
学園内散策

50周年を迎えた藤田学園、母校の姿も日々変化をしてきました。
豊明キャンパスの現在の姿を「学園内散策」という形で写真に収め
ました。同窓生の皆さんが青春時代を過ごされた頃の姿と大きく
変わった場所、懐かしい姿がそのまま残っている場所、さまざまな
思いを頭に描きながら、ご一緒に散策して頂けたら、と思います。
では、「獨創一理祈念館」をスタート地点に散策に参りましょう…



独創一理記念館エントランス 前室（我慢人形・祈り人形）

邂逅の場（藤田啓介総長執務室） 教えの場

思索の場 足跡の場

出発地点は「獨創一理記念館」です。
藤田啓介総長先生の執務室をはじめ、
本学の理念が凝縮された場所です。
同窓生のみなさまには、ぜひ一度は
訪れて頂き、改めて本学の理念を認
識して頂ければ、と思います。

：現在地



続いて「生涯教育研修センター１号館」
です。
現在、医学部の講義室だけでなく学園
本部があり、学園の中枢として機能し
ている場所です。また、旧忍冬塾Ｆに
あるダヴィンチトレーニングセンターは
全国から研修希望者が殺到している
場所です。 ：現在地

旧ハニサクル保育園 生涯教育研修センター１号棟

ダヴィンチ低侵襲トレーニングセンター

生涯教育研修センター１号棟（タスクトレーニング室）

ダヴィンチ低侵襲トレーニングセンター

生涯教育研修センター１号棟（IT学習室）



次は「総合医科学研究所」と「看護専門
学校」です。
総医研の５研究部門では、世界をリード
する幅広い総合的研究がおこなわれて
います。
また、看護専門学校では、患者さんの
痛みや苦しみを理解できる真の看護師
を目指し、多くの学生が学んでいます。 ：現在地

看護専門学校（教務室）総合医科学研究所・看護専門学校

看護専門学校（看護実習室） 看護専門学校（在宅看護実習室）

看護専門学校（講義室） 看護専門学校（図書室）



続いて「フジタホール2000」です。
全学合同入学式・卒業式などのセレ
モニーの会場としてだけではなく、こ
れまでに幾度も世界一流の演奏家
のコンサートを開催し、その演奏家
たちから称賛を浴びた音響可変大
ホールです。
故・総長先生が学園作りの集大成と
して心血を注がれた作品です。

：現在地

フジタホール2000 陶壁 「建学の理念：獨創一理」

北方向からの景観 ホール内観

東方向からの景観フジタホール2000 全景



続いて「通用門（通称：山門）」です。
50年前と姿は変わりましたが、学園
開設時（昭和41年）から変わらぬ場
所に立ち、登下校の学生を見守って
います。

：現在地

山門（通用門） 山門（昭和41年4月）

山門守衛室

山門から八幡社への道山門からフジタホールを臨む

北東から山門守衛室を臨む



続いて「医療科学部８・９号館」です。
８号館は臨床工学科の講義・実習室
と１Ｆにはキャリア支援課があります。
９号館は医療経営情報学科の講義・
実習室があり、多くの学生が日々学
んでおります。

：現在地

医療科学部８・９号館 ８号館実習室（循環機能代行技術学）

８号館実習室（代謝機能代行技術学） ９号館実習室（模擬病院「わかばクリニック」 ）

９号館実習室（医療情報処理学実習室） キャリア支援課



続いて「医療科学部７号館」です。こちら
はリハビリテーション学科の講義・実習
室があります。
また、旧鎌倉街道へと続く坂道の横には
職員宿舎「とよあけ」があります。現在は
約半数の部屋が医学部生の自習室とし
て利用されています。

：現在地

医療科学部７号館 リハビリテーション学科内図書館分室

７号館（運動評価学研究室） ７号館（ＡＤＬ実習室）

職員宿舎「とよあけ」 旧鎌倉街道より病院を臨む



次は「レストピアふじた」です。
２Ｆはガラス張りの壁面で開放感が自
慢の食堂です。
１Ｆはコンビニエンス・ストア（ファミリー
マート）とベーカリーショップ「チェリー」
があり、毎日多くの利用者で賑わって
おります。

：現在地

レストピアふじた（外観） レストピアふじた（内観）

ベーカリー＆カフェ 「チェリー」（外観） ベーカリー＆カフェ 「チェリー」（店内）

ファミリーマート（出入口） ファミリーマート（店内）



続いて「基礎科学実験センター」です。
こちらでは主に臨床検査学科の実習
が行われております。また、隣接する
情報教育センター棟には学園の情報
システムの中枢を担う管理室と最上
階には臨床検査学科の臨床生理検査
学実習室があります。

：現在地

基礎科学実験センター（外観） 公衆衛生学実習室

基礎科学実験センター学生ホール

臨床生理検査学実習室臨床生理検査学講義室

情報教育センター棟



続いて「第一教育病院１・２号棟」で
す。
1505床の全国屈指のベッド数を誇る
とともに特定機能病院として最先端
医療を提供しています。
院内には数多くの一流芸術家による
美術作品が点在しております。

：現在地

藤田啓介総長先生銅像

病院南玄関 太陽のプロミネンス

六曲屏風

藤田保健衛生大学病院（全景）

「祈り」像



「大学病院外来棟」です。
平均2000人/日の外来患者様の診察
を行っています。
１Ｆ総合案内ではアテンダントが患者
様をエスコートしています。
２Ｆにはドトールコーヒー、ファミリー
マートがあり、多くの方に利用されて
います。 ：現在地

大学病院正面玄関

大学病院総合受付 大学病院エスカレーター

大学病院内ファミリーマート（２Ｆ）

大学病院外来棟（全景）

大学病院内ドトールコーヒー（２Ｆ）



旧第一駐車場に現在、2015年春の竣
工を目指し、「新病棟」を建築中です。
2012年8月に工事がスタートしました。

：現在地

新病棟建設現場（2012.8）

新病棟建設現場（2013.3）

新病棟建設現場（2013.6）

新病棟建設現場（2012.8）

新病棟建設現場（2013.5）

新病棟建設現場（2013.4）



：現在地

新病棟建設現場（2013.7）

新病棟建設現場（2013.9）

新病棟建設現場（2013.12）

新病棟建設現場（2013.8）

新病棟建設現場（2013.11）

新病棟建設現場（2013.10）

長い基礎工事が終わり、どんどんと上
に建ち上がっていく様子は圧巻です。



：現在地

新病棟建設現場（2014.1）

新病棟建設現場（2014.3）

新病棟建設現場（2014.7）

新病棟建設現場（2014.2）

新病棟建設現場（2014.5）

新病棟建設現場（2014.4）

遥か名古屋駅ターミナルビルから目視で
きる藤田学園キャンパスの新たな目印に
なりそうです。
完成すると、約800床の新病棟として、最
先端の医療と快適な入院環境を提供す
ることが期待されます。



続いて「アセンブリホール（体育館）」で
す。
2009年2月に竣工しました。
大アリーナと３つの小アリーナ、さらに
トレーニング室も完備されています。
中でも、トレーニング室は様々な機器
が完備され、連日多くの学生、教職員
が利用しています。 ：現在地

アセンブリホール（外観）

小アリーナ

旧立体駐車場

大アリーナ

トレーニング室

柔剣道場



続いて正門方面へ向かって行きます。
弓道場、サブグランドが見えてきます。
正門を出て、道路の向こうには多目的
グラウンドと、2008年1月に移設・新設
されたテニスコートが見えてきます。
明るいナイター照明の下、緑の人工芝
コートで学生と教職員がテニスを楽し
んでいます。 ：現在地

弓道場

正門「おもて池」

テニスコート

サブグラウンド

多目的グラウンドゲート

正門



再び信号を渡り、正門へと戻って来ま
すと、正門横には「思索の苑」がありま
す。普段は気付かずに通り過ぎていた
方も多いのではないかと思いますが、
見事な日本庭園が広がっています。
春の桜、秋の紅葉がおすすめです。
そして、総合フジタグラウンドです。
体育祭、部活動と思い出がいっぱいの
方も多いのではないでしょうか。

：現在地

総合フジタグラウンド（メインゲート）

トラック＆フィールド

メインスタンド

バックスタンド

思索の苑 「贈られた眼の記録」碑



続いて「医療科学部５、６号館」です。
５号館は放射線学科の講義、実習室
があります。耐震補強工事が完成しま
した。
６号館は看護学科の講義、実習室と
１階には事務部があります。看護学
科は医療科学部３号館でも実習を行
っています。 ：現在地

医療科学部５号館

５号館一般撮影実習室

６号館成人看護実習室

５号館ＣＴ実習室

６号館実習室

医療科学部６号館



続いて旧アセンブリホール跡地に建設さ
れた低侵襲画像診断・治療センターです。
2012年9月に竣工され、最新鋭のＣＴ，Ｍ
ＲＩ等の機器を完備した、超低侵襲の診断
・治療を行える中枢的な施設です。
その隣には地域医療・介護における人材
の教育等を目指す、地域包括ケア中核セ
ンターが2013年2月に開設されました。 ：現在地

低侵襲画像診断・治療センター（外観） フロア案内図

地域包括ケア中核センター



そろそろ散策も終点に近づいてまいりま
した。ビラコスモスのアーチをくぐると、
新立体駐車場が見えてきました。
その隣には病院の３号棟、そして、医学
部１号館です。図書館は常時多くの学生
に利用されています。
500人ホールでの戴帽式、ホスピタルトレ
ーニングに懐かしい思い出をお持ちの方
も多いのではないでしょうか。

：現在地

ビラコスモス

大学病院３号棟

ホスピタルトレーニング宣誓式

新立体駐車場

図書館

医学部１号館



さて、長らくご一緒頂いた散策も終点
です。連帯の滝を取り囲むように臨床
検査学科の講義、実習室のある医療
科学部１，２号館、そして、看護学科の
実習室のある医療科学部３号館です。
学園で最も古い建物群になりました。
六角形に囲まれた独特の雰囲気に懐
かしさを覚える方も多いかと思います。 ：現在地

医療科学部１号館 医療科学部２号館

連帯の滝医療科学部３号館

プレアデスチャペル チャペル内観と丸善書店



七栗キャンパス（七栗学綜、三重県津市
久居区）です。
七栗キャンパスには七栗サナトリウムと
藤田記念七栗研究所（藤田学園生薬研
究塾）があります。
研究所の建物は耐震基準に合わず、現
在、七栗サナトリウムの一角に移転しま
した。 ：現在地

桶狭間キャンパス学生通学風景

医学技術専門学院とカズモス

旧学園本部と看学・専学・カズモス

七栗サナトリウム

旧桶狭間キャンパスです。
桶狭間キャンパスは、学園本部の移
転に伴い、売却されましたが、建物
外観はそのままに保存・使用されて
います。



新藤田記念七栗研究所 故・藤田啓介総長先生遺影

新藤田記念七栗研究所研究室

旧藤田記念七栗研究所学生寮

旧藤田記念七栗研究所 湯元七栗の湯壱号泉とあけぼの杉

学生食堂 水の上一心亭



学校法人藤田学園創立５０周年記念事業



学校法人藤田学園創立５０周年記念事業

生涯教育研修センター１号館 平成19年10月竣工

豊明校地第９駐車場内テニスコート設置 平成20年1月完成

藤田学園外周道路工事 平成20年4月完成

藤田学園アセンブリホール（体育館） 平成21年2月竣工

豊明校地特高変電所受電設備更新工事 平成23年3月完成

医療科学部５号館耐震改修 平成24年2月完成

大学病院２号棟（一部分）耐震改修 平成24年7月着工

医学部１号館耐震改修 平成26年3月完成

七栗サナトリウム新厨房改修 平成25年5月完成

低侵襲画像診断・治療センター 平成24年9月竣工

地域包括ケア中核センター 平成25年2月開設

大学病院新棟 平成25年3月着工

藤田記念七栗研究所移転 平成26年3月完成

坂文種報徳會病院新棟 平成26年6月着工予定
（平成26年3月設計調査開始）

生涯教育研修センター２号館 平成26年度着工予定



大学病院新病棟（完成予想図）

学校法人藤田学園創立５０周年記念事業



旧藤田記念七栗研究所学生寮 旧藤田記念七栗研究所正門

２０年後の藤田学園全景予想図

学校法人藤田学園創立５０周年記念事業


