
医療
2012年4月

フランスが誇る優れた医学の伝統は現在でも国
際的に評価されており、ノーベル生理学・医学賞
(2011年にアメリカのブルース・ボイトラー氏と共
同でノーベル医学賞を受賞 したジュール・オフマ
ンなど)を13回受賞し、また1950年から2011年
までの間にフランスの臨床医が手がけた世界初
の医学上の功績は80件近くに達しています。た
とえば、トリソミー21の発見(1958年)、初の血縁
者間腎臓移植(1959年)、B型肝炎ワクチン(1981
年)、糖尿病患者に対するインスリンポンプの装
着(1981年)、HIVの発見(1983年)、臍帯血から採
取した幹細胞移植の考案(1993年)、顔面の自己
移植(2005年)、幹細胞の赤血球を用いた初のヒ 
トの自家血輸血(2011年)などが挙げられます。

フランスで働く医師の数は20万人で、約12万4
千人が開業医、6万5千人が病院で勤務医として
働いています。病院以外で働く勤務医は2万千人
で、研究室、製薬業界、分析センター、行政機関、
教育界、軍隊、救急施設、人道支援機関など数々
の分野で働いています。

今日、医学の現場では人間の健康や病気の制圧
を目標とするさまざまな科学が活用され、使い
分けが行われていま す。知識の深化と技術の向
上により、一般医学をベースに11の専門科が発
展を遂げており、3ème cycle(第三過程) の学生
はこの中から自らの専門科を選択します。医学部
や薬学部では、国の認定する医学、薬学、歯学の
博士号の他にも、情報科学や法学、健康科学、社
会科学、バイオ・ナノテクノロジーなどの専門分
野で、国家認定の、Licence(学士号)・Master(修
士号)やDiplôme Universitaire(大学独自の学位)
を取得することができます。

医学教育はバカロレアまたは同等の資格を取得
後、一般医学の場合は9年、専門医を目指す場合
は10年または11年に及びます。入学のための選
抜は非常に厳しく、さらに医学部の1年生から2
年生に進級するための試験に合格するのは全学
生のわずか15~20 %です。医学部全体の学生の
合計数には定員が設けられており、2011~2012
年度の場合7500名となっています。Première 
année commune des études de santé, 
PACES   (第一学年保健教育共通課程)の試験後
に第二学年に進級が認められる学生の合計定員
数に加えて、欧州連合外出身の外国人学生のた
めに、8%の枠が用意されています。

外国人学生の医学部入学

 ◆外国人学生がこれまでに履修した医学教育の水準に関わ
らず、PACES(第一学年)の終了時点で進級試験を受験する
ことが必須です。試験に合格すれば、学生は母国で履修し
た段階の教育課程に進むことができます。

 ◆第三課程への進学希望者向けに、外国人医学インターン
生を選ぶ特別な試験が開催されます。出願書類は遅くとも
3月末までに提出する必要があります。フランス大使館の
文化部あるいは領事館にて9月に受験資格を得るための試
験が行われ、12月に入学試験が実施されます。2012-13年
度の募集人数は11の専門科全体で17名でした。

 ◆出身国で資格を持つ一般医 ・ 専門医の場合、Diplôme de 
formation médicale spécialisée, DFMS、または Diplôme 
de formation médicale spécialisée approfondie, DFMSA
取得に向けたコースに直接進むことが可能で、フランス大
使館の文化部にて出願書類を取り寄せることができます。
受入数には世界各地域別に、分野、専門別に上限が設けら
れています。

カリキュラムの編成

欧州共通のL・M・D(学士・修士・博士)システムに沿って実施され
るフランスにおける医学教育は、最低3年ずつの3課程に分け
られており、各大学はフランス国内32ヶ所の大学病院センタ
ーのうちいずれかと連携しています。一年目の保健教育共通
課程(PACES)へは、バカロレアまたは相当する資格(理系が望
ましい)の取得により進学可能で、第1学年終了時の試験合格
に向けて専門の学校で補習教育を受けることもできます。医
学教育はフランス語のみで行われます(CECRL(欧州言語共通
参照枠)のB2レベルのフランス語力が要求されます)。

医学教育第一課程(DFGSM)

Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales     
(医学), en Sciences pharmaceutiques(薬学), en Sciences 
odontologiques(歯学)(6セメスター)

Première Année Commune des Études de Santé, 
PACES(第一学年保健教育共通課程) - 学士課程第1学年
大学の医学部または医学系教育・研究課程(Unité de Forma-
tion et de Recherche, UFR)で履修する第1学年は、医学(運
動療法や作業療法、精神運動療法も選択可)、歯科治療、薬学、



11の専門科

 ◆Anesthésie-réanimation
 ◆Biologie médicale
 ◆Gynécologie médicale
 ◆Gynécologie-obstétrique
 ◆Médecine générale
 ◆Médecine du travail
 ◆Pédiatrie
 ◆Psychiatrie
 ◆Santé publique

 ◆Spécialités chirurgicales : 
 - Chirurgie générale
 - Neurochirurgie
 - Ophtalmologie
 - Oto-rhino-laryngologie et
 - chirurgie cervico-facial
 - Stomatologie

 ◆Spécialités médicales : 
 - Anatomie et cytologie　pathologique
 - Cardiologie et maladies　vasculaires
 - Dermatologie et vénéréologie
 - Gastro-entérologie et hépatologie
 - Génétique médicale
 - Hématologie
 - Médecine interne
 - Médecine nucléaire
 - Médecine physique et de　réadaptation
 - Néphrologie
 - Neurologie
 - Oncologie
 - Pneumologie
 - Radiodiagnostic et imagerie　médicale
 - Rhumatologie

助産学(助産師志望者向け)の、4分野共通の内容となっていま
す。第1学年修了後は、異なる4種類の試験のうち、学生は最
大で2種類の試験を受験することができます。 
第一セメスターでは、共通基礎科目として「基礎科学」(化学、
生物学、発生学、組織学)と、器官・組織の働きに関する機能的
側面に関する学習を合わせて進めます。最初の試験により
履修内容の確認が行われ、その成績に基づき進路指導が行
われます(PACESの履修続行が認められる学生は平均85%
で、15%は大学の他の教育課程に進むよう指導を受けます)。
第二セメスターでは、器官・組織の働きに関する機能的側面の
学習が続けられるとともに、それを補う形で形態学的側面、薬
理学、人文・社会科学(保健、社会、人間)についても学びます。
学生はまた、医学(運動療法を含む場合も)、薬学、歯学、助産
学の4ないし5分野に関わる専門的な教育の単位を一つまた
は複数選択します。セメスターの最後に行われる2回目の試験
は、分野(医学、薬学、歯学、助産学)を選択し受験します。
それぞれの試験の順位が、定員と関わってきます。すなわち、
試験の順位により学業を継続できるかどうかが決まります。第
1学年の最後に行われる順位決定試験の終了後、保健教育の
2年次に進学するにあたり、学生の希望する分野に進路を変
更すること(le droit au remord, 進路変更の権利)もできます  
(定員は政令により上限が決まっています)。

注意 : PACESの留年が認められるのは1回のみです。

Deuxième Année du Premier cycle des études médi-
cales, PCEM2(医学教育第一課程第2学年) - Diplôme de 
Formation Générale en Science Médicale, DFGSM2 -  
学士課程第2学年
第2学年においては、Diplôme de Formation Générale en 
Sciences Médicales(DFGMS)の取得に向けて第1学年にお
ける履修内容を一層深めます。
学生はまた、病院で実施される4週間の看護実習を履修する
必要があります。試験に合格しなければ第二課程への進学は
認められません。

医学教育第二課程(DCEM) - (4年)

第1学年:DCEM(Deuxième cycle d’études médicales)1 - 
学士課程第3学年に相当
本学年においては、第一課程で学んだ内容をさらに深め、臨
床症候学や医療画像など新たな科目が加わるとともに、外国
語、情報処理、法学などを履修します。

第2、第3、第4学年:DCEM2, 3, 4 - エクスターンシップ研修
エクスターンシップ研修の行われるこの3年間は、36ヶ月にお
よぶ病院研修にあてられ、1年間に4回替わる形で、さまざま
な専門科で研修が行われます。病院で実習を受ける学生は、
病院と大学で交互に授業を履修し、各学年度末には試験を受
けますが、実習や看護なども評価の対象となります。学生は給
与所得者として公的扶助協会から給与が支払われます(2011
年は毎月124~270€)。エクスターン生とは、大学病院センター
(CHU)、大学病院研究所(IHU)、地域大学病院センター(CHRU)
などの大学が付属する病院施設から給与を受ける学生であ
り、病気のさまざまな症状を学んでいきます。エクスターン生
は、病院の臨床・一般部門に所属するインターン医長の指導
の下で有期雇用の形態で給与を得て働きます。
第二課程の最終学年にあたる第4学年の最後には、Examen 
Classement National / Épreuves Classantes Nationales, 

ECNが実施され、合格すればインターン医として学業を継続す
ることができます。試験終了後、その成績に基づき学生は配属
先の大学病院ならびに配属先に設けられた11の専門科のうち
一つを選び、また6ヶ月の研修を履修する先の部門を選択する
ことができます。

第三課程:インターン研修(3~5年にわたり座学・実習を行う)
インターン研修では、学生は「シニア」の指導下で引き続き病
院内で研修を受けますが、専門職員とみなされ、薬品を処方す
ることが認められます。毎月1300~2000€の給与ならびに当直
手当(2011年は当直1回あたり112€)が支給されます。インター
ン研修では、実習中心の教育課程が組まれており、選択した専
門科に関する初歩的な専門経験を積むことができます。
インターン研修の期間は一般医学では3年、一部の専門科で
は4~5年となっ ています。インターン医はDiplôme d’Études 
Spécialisées, DES取得に向けて6ヶ月の研修を修了し、理論・
実習教育を受け、博士論文を準備し課程の終わりに提出しなけ
ればなりません。



インターン研修の最終評価で合格し、専門分野についての
Diplôme d’études spécialisées, DES論文を提出すること
で、国の認定するDiplôme d’État de Docteur en médecine
を取得することができ、専門分野において開業することがで
きる資格が与えられます。

 ◆DES Médecine générale : 3年
 ◆DES spécialités médicales :
• 4年 : Cardiologie et maladies vasculaires -   
Dermatologie et vénéréologie - Endocrinologie,  
diabète, maladies métaboliques - Gastroentérologie 
et hépatologie - Génétique médicale ( clinique,  
chromosomique et moléculaire) - Médecine nucléaire 
- Médecine physique et de réadaptation - Néphrologie 
- Neurologie - Pneumologie - Rhumatologie
• 5年 : Anatomie et cytologie pathologiques -  
Hématologie - Médecine interne(10セメスター) -  
Oncologie - Radiodiagnostic et imagerie médicale
 ◆DES spécialités chirurgicales :
• 4年 : Stomatologie
• 5年 : Chirurgie générale - Neurochirurgie -   
Ophtalmologie - Otorhino-laryngologie et chirurgie 
cervicofaciale
 ◆DES Anesthésie-réanimation : 5年
 ◆DES Biologie médicale : 4年
 ◆DES Gynécologie :
• 4年 : Gynécologie médicale
• 5年 : Gynécologie-obstétrique
 ◆DES Médecine du travail : 5年
 ◆DES Pédiatrie : 4年
 ◆DES Psychiatrie : 4年
 ◆DES Santé publique :
• 4年 : Santé publique et médecine sociale

医学部の第三課程では、Diplôme d’études spécialisées 
complémentaires de médecine(DESC) を取得することも
でき、それぞれの専門分野のスペシャリストとして働くことが
できます。:

 ◆DESC(4セメスター修了が必要な分野):
Addictologie – Allergologie et immunologie clinique – 
Andrologie – Cancérologie – Dermatopathologie –  
Foetopathologie – Hémobiologie-transfusion –  
Médecine de la douleur et médecine palliative –  
Médecine de la reproduction – Médecine légale et 
expertises médicales – Médecine du sport – Médecine 
d’urgence – Médecine vasculaire – Néonatologie – 
Neuropathologie – Nutrition – Orthopédie   
dento-mexillo-faciale – Pathologie infectieuse et  
tropicale, clinique et biologique – Pharmacologie  
clinique et évaluation des thérapeutiques – Psychiatrie 
de l’enfant et de l’adolescent

 ◆DESC(6セメスター修了が必要な分野):
• Spécialités chirurgicales : Chirurgie infantile – Chirur-
gie maxillo- faciale et stomatologie – Chirurgie de la 

face et du cou – Chirurgie orthopédique et   
traumatologie – Chirurgie plastique reconstructrice et 
esthétique – Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire – 
Chirurgie urologique – Chirurgie vasculaire – Chirurgie 
viscérale et digestive     
 
• Gériatrie
• Réanimation médicale

医学部の3課程以外のカリキュラム

Le Diplôme de Formation Médicale Spécialisée, DFMS、
および Le Diplôme de Formation Médicale Spécialisée 
approfondie, DFMSA
欧州連合以外の国出身で、出身国において診療行為を行うこ
とのできる医者または薬剤師の資格を有し、専門教育を履修中
の医者および薬剤師はDFMS 課程に登録することができます。
教育内容は、出願者が選択した専門教育に対応するDiplôme 
d’études spécialisées (DES)、またはDiplôme d’études spé-
cialisées complémentaires(DESC)の教育内容の中から選択し
ます。

欧州連合以外の国出身で、出身国において専門科目の診療行
為を行うことができる専門医・専門薬剤師の資格を有する医師
または薬剤師は、DFMSA課程に登録することができます。教育
内容は、履修希望者が選択した専門教育に合わせて、Diplôme 
d’études spécialisées(DES)、またはDiplôme d’études spé-
cialisées complémentaires(DESC)の教育内容の中から選ば
れます。

注:DFMSまたはDFMSAの履修期間は最短で1セメスター、最
長で2セメスターとされています。DFMSまたはDFMSAの資格
では、フランスで医師として働くことはできません。

DFMSならびにDFMSAの入学試験に関する情報: 
ストラスブール大学医学部 www-ulpmed.u-strasbg.fr

その他のコース・ディプロム
教育機関独自の資格を付与するコースとしては、一般的には医
者や第三課程に所属する外国人学生に開かれた短期の専門教
育コースがあります。

注:原則として、DUおよびDIUは、欧州連合出身の者のみに対し
て開かれています。

Capacité de Médecine(CAPME)とは、国家資格付与の道
が開かれた補完的なコースです。Capacité d’évaluation et 
traitement de la douleur、capacité de gérontologie、capacité 
d’hydrologie et de climatologie médicalesなど、 大学ごとに
外国人医師に開かれた様々なCAPMEが開設されています。課
程の履修期間は通常2年間です(教育課程800時間、実習800時
間)。

Diplôme Universitaire(DU)課程は、医師およびDESまたは
DESC課程に登録する学生が優先的に受講することができま
す。DU課程の授業料は様々です。筆記試験(試験・論文のいず
れか一方または両方)や実習の評価という形で、得た知識の確
認が行われます。DUのなかにはまた、産婦人科エコー造影、労



　　ディプロムや専攻に関する情報を
　　CampusFranceのサイト上でご覧いただけます。

CampusFranceのサイトにある高等教育機関検索エンジンで学士課程から博士課
程にいたる高等教育機関で受講が可能なコースを検索することができます。
campusfrance.org > Trouvez votre formation

学士～修士課程: 課程ごとに分かれた検索エンジン、分野別、専攻別にコースの検索
が可能
www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/

博士課程: Ecoles doctorales の検索エンジン
www.campusfrance.org/ecoledoc/index.htm

CampusBourses: 奨学金検索エンジン
www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/campusbourse/cfbourse/

働環境における急患対応、神経再生、救急医学における産科・
周産期医療など、特定の分野に関する深い技術知識を将来医
者となる人が身につけることを目的とした専門資格を付与す
るコースも存在します。

Le Diplôme Inter-Universitaire(DIU)とは、一般にフランスの
医学博士号保持者、専門科のインターン生、Diplôme Interu-
niversitaire spécialisé(DIS)課程に登録する外国人学生、欧州
連合に加盟する国の医学博士号保持者を対象とする教育機
関独自の学位です。DIU課程の授業料には差があります。筆記
試験(試験・論文のいずれか一方または両方)や実習の評価と
いう形で、得た知識の確認が行われます。DIUは専門科全体に
関わる非常に専門性の高い資格で、臨床診断や画像診断への
解剖学の応用、小児および成人の脊柱の補綴および変形、関
節鏡、消化器官の癌腫学、外科的皮膚科学などを学習します。
通信教育によって履修可能なDIU課程も存在します。

Médecines complémentaires(補完医学)に関する教育課程
DUやDIUなどの課程の中には、代替医療、様々な療法、相補・
補完医療に関する大学教育を受けることが可能な場合もあり
ます。たとえば鍼術、指圧療法、作業療法、ジェモセラピー、ホ
メオパシー、オステオパシー(整骨療法)、水治療法、催眠療法、
漢方、メソセラピー、自然療法、オリゴセラピー(微量元素療法)
、植物アロマセラピー、ソフロロジーなどが挙げられます。オス
テオパシーは今日では産科病院で補完医学として認知される
ようになりました。

役に立つリンク

• Académie nationale de médecine :     
 www.academie-medecine.fr

• Association nationale des étudiants en médecine de 
France(ANEFMF) : www.anemf.org

• Centre national des concours d’Internat(CNCI) – Méde-
cine, Pharmacie, Odontologie : www.cnci.univ-paris5.fr

• Communauté médicale et paramédicale indépendante 
(étudiants en médecine et paramédical) :    
 www.remede.org

• Diplôme de français professionnel médical (DFM) de la 
Chambre de Commerce de Paris(CCIP) :   
 www.fda.ccip.fr/examens/dfp-medical-b2

• École des hautes études en santé publique(EHESP) :  
 www.ehesp.fr

• Hôpitaux de France : www.hopital.fr

• Ministère du travail, de l’emploi et de la santé(secteur 
Santé) : www.sante.gouv.fr

• Ordre national des médecins :     
 www.conseil-national.medecin.fr

• Réseau CHU - Centres hospitaliers universitaires :  
 www.reseau-chu.org

• Université de Strasbourg, Faculté de médecine (concours 
DFMAS/ DFMSA) : www-ulpmed.u-strasbg.fr

• Université numérique francophone des sciences de la 
santé et du sport : www.unf3s.org


