and Asian countries 

and their cross-cultural activities, and 

helps me to enhance my research 

skill and teaching strength as a 

university teacher of Bangladesh. 

Eventually, I will try to make a bridge 

of scientif ic cooperation within 

Bangladesh, Japan and the world.

Acharjee Uzzal Kumar
医学教育部 博士2年

アジアから世界に発信する
科学者を目指して

　私は遺伝性疾患の治療法探索を

テーマとして研究中です。科学研究に

は世界とのコラボレーションが不可欠

です。少しでも治療に貢献するために

は、専門分野の枠を超えた広い視野と

知識をもち、社会のニーズを理解する

こと、さらには異分野間の協力が必要

です。HIGOプログラムでは異分野交

流や地域・アジアとの連携を支援して

くれるため、これらに挑戦できます。急

速に発展するアジアから、新たな治療

法を世界に発信する科学者を目指して

邁進します。

甲斐 友佳理　
薬学教育部 博士2年

グローカルな
健康生命科学のリーダーに

　科学技術が進歩する現代社会にお

いて、様々な分野で発展が目覚ましい

アジア諸国の実態を体感することや、

産官学の連携により得られる幅広い

視野や知識が重要であると考えられ

ます。これらを統合した HIGO プログ

ラムは、今後の健康生命科学を担う人

材にとって、非常に魅力的であると考

えています。本プログラムの特徴であ

るグローカル (グローバル＋ローカ

ル) をいかして、アジアと地域の架け

橋となり活躍できるリーダーを目指し

ています。

弘津 辰徳
薬学教育部博士前期2年
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企業インターンシップ
九州地域・熊本県下の企業・
ベンチャー企業、国内企業

企業セミナー
九州地域・熊本県下の企業・
ベンチャー企業、
国内企業

海外インターンシップ
熊本上海オフィス
中国、台湾、韓国、欧米などの
協力大学・研究機関・
国連・WHO

国際最先端の
健康生命科学
医学教育部・薬学教育部
プログラムメンバー
特任教員

グローカル社会科学
実践的政治学
行政セミナー
熊本県知事、熊本市長
熊本日日新聞社論説委員

行政インターンシップ
行政機関、医療機関

社会文化科学
社会文化科学研究科
政策創造研究教育センター
プログラムメンバー
特任教員

最先端研究セミナー
国内外の専門分野の
第一人者

グローカルな
健康生命科学
パイオニア

「博士課程教育リーディングプログラム」は、平成23年度か
らスタートした文部科学省の事業の一つで、広く産学官に
わたりグローバルに活躍するリーダーを育成するため、国内外の第一級
の教員・学生を結集し、産・学・官の参画を得つつ、専門分野の枠を超えて
博士課程前期・後期一貫した世界に通用する質の保証された学位プログ
ラムを構築・展開する大学院教育の抜本的改革を支援するもので、最高
学府に相応しい大学院の形成を推進することを目的としています。HIGO
プログラムでは、この目的に沿って、熊本県知事や熊本市長をはじめとし
た地域の行政ならびに産業界のリーダーの参画を得て、グローカルな次
世代リーダー育成に取り組みます。

熊本大学大学院医学教育部 部長
竹屋 元裕

九州・熊本は日本のアジアへの玄関口に位置し、多くの日本
企業がアジアに進出しています。社会が求める人材として、
企業のアジア進出を推進できるリーダー、あるいは専門的知識を生かし
て地域医療行政を担うことができる若手が挙げられます。しかしながら、
これまでの生命科学系大学院では、高度の専門的知識と欧米志向の国際
化を中心に若手を育成してきました。
HIGOプログラムでは、高度の専門的知識をもち、アジア志向の国際化の
展開により、アジアと地域社会の仕組みと産業界のニーズを理解できる
人材の育成を目指します。

「HIGOプログラム」とは九州・アジアの社会的ニーズを理解し
地域と世界を結びつけて、諸課題の解決に挑戦できる
グローカル（グローバル＋ローカル）なリーダーを
育成するプログラムです。

熊本大学発生医学研究所 教授
粂 昭苑

最先端の知識・技術を
グローカル社会に還元

健康生命科学の新しい学問・職種を生み出す

健康生命科学パイオニアコース

最先端研究プロジェクト
■ 博士論文作成
■ 個別研究指導

公共政策

行政 企業 海外

技術
マネジ
メント

異文化
コミュニ
ケーション

■ リーダー
養成市民
公開講座

■ 国際シン
ポジウム

■ 分野横断型
研究成果
発表会

■ サマー
リトリート

薬学教育部医学教育部

国際最先端の健康生命科学プログラム 大学と行政・産業界との連携

専門講義 インターンシップ

コース別グループ演習

行政
セミナー

企業
セミナー

語学
研修

基礎講義

研究室
ローテーション

マッチング
薬学 社会

文化科学医学

薬学 社会
文化科学医学 リサーチ

プロポーザール

最
先
端
研
究

セ
ミ
ナ
ー

海
外
共
同
研
究

熊本大学 政策創造
研究教育センター
■ 公共政策学

地域の行政・産業界のトップメンバーと連携

熊本県知事
蒲島 郁夫

熊本市長
幸山 政史

熊本大学長
谷口 功

熊本大学フォーラム
■ 上海、テジョン、スラバヤ、ハノイ、熊本で開催

海外オフィス
■ 中国（上海、大連、山東大学）
■ 韓国（KAIST）
■ インドネシア（ITS） 

熊本上海事務所 
(熊本県・熊本市との協働）

熊本上海事務所

最先端研究セ
ミナー

KEYフォーラム

企業セミナー

熊本大学熊本県 熊本市 産業界
経済界

大学院先導機構・医学教育部・薬学教育部

10年間のCOE基盤
■ 完全英語化　
■ 国際競争力のある人材育成
■ 世界水準の細胞系譜制御研究
■ 「発生再生医学」研究
■ 国外研究機関（アジアなど）との連携

■ 糖尿病、代謝、生活習慣病、がん免疫、 
酸化ストレス、分子遺伝学、社会医学、
地域医療、創薬基盤、 分子設計、薬物送達、
医薬品の臨床研究

熊本大学社会文化科学研究科
■ 社会文化科学
■ 比較文化学
■ 医療紛争解決学

■ 英語・中国語など
■ 比較行政論
■ 生命倫理学

グローカル
社会の

ニーズを理解

■ アジアでは、健康生命科学の人材が不足
■ ヘルスケアの領域において市場性が高い
■ 新興国への進出・交流は日本の若者に重要

■ 地域社会とアジアのニーズをとらえる能力
■ アジア諸国の歴史・文化・言語への理解

求められる能力

九州企業の
海外進出先の
８割がアジア！

健康生命科学の
次世代リーダーを育成する

海外医療行政・
アジア諸国の
健康産業の
ニーズなどを

知る実践的な機会

学業と研究に専念するた
めに、希望者に対して選

考の上、奨励金を給

付します。
※奨励金を受給できない

コース履修生でもTA雇用
できる場合があります。

奨励金1

インターンシップ派遣に
必要な旅費を支給します

。インターンシップ2

最先端研究プロジェクト
をサポートするための研

究費を支給します。研究費3

研究成果発表にかかる費
用(学会参加費、学会旅費

、英文校閲費、論文

投稿料、特許出願費用)を
支給します。

研究成果発表4

外国人研究員等がメンタ
ーやリクルーターとして支

援します。熊本大学に

在籍する外国籍の教員が
出身国に短期滞在し、優秀

な学生をリクートし、

本学入学後もアドバイザー
として活動するような仕組

みを構築します。

留学生支援5

「イノベーション推進人
材育成センター」および「

キャリア支援ユニット」

との連携を強化します。

キャリア支援6

充実したサポート体制

プログラムの特色

健康生命科学パイオニアの養成　

コーディネーターからのメッセージ

プログラム責任者からのメッセージ

■ 経済、経営学
■ 医療経済学

行政・産業界と
連携して育成

熊本大学のアジア戦略を
活用した海外インターンシップ

社会文化科学にも精通

健康生命科学の専門家

九州・アジアの
グローカルに展開 60分

90分
240分

保健行政や医療行政に
携わるリーダー

アジアに展開する企業で
活躍するリーダー

国際的（グローカル）に
活躍する教育研究リーダー

4年制学部
卒業生

6年制学部
卒業生

社会人
学生 留学生

日本とアジア諸国
との社会制度・価値観・
歴史・文化の違いを
理解し異文化

コミュニケーション力
を養成


