
 

大学名
本機構の
評価結果

大学の
自己点検評価

年次報告書
 確認状況(※)

認定期間 備考

 2017年4月1日～2021年3月31日

 2021年4月1日～2023年3月31日 （延長期間）

 2017年4月1日～2021年3月31日

 2021年4月1日～2023年3月31日 （延長期間）

2017年4月1日～2022年3月31日

2022年4月1日～2024年3月31日 （延長期間）

4 千葉大学 PDF
自己点検評価

報告書
2019年度 2017年4月1日～2022年3月31日

5 東京大学 PDF
自己点検評価

報告書
2019年度 2017年4月1日～2022年3月31日

6 富山大学 PDF
自己点検評価

報告書
2020年度 2017年4月1日～2023年3月31日

2017年4月1日～2023年3月31日

2023年4月1日～2025年3月31日 （延長期間）

8 京都府立医科大学 PDF
自己点検評価

報告書
2020年度 2017年4月1日～2023年3月31日

9 岐阜大学 PDF
自己点検評価

報告書
2020年度 2017年4月1日～2023年3月31日

2017年4月1日～2023年3月31日

2023年4月1日～2025年3月31日 （延長期間）

2017年4月1日～2023年3月31日

2023年4月1日～2025年3月31日 （延長期間）

12 鹿児島大学 PDF
自己点検評価

報告書
2020年度  2018年4月1日～2025年3月31日

13 京都大学 PDF
自己点検評価

報告書
2020年度  2018年9月1日～2025年8月31日

14 群馬大学 PDF
自己点検評価

報告書
2020年度 2018年9月1日～2025年8月31日

2018年9月1日～2021年8月31日

2021年9月1日～2025年8月31日

16 慶應義塾大学 PDF
自己点検評価

報告書
2020年度 2018年9月1日～2025年8月31日

17 近畿大学 PDF
自己点検評価

報告書
2020年度 2018年9月1日～2025年8月31日

18 滋賀医科大学 PDF
自己点検評価

報告書
2020年度 2018年9月1日～2025年8月31日

19 長崎大学 PDF
自己点検評価

報告書
2020年度 2018年9月1日～2025年8月31日
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（期限付認定）

  一般社団法人 日本医学教育評価機構

 「医学教育分野別評価」の結果
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新潟大学 PDF
自己点検評価

報告書

東京医科歯科大学

2019年度

2021年6月1日現在 【56大学】

PDF
自己点検評価

報告書

2020年度

2020年度

2020年度

PDF
自己点検評価

報告書
2020年度

PDF
自己点検評価

報告書

奈良県立医科大学

筑波大学 PDF
自己点検評価

報告書

和歌山県立医科大学

2019年度
自己点検評価

報告書
PDF大阪市立大学15

3 東京慈恵会医科大学 PDF
自己点検評価

報告書
2019年度

➡ページ内の検索について
検索される場合は、キーボードの「Ctrl」と「F」キーを同時に押すと 検索窓

が表示されますので、そのボックスに大学名を入力すると可能です。

http://www.med.niigata-u.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report2.pdf
https://www.med.niigata-u.ac.jp/contents/activity/certification/index.html
https://www.med.niigata-u.ac.jp/contents/activity/certification/index.html
http://www.med.tmd.ac.jp/index.html
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report3.pdf
http://www.med.tmd.ac.jp/evaluation.html
http://www.med.tmd.ac.jp/evaluation.html
http://www.jikei.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report4.pdf
http://www.jikei.ac.jp/news/gaibuhyouka.html
http://www.jikei.ac.jp/news/gaibuhyouka.html
http://www.m.chiba-u.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report5.pdf
http://www.m.chiba-u.ac.jp/edu/third-party-evaluation.html/
http://www.m.chiba-u.ac.jp/edu/third-party-evaluation.html/
https://www.m.chiba-u.jp/edu/third-party-evaluation.html/
http://www.m.u-tokyo.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report6.pdf
https://www.m.u-tokyo.ac.jp/education/evaluation.html
https://www.m.u-tokyo.ac.jp/education/evaluation.html
https://www.m.u-tokyo.ac.jp/education/evaluation.html
http://www.med.u-toyama.ac.jp/index-j.html
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report7.pdf
http://igakubu.med.u-toyama.ac.jp/news/cat7/
http://igakubu.med.u-toyama.ac.jp/news/cat7/
http://igakubu.med.u-toyama.ac.jp/news/cat7/
https://igaku.md.tsukuba.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report8.pdf
https://igaku.md.tsukuba.ac.jp/accreditationjacme
https://igaku.md.tsukuba.ac.jp/accreditationjacme
https://www.kpu-m.ac.jp/doc/index.html
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report9.pdf
https://www.kpu-m.ac.jp/doc/about/publicity.html
https://www.kpu-m.ac.jp/doc/about/publicity.html
https://www.kpu-m.ac.jp/doc/about/publicity.html
http://www.med.gifu-u.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report10.pdf
https://www.med.gifu-u.ac.jp/outline/hyouka/jacme.html
https://www.med.gifu-u.ac.jp/outline/hyouka/jacme.html
https://www.med.gifu-u.ac.jp/outline/hyouka/jacme.html
http://www.wakayama-med.ac.jp/dept/igakubu/index.html
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report11.pdf
http://www.wakayama-med.ac.jp/intro/kyoikujyoho/10/index.html
http://www.wakayama-med.ac.jp/intro/kyoikujyoho/10/index.html
http://www.naramed-u.ac.jp/index.html
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report12.pdf
http://www.naramed-u.ac.jp/university/gaiyo/kekaku-hyoka.html
http://www.naramed-u.ac.jp/university/gaiyo/kekaku-hyoka.html
http://www.kufm.kagoshima-u.ac.jp/~med/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report13.pdf
http://www.kufm.kagoshima-u.ac.jp/~med/bunyabetsuhyoka.html
http://www.kufm.kagoshima-u.ac.jp/~med/bunyabetsuhyoka.html
http://www.kufm.kagoshima-u.ac.jp/~med/bunyabetsuhyoka.html
http://www.med.kyoto-u.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report14.pdf
http://www.med.kyoto-u.ac.jp/outline/results/
http://www.med.kyoto-u.ac.jp/outline/results/
http://www.med.kyoto-u.ac.jp/outline/results/
http://www.med.gunma-u.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report15.pdf
http://www.med.gunma-u.ac.jp/jacme.html
http://www.med.gunma-u.ac.jp/jacme.html
http://www.med.gunma-u.ac.jp/jacme.html
http://www.med.osaka-cu.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report16.pdf
http://www.med.osaka-cu.ac.jp/education/jacme.shtml
http://www.med.osaka-cu.ac.jp/education/jacme.shtml
http://www.med.keio.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report17.pdf
http://www.med.keio.ac.jp/education/evaluation/index.html
http://www.med.keio.ac.jp/education/evaluation/index.html
http://www.med.keio.ac.jp/education/evaluation/index.html
https://www.kindai.ac.jp/medicine/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report18.pdf
https://www.kindai.ac.jp/medicine/about/undergraduate/disclosure/
https://www.kindai.ac.jp/medicine/about/undergraduate/disclosure/
https://www.kindai.ac.jp/medicine/about/undergraduate/disclosure/
https://www.shiga-med.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report19.pdf
https://www.shiga-med.ac.jp/education-and-support/jacme
https://www.shiga-med.ac.jp/education-and-support/jacme
https://www.shiga-med.ac.jp/education-and-support/jacme
http://www.med.nagasaki-u.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report20.pdf
http://www.med.nagasaki-u.ac.jp/med/jacme/jacme.html
http://www.med.nagasaki-u.ac.jp/med/jacme/jacme.html
http://www.med.nagasaki-u.ac.jp/med/jacme/jacme.html
http://www.med.niigata-u.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report2.pdf
https://www.med.niigata-u.ac.jp/contents/activity/certification/index.html
https://www.med.niigata-u.ac.jp/contents/activity/certification/index.html
http://www.med.tmd.ac.jp/index.html
https://www.med.niigata-u.ac.jp/contents/activity/certification/index.html
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report12.pdf
http://www.naramed-u.ac.jp/university/gaiyo/kekaku-hyoka.html
http://www.naramed-u.ac.jp/university/gaiyo/kekaku-hyoka.html
https://igaku.md.tsukuba.ac.jp/accreditationjacme
http://www.wakayama-med.ac.jp/intro/kyoikujyoho/10/index.html
http://www.naramed-u.ac.jp/university/gaiyo/kekaku-hyoka.html
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report3.pdf
http://www.med.tmd.ac.jp/evaluation.html
http://www.med.tmd.ac.jp/evaluation.html
http://www.med.tmd.ac.jp/evaluation.html
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report11.pdf
http://www.wakayama-med.ac.jp/intro/kyoikujyoho/10/index.html
http://www.wakayama-med.ac.jp/intro/kyoikujyoho/10/index.html
http://www.naramed-u.ac.jp/index.html
https://igaku.md.tsukuba.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report8.pdf
https://igaku.md.tsukuba.ac.jp/accreditationjacme
https://igaku.md.tsukuba.ac.jp/accreditationjacme
http://www.wakayama-med.ac.jp/dept/igakubu/index.html
http://www.med.osaka-cu.ac.jp/education/jacme.shtml
http://www.med.osaka-cu.ac.jp/education/jacme.shtml
http://www.med.osaka-cu.ac.jp/education/jacme.shtml
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report16.pdf
http://www.med.osaka-cu.ac.jp/
http://www.jikei.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report4.pdf
http://www.jikei.ac.jp/news/gaibuhyouka.html
http://www.jikei.ac.jp/news/gaibuhyouka.html
http://www.jikei.ac.jp/news/gaibuhyouka.html
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20 自治医科大学 PDF
自己点検評価

報告書
2020年度 2018年9月1日～2025年8月31日

21 琉球大学 PDF
自己点検評価

報告書
2020年度 2018年11月1日～2025年10月31日

22 広島大学 PDF
自己点検評価

報告書
2020年度 2018年11月1日～2025年10月31日

23 防衛医科大学校 PDF
自己点検評価

報告書
2020年度 2018年11月1日～2025年10月31日

2018年4月1日～2024年3月31日

2024年4月1日～2025年3月31日 （延長期間）

25 日本医科大学 PDF
自己点検評価

報告書
2020年度 2018年4月1日～2024年3月31日

26 山形大学 PDF
自己点検評価

報告書
2020年度 2018年4月1日～2024年3月31日

27 大阪医科大学 PDF
自己点検評価

報告書
2020年度 2019年2月1日～2026年1月31日

2021年4月、
大阪医科薬科大学に

名称変更

28 鳥取大学 PDF
自己点検評価

報告書
2020年度 2019年6月1日～2026年5月31日

29 徳島大学 PDF
自己点検評価

報告書
2020年度 2019年6月1日～2026年5月31日

30 香川大学 PDF
自己点検評価

報告書
2020年度 2019年6月1日～2026年5月31日

31 宮崎大学 PDF
自己点検評価

報告書
2020年度 2019年6月1日～2026年5月31日

32 愛媛大学 PDF
自己点検評価

報告書
2020年度 2019年10月1日～2026年9月30日

33 東北大学 PDF
自己点検評価

報告書
2020年度 2019年10月1日～2026年9月30日

34 山梨大学 PDF
自己点検評価

報告書
2020年度 2019年10月1日～2026年9月30日

35 岡山大学 PDF
自己点検評価

報告書
2020年度 2019年4月1日～2024年3月31日

36 藤田医科大学 PDF
自己点検評価

報告書
2020年度 2019年4月1日～2024年3月31日

37 熊本大学 PDF
自己点検評価

報告書
2020年度 2020年2月1日～2027年1月31日

38 旭川医科大学 PDF
自己点検評価

報告書
2020年度 2020年2月1日～2027年1月31日

39 杏林大学 PDF
自己点検評価

報告書
－ 2020年4月1日～2027年3月31日

40 神戸大学 PDF
自己点検評価

報告書
－ 2020年6月1日～2027年5月31日

41 愛知医科大学 PDF
自己点検評価

報告書
－ 2020年6月1日～2027年5月31日

42 川崎医科大学 PDF
自己点検評価

報告書
－ 2020年6月1日～2027年5月31日

43 名古屋市立大学 PDF
自己点検評価

報告書
－ 2020年6月1日～2027年5月31日

44 東京女子医科大学 PDF
自己点検評価

報告書
－ 2020年6月1日～2027年5月31日

24

2

2020年度横浜市立大学 PDF
自己点検評価

報告書

https://www.jichi.ac.jp/index.html
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report21.pdf
https://www.jichi.ac.jp/gaiyo/public_info/evaluation.html
https://www.jichi.ac.jp/gaiyo/public_info/evaluation.html
https://www.jichi.ac.jp/gaiyo/public_info/evaluation.html
http://www.med.u-ryukyu.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report22.pdf
http://www.med.u-ryukyu.ac.jp/safe-area/12170.html
http://www.med.u-ryukyu.ac.jp/safe-area/12170.html
http://www.med.u-ryukyu.ac.jp/safe-area/12170.html
https://www.hiroshima-u.ac.jp/med
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report23.pdf
https://www.hiroshima-u.ac.jp/med/about/disclosure/jacme
https://www.hiroshima-u.ac.jp/med/about/disclosure/jacme
https://www.hiroshima-u.ac.jp/med/about/disclosure/jacme
http://www.ndmc.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report24.pdf
http://www.ndmc.ac.jp/med/bunyabetsuhyokaigaku/
http://www.ndmc.ac.jp/med/bunyabetsuhyokaigaku/
http://www.ndmc.ac.jp/med/bunyabetsuhyokaigaku/
https://www.yokohama-cu.ac.jp/med/med_c/index.html
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report25.pdf
https://www.yokohama-cu.ac.jp/med_edu/activity/accreditationjacme.html
https://www.yokohama-cu.ac.jp/med_edu/activity/accreditationjacme.html
https://www.nms.ac.jp/college/medicine.html
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report26.pdf
https://www.nms.ac.jp/college/introduction/assessment/igakukyouiku_.html
https://www.nms.ac.jp/college/introduction/assessment/igakukyouiku_.html
https://www.nms.ac.jp/college/introduction/assessment/igakukyouiku_.html
http://www.id.yamagata-u.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report27.pdf
http://www.id.yamagata-u.ac.jp/tbmee.html
http://www.id.yamagata-u.ac.jp/tbmee.html
http://www.id.yamagata-u.ac.jp/tbmee.html
https://www.osaka-med.ac.jp/faculty/medical/index.html
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report28.pdf
https://www.osaka-med.ac.jp/about/jacme.html
https://www.osaka-med.ac.jp/about/jacme.html
https://www.osaka-med.ac.jp/about/jacme.html
https://www.med.tottori-u.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report29.pdf
https://www.med.tottori-u.ac.jp/introduction/medicine/about/26100.html
https://www.med.tottori-u.ac.jp/introduction/medicine/about/26100.html
https://www.med.tottori-u.ac.jp/introduction/medicine/about/26100.html
https://www.tokushima-u.ac.jp/department/department/medical/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report30.pdf
https://www.tokushima-u.ac.jp/med/jacme.html
https://www.tokushima-u.ac.jp/med/jacme.html
https://www.tokushima-u.ac.jp/med/jacme.html
https://www.med.kagawa-u.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report31.pdf
https://www.med.kagawa-u.ac.jp/faculty/jyouhou/bunyahyouka/
https://www.med.kagawa-u.ac.jp/faculty/jyouhou/bunyahyouka/
https://www.med.kagawa-u.ac.jp/faculty/jyouhou/bunyahyouka/
http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report32.pdf
http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/about/10753/
http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/about/10753/
http://www.med.miyazaki-u.ac.jp/home/about/10753/
https://www.m.ehime-u.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report33.pdf
https://www.m.ehime-u.ac.jp/medical/education/
https://www.m.ehime-u.ac.jp/medical/education/
https://www.m.ehime-u.ac.jp/medical/education/
https://www.med.tohoku.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report34.pdf
https://www.med.tohoku.ac.jp/public/index.html
https://www.med.tohoku.ac.jp/public/index.html
https://www.med.tohoku.ac.jp/public/index.html
https://www.med.yamanashi.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report35.pdf
https://www.med.yamanashi.ac.jp/igakubu/icfmg
https://www.med.yamanashi.ac.jp/igakubu/icfmg
https://www.med.yamanashi.ac.jp/igakubu/icfmg
http://www.okayama-u.ac.jp/user/med/index.html
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report36.pdf
https://www.okayama-u.ac.jp/user/med/medicine/igakuhyoka.html
https://www.okayama-u.ac.jp/user/med/medicine/igakuhyoka.html
https://www.okayama-u.ac.jp/user/med/medicine/igakuhyoka.html
https://www.fujita-hu.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report37.pdf
https://www.fujita-hu.ac.jp/faculty/medicine/jacme.html
https://www.fujita-hu.ac.jp/faculty/medicine/jacme.html
https://www.fujita-hu.ac.jp/faculty/medicine/jacme.html
https://www.kumamoto-u.ac.jp/gakubutou/igakubu
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report38.pdf
http://www.medphas.kumamoto-u.ac.jp/medical/med/jacme.html
http://www.medphas.kumamoto-u.ac.jp/medical/med/jacme.html
http://www.medphas.kumamoto-u.ac.jp/medical/med/jacme.html
http://www.asahikawa-med.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report39.pdf
http://www.asahikawa-med.ac.jp/bureau/kikaku/tenken.html#03n
http://www.asahikawa-med.ac.jp/bureau/kikaku/tenken.html#03n
http://www.asahikawa-med.ac.jp/bureau/kikaku/tenken.html#03n
http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/faculty/medicine/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report40.pdf
http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/faculty/medicine/post-2.php
http://www.kyorin-u.ac.jp/univ/faculty/medicine/post-2.php
https://www.med.kobe-u.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report41.pdf
https://www.med.kobe-u.ac.jp/about/jacme.html
https://www.med.kobe-u.ac.jp/about/jacme.html
https://www.aichi-med-u.ac.jp/su06/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report42.pdf
https://www.aichi-med-u.ac.jp/su06/su0613/index.html
https://www.aichi-med-u.ac.jp/su06/su0613/index.html
https://m.kawasaki-m.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report43.pdf
https://m.kawasaki-m.ac.jp/frombanner/hyouka.php
https://m.kawasaki-m.ac.jp/frombanner/hyouka.php
https://www.nagoya-cu.ac.jp/academics/undergrad-med/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report44.pdf
https://www.nagoya-cu.ac.jp/med/education/medicine/bunyabetuhyouka/
https://www.nagoya-cu.ac.jp/med/education/medicine/bunyabetuhyouka/
http://www.twmu.ac.jp/univ/medical/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report45.pdf
http://www.twmu.ac.jp/univ/certification_jacme.php
http://www.twmu.ac.jp/univ/certification_jacme.php
https://www.yokohama-cu.ac.jp/med_edu/activity/accreditationjacme.html
https://www.yokohama-cu.ac.jp/med/med_c/index.html
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report25.pdf
https://www.yokohama-cu.ac.jp/med_edu/activity/accreditationjacme.html
https://www.yokohama-cu.ac.jp/med_edu/activity/accreditationjacme.html


大学名
本機構の
評価結果

大学の
自己点検評価

年次報告書
 確認状況(※)

認定期間 備考

45 山口大学 PDF
自己点検評価

報告書
－ 2020年8月1日～2027年7月31日 

46 順天堂大学 PDF
自己点検評価

報告書
－ 2020年4月1日～2024年3月31日

47 昭和大学 PDF
自己点検評価

報告書
－ 2020年11月1日～2027年10月31日

48 福岡大学 PDF
自己点検評価

報告書
－  2020年11月1日～2027年10月31日 

49 金沢医科大学 PDF
自己点検評価

報告書
－  2020年11月1日～2027年10月31日 

50 岩手医科大学 PDF
自己点検評価

報告書
－ 2021年2月1日～2028年1月31日 

51 久留米大学 PDF
自己点検評価

報告書
－ 2021年2月1日～2028年1月31日

52 浜松医科大学 PDF
自己点検評価

報告書
－  2021年2月1日～2028年1月31日 

53 佐賀大学 PDF
自己点検評価

報告書
－  2021年2月1日～2028年1月31日 

54 三重大学 PDF
自己点検評価

報告書
－ 2021年2月1日～2028年1月31日

55 大阪大学 PDF
自己点検評価

報告書
－ 2021年6月1日～2028年5月31日

56 信州大学 PDF
自己点検評価

報告書
－ 2021年6月1日～2028年5月31日

 (※）「－」は次年度確認予定

http://www.med.yamaguchi-u.ac.jp/medicine/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report46.pdf
http://www.med.yamaguchi-u.ac.jp/medicine/jacme/
http://www.med.yamaguchi-u.ac.jp/medicine/jacme/
http://med.juntendo.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report47.pdf
https://med.juntendo.ac.jp/education/jacme_certificate.html
https://med.juntendo.ac.jp/education/jacme_certificate.html
https://www.showa-u.ac.jp/education/med/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report48.pdf
https://www.showa-u.ac.jp/education/med/jacme.html
https://www.showa-u.ac.jp/education/med/jacme.html
http://www.med.fukuoka-u.ac.jp/education/medicine/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report49.pdf
http://www.med.fukuoka-u.ac.jp/education/medicine/jacme/
http://www.med.fukuoka-u.ac.jp/education/medicine/jacme/
https://www.kanazawa-med.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report50.pdf
http://www.kanazawa-med.ac.jp/other/jacme.html
http://www.kanazawa-med.ac.jp/other/jacme.html
https://www.iwate-med.ac.jp/education/gakubu_in/med/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report51.pdf
https://www.iwate-med.ac.jp/education/information/igakuhyoukakijun/
https://www.iwate-med.ac.jp/education/information/igakuhyoukakijun/
https://www.kurume-u.ac.jp/site/med/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report52.pdf
https://www.kurume-u.ac.jp/site/med/jacme-result.html
https://www.kurume-u.ac.jp/site/med/jacme-result.html
https://www.hama-med.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report53.pdf
https://www.hama-med.ac.jp/about-us/disclosure-info/eval-info/jacme.html
https://www.hama-med.ac.jp/about-us/disclosure-info/eval-info/jacme.html
https://www.med.saga-u.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report54.pdf
https://www.gab.med.saga-u.ac.jp/tenkenhyouka/top.htm
https://www.gab.med.saga-u.ac.jp/tenkenhyouka/top.htm
https://www.medic.mie-u.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report55.pdf
https://www.medic.mie-u.ac.jp/med/outline/jacme.php
https://www.medic.mie-u.ac.jp/med/outline/jacme.php
https://www.med.osaka-u.ac.jp/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report56.pdf
https://www.med.osaka-u.ac.jp/education/valuation
https://www.med.osaka-u.ac.jp/education/valuation
https://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/medicine/
https://www.jacme.or.jp/pdf/evaluation_report57.pdf
https://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/medicine/department/medical_science/jacme.php
https://www.shinshu-u.ac.jp/faculty/medicine/department/medical_science/jacme.php

