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申請区分：特色型）

各年度補助金申請額の上限
年度（平成）
事業規模

７．本事業経費

24年度

25年度

26年度

120,000千円

27年度

28年度

合

計

148,500 174,050 174,050 174,050 174,050

844,700

補助金申請額 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

600,000

大学負担額 28,500

244,700

（単位：千円）
千円未満は切り捨て
る

内
訳

54,050

54,050

54,050

54,050
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申請区分：特色型）

目標設定シート

3
（大学名：東京医科歯科大学）
（申請区分：特色型）

目標設定シート１

【目標設定シート１全体で５ページ以内】

大学の教育理念を踏まえた構想の目的等
① 大学の教育理念を踏まえた構想の目的 【1 ページ以内】
≪大学の教育理念≫
東京医科歯科大学は、教育理念として以下の項目を挙げ、医科歯科連携で世界の医療・医歯学研究のグロ
ーバルスタンダードを目指している。
1. 幅広い教養と豊かな感性を備えた人間性の涵養を目指す
病める人と向き合う医療人は、患者の痛みが分かり、そして患者を取り巻く様々な状況をも理解
しなければならない。それには豊かな教養と人間への深い洞察力、高い倫理観と説明能力を備え
なければならない。
2. 自己問題提起、自己問題解決型の創造力豊かな人材を養成する
学業あるいは研究に当たっては、何事も鵜呑みにすることなく、疑問を投げかけ、種々の情報を
収集、解析し、自ら解決する能力が求められる。そうしてはじめて、独創的な研究を推進できる
人材が育まれる。
3. 国際感覚と国際競争力に優れる人材を養成する
研究成果が即座に世界に伝播する現代において、医療の分野でもその情報と時間の共有化がます
ます進んでいる。このような状況の中で、立ち後れない、むしろ最先端を行く人材の養成に努め
る。そのために海外教育研究拠点、海外国際学術交流協定校への派遣を積極的に推進する。
特に「国際感覚と国際競争力に優れる人材を養成する」の実現のために、本学では企画・国際交流戦略会
議を中心に、国際化の推進、国際交流の推進にむけての業務を統括し、全学レベルで取り組んでいる。
≪構想の目的≫
（問題提起）
・ 情報技術の革新および人の移動の増加により、医療の国際標準化、世界的流行病や災害時に際しての
国際協調の需要が高まっている。医療の国際標準化には、質の高い最新の医療情報へアクセスし共通
言語である英語にて理解する能力が必要であり、また英語運用力は国際協調の場では必須である。従
って、全ての医療人における英語運用力の底上げが急務である。
・ 国際保健/医療政策分野におけるリーダーの輩出が喫緊の課題である。日本は国連拠出金が米国に次い
で第 2 位であるにもかかわらず、他の国連機関と同様に、世界保健機構(WHO)においても日本人スタッ
フ数は、加盟国中でもかなり低い（人口や拠出金額から概算される望ましい職員数の 23-31%程度）
。
・ 現在日本は医薬品・医療機器分野でも輸入超過に陥っており、その基盤となる基礎研究においての国
際競争力向上が急務である。研究活動のアウトプットとして論文数をみると日本は米中英独に次いで
第 5 位まで落ち込んでおり、各分野の Top10%論文数シェアでは日本の低迷はさらに顕著であり（米英
独中仏に次ぎ第 6 位）
、また国際共著率も低い（英仏独米に次ぎ第 5 位）
。これらは、科学における共
通言語である英語運用力・情報発信力が低いことに大きく起因している。さらに、大学院生や教員に
おいて内向き思考の広がりがあり、海外研究留学希望者数も減尐している。
・ 東日本大震災の際に他国のボランティア医療スタッフから多大なる協力を受けたように、日本の医療
人も他国/地域が医療を必要とした際には積極的に国際協力をしなければならず、その際には高い英語
運用力のもと質の高い災害医療サービスを提供できる人材育成が求められる。また、近年アジア各国
では医療観光産業が発展しているが、日本にはそれらの国を上回る高い医療技術・サービスがありな
がら大きく出遅れている。政府の新成長戦略のもと観光庁が進める医療観光等医療産業分野の発展の
ためには、高い英語運用力のもと質の高い医療サービスを提供できる人材育成が急務である。
（本取組の目的）
国民の健康増進に貢献する医療人を養成するという医療系大学のミッションに基づき、グローバル化が進
むなかで、医療の国際標準化および国際協調の観点から必要度の増す医療人の英語運用力の底上げを図る
とともに、国際感覚と国際競争力に優れる人材を養成することを教育理念とする本学に課せられた役割と
して、成熟した国家である日本が主要先進国として生命科学研究・国際保健/医療政策・国際協力/医療観
光等医療産業分野において世界を支え牽引していくために中心的役割を担うグローバルヘルスリーダー
を育成することが、本取組の目的である。
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② 大学の教育目的・特色を踏まえた魅力的なグローバル人材像 【２ページ以内】
≪大学の教育目的・特色≫
本学の教育目的を、本学が掲げる中期目標に基づき記述する。
（第２期中期目標、本学の基本的目標より）
1. 幅広い教養と豊かな感性を備え、自己問題提起・解決型の創造力を持ち、国際性豊かな人材の養成を図
る。
2. 深い専門性と高度な技術を習得した、世界をリードする研究者並びに医療人の養成を図る。
3. 質の高い医療を推進するため、国際的に最先端の基礎研究・臨床研究を展開する。
4. 産学官の国内外研究機関との連携を推進し、世界トップレベルの研究拠点としての強化を図る。
5. 高度医療と社会貢献の拠点としての病院機能の強化を図る。
6. 患者中心の医療を実践する人材を育成する。
7. 医歯学・生命科学・医療工学の教育、研究、診療を通じた国際貢献への取組を推進する。
8. 社会的なニーズの多様化に対応した教育・研究を推進する。

本目標のもと、本学ではこれまで以下のように、教育および研究における国際化を進めている。
・ 2002 年度に HMI（ハーバード・メディカル・インターナショナル、2008 年より PHMI（パートナーズ・
ハーバード・メディカル・インターナショナル）、2012 年より PIMS（パートナーズ・インターナショ
ナル・メディカル・サービス））との医学教育提携契約を締結し、ハーバード大学医学部での教員研修
を実施し、2002〜2011 年の 10 年間で本学教員延べ 121 名が参加した。また、ハーバード大学教員招
聘により本学において全教員を対象とした教員研修を 2004 年と 2005 年に実施した。また、同提携に
基づき本学医学科学生に卖位互換によるハーバード大学医学部関連病院での臨床実習機会が与えられ
ており、毎年 8 名程度で 2004〜2012 年度に合計 64 名が派遣された。
・ 2004 年度より英国インペリアルカレッジとの学生交換プログラム契約を締結し、本学医学科学生に卖
位互換（自由研究科目として）による同大学研究室における研究留学機会が与えられており、毎年 4
名程度で 2005〜2011 年度に合計 28 名が派遣された。なお、同プログラムでは先方大学からも毎年同
様な卖位互換形態にて 4 名の学生が本学で研究を行っている。
・ これらに加え、医・歯学部を通して多くの国際学術交流協定校や、以下の３つの海外教育・研究拠点
を通して教育交流を行っている。
 本学は 2010 年にチリの私立病院クリニカ・ラス・コンデスとラテンアメリカ共同研究センター
（LACRC）を設立：本学医学科学生に同センター研究室における研究留学機会が与えられ、これ
までに 12 名が派遣された。
 本学は 1991 年よりタイのチュラロンコン大学と学術交流協定を結んでいるが、両機関間におけ
る教育および研究に関する更なる連携を強める目的で、2010 年にチュラロンコン大学-東京医科
歯科大学研究教育協力センター（CU-TMDU センター）を設立：本学医学科学生に同センター研究
室における研究留学機会が与えられ、これまでに 2 名が派遣された。
 本学は 2009 年にガーナ大学野口記念医学研究所との教育・研究交流を目的とした共同研究セン
ター、ガーナ大学野口記念医学研究所-東京医科歯科大学共同研究センターを設立：本学医学科
学生に同センター研究室における研究留学機会が与えられ、これまでに 10 名が派遣された。
・ 全学を対象とし、大学の費用負担で成績優秀者の国際学術交流協定校等への短期留学機会を奨励する
制度（海外研修奨励制度）を設立し、2002〜2011年度に合計54名が派遣された。
・ 本学の大学院医歯学総合研究科健康推進医学分野（高野健人教授）は、1997 年より WHO 健康都市研究
協力センターとして研究活動を行っており、本学を含むアジア・アフリカ諸国の学生を中心として国
際保健分野における博士課程教育を提供している。また、医学科自由選択学習科目や歯学科研究体験
実習における同分野での研究の一環として、WHO Internship に過去 5 年間で 5 名が参加した。
このように本学は、国際感覚と国際競争力に優れる人材の養成を教育理念とし、教育および研究における
国際化をこれまでも積極的に進めており、本学の大きな特色の一つとなっている。それを反映する事実と
して、本学にはキャリア構築のために積極的に海外学習機会を利用したいと考え入学する学生が増加して
おり、
入学直後に施行している TOEFL の平均点が、
医学科では 2002 年の 504.6 点に対して 2010 年には 527.6
点と年々上昇した。また、幼い頃の海外経験者も増加している。そして実際に海外学習機会を利用する学
生数は、2004 年の 4 人に対して、ここ 2 年は 32 人（全学卒業者数の約 12％）にのぼっている。
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このように、多くの医療系大学が密集し、日本全国から優秀な学生が進学してくる東京において、本学は
国際感覚と国際競争力に優れる人材の養成を教育理念に掲げ、そのための様々な取組を進め、受験生にも
認知され、グローバルに活躍するというキャリアビジョンを持った学生が多く進学してくる。その本学が、
日本が主要先進国として生命科学研究・国際保健/医療政策・国際協力/医療観光等医療産業分野において
世界を支え牽引していくために中心的役割を担うグローバルヘルスリーダーを育成することは、本学に課
せられた使命であると認識している。
≪育成するグローバル人材像≫
前述した本取組の目的に基づき、育成の第一目標は｢医療の国際標準化および国際協調の観点から必要と
される英語運用力をもつ医療人｣となる。その中から更に、下記のような｢成熟した国家である日本が主要
先進国として生命科学研究・国際保健/医療政策・国際協力/医療観光等医療産業分野において世界を支え
牽引していくために中心的役割を担うグローバルヘルスリーダー｣を特別プログラムで育成する。

医療人の英語運用力の底上げの観点から
医療の国際標準化および国際協調の観点から必要とされる英語運用力を持つ医療人の人材像
 文化（歴史／経済／宗教／習慣／行動様式／食生活など）や価値観を異にする人達とふれあう経験
を持ち、文化および価値観における多様性を理解し、尊重する。
 質の高い最新の医療情報へアクセスし共通言語である英語にて理解する能力をもち、提供する医療
の国際標準化に努める。
 世界的流行病や災害時に際しての国際協調の際に、英語母語者／非母語者を含めた様々な人達を相
手に英語で情報交換ができる英語運用力を有する。
グローバルヘルスリーダーの育成の観点から
成熟した国家である日本が主要先進国として生命科学研究・国際保健/医療政策・国際協力/医療観光等医
療産業分野において世界を支え牽引していくために中心的役割を担うグローバルヘルスリーダーの人材像
【共通する人材像】
 日本人としてのアイデンティティに誇りを持ち、日本の歴史／文化／制度に習熟しており、世界に
おける日本が果たすべき役割を十分理解している。
 文化（歴史／経済／宗教／習慣／行動様式／食生活など）や価値観を異にする人達とふれあう経験
を豊富に積み、文化および価値観における多様性を十分理解し、尊重する。
 世界共通言語である英語の、言語としての運用力のみならず、英語母語者／非母語者を含めた様々
な人達を相手に英語で議論できる高い能力を有する。
【活躍する分野において特異的な人材像】
・ 生命科学研究分野において中心的役割を担うグローバルヘルスリーダー
 高い問題解決能力と十分な臨床経験を基盤に生命科学研究に従事し、国内のみならず、国外も含め
た最先端研究機関に積極的に応募・在籍し、切磋琢磨を通して世界最先端の研究を行うとともに、
当該研究分野におけるリーダー・フロントランナーとしてその発展に貢献する。
 生命科学研究分野での後継者養成に国内外で尽力する。
・ 国際保健/医療政策分野において中心的役割を担うグローバルヘルスリーダー
 疫学/統計/環境/医療政策/社会・行動科学に関する深い理解があり、また高い倫理観を有する。
 学士課程修了後、高い専門技術の修得および専門領域での豊富な経験を積み、それら専門的背景を
持った上で国際保健/医療政策決定機関に従事し、中心的役割を果たす。
 国際保健/医療政策分野での後継者養成に国内外で尽力する。
・ 国際協力/医療観光等医療産業分野において中心的役割を担うグローバルヘルスリーダー
 世界共通言語である英語の、言語としての運用力のみならず、英語母語者／非母語者を含めた様々
な人達を相手に英語で医療サービスを提供できる高い能力を有する。
 学士課程修了後、高い専門技術の修得および専門領域での豊富な経験を積み、それら専門的背景を
持った上で国際協力活動や医療観光産業等に従事し、日本における同活動/同産業を牽引する。
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③ 設定したグローバル人材像を踏まえ、卒業・修了時に学生が修得すべき具体的能力の明確化
【２ページ以内】

目標設定シート 1の②に列挙した具体的なグローバル人材像それぞれ（目標設定シート 1 の②の記載の順）
について、卒業時および卒業後の段階で修得すべき具体的能力（コンピテンシー）を下に記載する。
医療人の英語運用力の底上げの観点から
医療の国際標準化および国際協調の観点から必要とされる英語運用力をもつ医療人の人材像
 文化（歴史／経済／宗教／習慣／行動様式／食生活など）や価値観を異にする人達とふれあう経験
を持ち、文化および価値観における多様性を理解し、尊重する
 （卒業時）日本および他国/地域/民族のそれぞれの文化や価値観、そしてそれらにおける多様
性の背景として考えられうる要因を説明できる。
 （卒業時）異文化の人達と接する際、文化や価値観の違いを理解し、尊重できる。
 質の高い最新の医療情報へアクセスし共通言語である英語にて理解する能力をもち、提供する医療
の国際標準化に努める。
 （卒業時）自身の専門分野の用語を日本語および英語を用いて表記/理解できる。
 （卒業時）問題解決のために有用性の高い医療情報を効果的/効率的に同定でき、その内容の
信頼性/結果/適用性につき批判的に吟味できる。
 （卒業時）問題に遭遇したときのみならず、自己振り返りに基づく課題設定とそれに対する取
組みにより、常に自身の知識/技術の国際標準化を図るという自己研鑽の姿勢を有する。
 世界的流行病や災害時に際しての国際協調の際に、英語母語者／非母語者を含めた様々な人達を相
手に英語で情報交換ができる英語運用力を有する。
 （卒業時）自身の専門分野の用語を英語にて口頭表現/表記/理解でき、それを用いて必要最尐
限の医療情報の口頭および文書での伝達と理解ができる。
グローバルヘルスリーダーの育成の観点から
成熟した国家である日本が主要先進国として生命科学研究・国際保健/医療政策・医療観光等医療産業分
野において世界を支え牽引していくために中心的役割を担うグローバルヘルスリーダーの人材像
【共通する人材像】
 日本人としてのアイデンティティに誇りを持ち、日本の歴史／文化／制度に習熟しており、世界に
おける日本が果たすべき役割を十分理解している。
 （卒業時）日本および他国/地域/民族のそれぞれの歴史／文化／制度とその違い、そして世界
における日本が果たすべき役割を英語で説明でき、それにふさわしい振舞いができる。
 文化（歴史／経済／宗教／習慣／行動様式／食生活など）や価値観を異にする人達とふれあう経験
を豊富に積み、文化および価値観における多様性を十分理解し、尊重する。
 （卒業時）日本および他国/地域/民族のそれぞれの文化や価値観、そしてそれらにおける多様
性の背景として考えられうる要因を英語で説明できる。
 （卒業時）異文化の人達と接する際、文化や価値観の違いを理解し、尊重し、行動できる。
 世界共通言語である英語の、言語としての運用力のみならず、英語母語者／非母語者を含めた様々
な人達を相手に英語で議論できる高い能力を有する。
 （卒業時）英語母語者／非母語者を含めた様々な人達を相手に英語にて議論に建設的に貢献で
きる高い英語運用力・コミュニケーションスキル・議論手法を有し、提示できる。
 （卒業時）自身の専門分野の用語を英語にて口頭表現/表記/理解でき、それを用いて必要十分
な情報の口頭および文書での伝達と理解ができる。
【活躍する分野において特異的な人材像】
・ 生命科学研究分野において中心的役割を担うグローバルヘルスリーダー
 高い問題解決能力と十分な臨床経験を基盤に生命科学研究に従事し、国内のみならず、国外も含め
た最先端研究機関に積極的に応募・在籍し、切磋琢磨を通して世界最先端の研究を行うとともに、
当該研究分野におけるリーダー・フロントランナーとして、その発展に貢献する。
 （卒業時）未解決の臨床的あるいは科学的問題を認識し、仮説を立て、それを解決するための
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方法と資源を指導・監督のもとで見いだし、指導・監督のもと、研究倫理に十分配慮し、研究
を実施でき、研究で明らかになった新しい知見を、口頭および書面で英語にて説明できる。
 （卒業時）生命科学研究における日本を含む世界各国の取組みを理解し、日本の現状と本来果
たすべき役割を説明できる。
 （卒業後）国内外の最先端研究機関にて世界最先端の研究に従事するに十分な実績を有する。
 （卒業後）当該研究分野の他のリーダー・フロントランナーと適切・効果的に交流・協調でき、
同分野の研究を牽引するリーダーシップを発揮できる。
 生命科学研究分野での後継者養成に国内外で尽力する。
 （卒業時）同分野で国際的に活躍し、後継者養成に尽力しているロールモデルにめぐりあう
 （卒業時）上下学年学生やメンターとの交流を通して、後輩への教育やメンタリングの重要性
を理解し説明できる。
 （卒業後）メンターとして後継者候補へのメンタリングを提供でき、また効果的な後継者教育
ができる。
・ 国際保健/医療政策分野において中心的役割を担うグローバルヘルスリーダー
 疫学/統計/環境/医療政策/社会・行動科学に関する深い理解があり、また高い倫理観を有する。
 （卒業時）疫学、統計、環境、医療政策、社会/行動科学、医療倫理につき、学士課程を修了
し各医療専門職資格取得に必要な知識を有する。
 （卒業後）特に疫学、統計、環境、医療政策について、国際保健/医療政策分野に従事し中心
的役割を果たす者として必要充分な知識と英語での応用力（公衆衛生修士課程修了レベル）を
有する。
 学士課程修了後、高い専門技術の修得および専門領域での豊富な経験を積み、それら専門的背景を
持った上で国際保健/医療政策決定機関に従事し、中心的役割を果たす。
 （卒業時）自身の専門分野に関する学士課程を修了し、専門職資格を取得するに十分な知識・
技能・態度を提示できる。
 （卒業後）自身の専門分野について、学士課程修了後、専門領域での豊富な経験を蓄積し、高
い専門知識・技術およびプロフェッショナリズムを修得し、提示できる。
 国際保健/医療政策分野での後継者養成に国内外で尽力する。
 （卒業時）同分野で国際的に活躍し、後継者養成に尽力しているロールモデルにめぐりあう
 （卒業時）上下学年学生やメンターとの交流を通して、後輩への教育やメンタリングの重要性
を理解し説明できる。
 （卒業後）国際保健/医療政策分野への人材輩出のための効果的な啓発活動を実施できる。
 （卒業後）メンターとして後継者候補へのメンタリングを提供でき、また効果的な後継者教育
ができる。
・ 国際協力/医療観光等医療産業分野において中心的役割を担うグローバルヘルスリーダー
 世界共通言語である英語の、言語としての運用力のみならず、英語母語者／非母語者を含めた様々
な人達を相手に英語で医療サービスを提供できる高い能力を有する。
 （卒業後）医療における自身の専門分野について、英語母語者／非母語者を含めた様々な人達
を相手に、英語でサービスを提供できる。
 学士課程修了後、高い専門技術の修得および専門領域での豊富な経験を積み、それら専門的背景を
持った上で国際協力活動や医療観光産業等に従事し、日本における同活動/同産業を牽引する
 （卒業後）医療観光の利用者における利用の背景因子について、各国の医療機構とその問題点
の視点から説明できる。
 （卒業後）様々な国における医療観光の取組みについて、文化/制度的背景の違いによる特色
や問題点を説明でき、日本における医療観光の特色/役割、予想されうる問題点につき、説明
できる。
 （卒業後）自身の専門分野について、学士課程修了後、専門領域での豊富な経験を蓄積し、高
い専門知識・技術およびプロフェッショナリズムを修得し、提示できる。

8
（大学名：東京医科歯科大学）
（申請区分：特色型）

目標設定シート２
本構想において実現する達成目標の設定 【学部数に応じて必要ページ以内】
① 卒業時の外国語力スタンダードの設定とこれを満たす学生数
② 卒業時における「単位取得を伴う海外留学経験者数」
※①、②いずれも、当該年度において学士課程最終学年に在籍する者を母数として目標値を設定してください。

全

学

平成２３年度

外国語力スタンダード
を満たす学生数
うち海外留学未経験
者数
（Ａ）
海外留学経験者数
（Ｂ）
卒業［予定］者数
（Ｃ）
比
率
（（Ａ+Ｂ）/Ｃ）

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

53 人

55 人

62 人

79 人

12 人

11 人

15 人

18 人

３２人

36 人

44 人

47 人

52 人

62 人

266 人

271 人

274 人

274 人

310 人

290 人

20.4％

21.2％

21.6％

27.6％

43 人（8）

45 人（8）

47 人（8）

59 人（8）

卒業時の外国語力スタンダード

医
学
部

平成２４年度

TOEFL(iBT) 80

海外留学経験者数

32 人

32 人

38 人

40 人

44 人

52 人

３カ月未満

14 人

13 人

19 人

21 人

25 人

28 人

３カ 月～１ 年

18 人

19 人

19 人

19 人

19 人

24 人

超

0人

0人

0人

0人

0人

0人

卒業［予定］者数

１

年

172 人

173 人

179 人

183 人

201 人

195 人

本取組において、全学生へのグローバルキャリアのための動機づけや英語運用力底上げの取組、グローバルヘル
目標設定の考え方

スリーダー育成プログラム、海外教育提携校の増数などにより、自由研究科目において海外にて研究を行う学生、
臨床実習を海外で行う学生（いずれも単位認定あり）が増加することを見込み目標を設定した。

卒業時の外国語力スタンダード

歯
学
部

TOEFL(iBT) 80
TOEIC 730

10 人（4）

10 人（3）

15 人（7）

20 人（10）

海外留学経験者数

0人

４人

6人

7人

8人

10 人

３カ月未満

０人

４人

6人

7人

8人

10 人

３カ 月～１ 年

０人

０人

0人

0人

0人

0人

１

０人

０人

0人

0人

0人

0人

94 人

98 人

95 人

91 人

109 人

95 人

年

超

卒業［予定］者数

本取組において、全学生へのグローバルキャリアのための動機づけや英語運用力底上げの取組、グローバルヘル
目標設定の考え方

スリーダー育成プログラム、海外教育提携校の増数などにより、自由研究科目において海外にて研究を行う学生、
臨床実習を海外で行う学生（いずれも単位認定あり）が増加することを見込み目標を設定した。

注１）平成２８年度の比率（
（Ａ+Ｂ）/Ｃ）は、必ず１０％以上となるよう設定してください。
注２）
「外国語力スタンダードを満たす学生数」の学部ごとの記入欄の（ ）内は、外国語力スタンダー
ドを満たす学生数のうち「単位取得を伴う海外留学未経験」の学生数を記載する。
注３）上記で記載する「海外留学経験者数」は、いずれも単位取得を伴う海外留学経験者数であり、単位
取得を伴わない海外留学経験者は含まないものとする。
注４）学部数に応じて、適宜行を増やしてください。
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③ 「目標設定シート１③」で設定した具体的能力についての定性又は定量的測定指標・達成水準の
設定、これを達成する学生数の目標設定 【学部数に応じて必要ページ以内】
※「目標設定シート１③」で大学院修了時の具体的能力を設定した場合は大学院での目標値についても作成してください。
（対象：全学部）
（測定指標・達成水準）
Global Health Science Program 修了（学士課程も修了）をもって達成水準とする
（指標・水準設定の考え方）
グローバルヘルスリーダー養成の観点からの到達目標は、キャリアに基づく卒業時に修得しておくべき資質を踏まえ Global Health Science
Program の履修科目/要件が設定されていることから、同 Program 修了をもって達成水準とする。
（達成する学生数設定の考え方）
Global Health Science Program には,Program 開講年の新入学生のみでなく、第 2 学年以降の学生も編入にて参加する。そして、本 Program
開講後に、よりグローバルキャリア志向の強い学生が入学してくることが見込まれることを考慮し、下記目標を設定した。

全

学

平成２５年度

達成する割合（A/B）

平成２７年度

平成２８年度

9人

15 人

25 人

29 人

274 人

274 人

310 人

290 人

3.3％

5.5％

8.1％

10.0%

達成する学生数（A）
対象となる学生数（B）

平成２６年度

（対象：医学部）
（測定指標・達成水準）
Global Health Science Program 修了（学士課程も修了）をもって達成水準とする
（指標・水準設定の考え方）
グローバルヘルスリーダー養成の観点からの到達目標は、キャリアに基づく卒業時に修得しておくべき資質を踏まえ Global Health Science
Program の履修科目/要件が設定されていることから、同 Program 修了をもって達成水準とする。
（達成する学生数設定の考え方）
Global Health Science Program には,Program 開講年の新入学生のみでなく、第 2 学年以降の学生も編入にて参加する。そして、本 Program
開講後に、よりグローバルキャリア志向の強い学生が入学してくることが見込まれることを考慮し、下記目標を設定した。

医学部

平成２５年度

対象となる学生数（B）
達成する割合（A/B）

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

8人

14 人

23 人

26 人

179 人

183 人

201 人

195 人

4.5％

7.7％

11.4％

13.3％

達成する学生数（A）

（対象：歯学部）
（測定指標・達成水準）
Global Health Science Program 修了（学士課程も修了）をもって達成水準とする
（指標・水準設定の考え方）
グローバルヘルスリーダー養成の観点からの到達目標は、キャリアに基づく卒業時に修得しておくべき資質を踏まえ Global Health Science
Program の履修科目/要件が設定されていることから、同 Program 修了をもって達成水準とする。
（達成する学生数設定の考え方）
Global Health Science Program には,Program 開講年の新入学生のみでなく、第 2 学年以降の学生も編入にて参加する。そして、本 Program
開講後に、よりグローバルキャリア志向の強い学生が入学してくることが見込まれることを考慮し、下記目標を設定した。

歯学部

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

1人

1人

2人

3人

対象となる学生数（B）

95 人

91 人

109 人

95 人

達成する割合（A/B）

1.1％

1.1％

1.8％

3.2％

達成する学生数（A）
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④ その他本構想における取組に対する目標 【１ページ以内】
大学のグローバル化に向けた戦略と教育課程の国際通用性の向上
（教育課程の国際通用性向上のための取組）
・ 平成 24 年度末までにシステムを整備し、平成 25 年度より、海外留学生を主たる対象として、オンラ
インにてのシラバス公開/授業閲覧/試験受験を可能とするシステム、Virtual Campus を導入する。
・ 平成 25 年度末までに、学士課程全科目シラバスの充実/標準化/一部多言語化/国際標準であるコード
を用いたナンバリングの導入を行う。
・ 平成 26 年度末までに、GPA 制度(既に導入済み)の運用状況調査およびそれに基づく評価・改善を行う。
（戦略的な国内外への教育情報の発信）
・ 本取組に関する Website を平成 24 年度末までに整備し、平成 25 年度より運用開始する。
・ 本学 Website および年次報告書にまだ網羅されていない本学の教育情報（外国人教員数/学生に関する
情報など）を、平成 25 年度末までに追加記載する。
・ 平成 27 年度にフォーラムを開催し、国内外教育機関教員/他大学学生/本学への入学を検討している者
らとシンポジウムなどを通して意見交換の場を設ける。
（事務体制のグローバル化）
・ 平成 24 年度より、事務職員を対象とした英語運用力向上のための通年性学習機会を提供する。
・ 平成 25 年度末までに、学内規定や各種手続き書類の英語化を行う。
グローバル人材として求められる能力を育成するための大学の特色に応じた取組
語学力を向上させるための入学時から卒業時までの一体的な取組
（底上げのための取組）
・ 平成 25 年度より、異文化交流セミナー（全新入学生参加義務、年１回）開始、英語運用力向上のため
の通年性学習機会（希望する全学生対象）を開講する。
・ 上述内容に加え、平成 26 年度より、学士課程英語教育における小グループ議論への外国人留学生（博
士/修士課程）の議論への参加推奨を開始する。
・ 平成 28 年度末までに本学学士課程全科目最終試験問題の 10%の英語化を達成する。
（グローバルヘルスリーダー育成のための取組）
・ リーダー育成プログラム（Global Health Science Program、GHSP 後述）を平成 25 年度より開始し（同
年度より、新入生に加え、第 2 学年次以上の学生も編入参加）
、平成 26 年度には同プログラム下全科
目開講する。
教員のグローバル教育力の向上の取組
（教育体制のグローバル化）
・ 平成 24 年度末までに、GHSP での教育、および自身の専門分野に関する完全英語履修科目提供を目的
とした英語を母語とする教員（医学/歯学/看護学/公衆衛生学/生命科学等を専門分野とする）を国際
公募により雇用する。
（グローバル教育力向上のための取組）
・ 平成 24 年度より、教職員を対象とした英語運用力向上のための通年性学習機会を提供する。
・ 平成 26 年度に、教育提携校より医歯学教育専門家を招聘し全教員を対象とした教員研修を開催する。
日本人学生の留学を促進するための環境整備
（日本人学生に対する動機付けや、留学を促進するための取組）
・ 平成 25 年度より動機付け/視野拡大を目的とした全新入学生対象の異文化交流セミナーを開始する。
・ 平成 25 年度末までに、卖位互換での豊富な教養留学/研究留学/臨床留学の機会の創出のために、教育
提携校の増数を図る。
構想の実現に向けた推進体制、準備状況、資金計画の合理性
（構想のマネジメント体制と評価、改善の取組）
・ 平成 24 年度中に、生命科学研究・国際保健/医療政策・国際医療協力分野でグローバルに活躍する本
学教員および同分野に関する学内外有識者よりなる推進委員会を組織、そして同委員会は同年度中に
本取組の実施にあたる新たな組織、グローバルキャリア支援室を設立する。
・ 平成 24 年度末までに、学内外（海外も含む）有識者による第３者評価委員会を組織する。
（得られた成果の公表・普及と国内大学のグローバル化への貢献）
・ 平成 28 年度末までに、本取組の活動状況や成果を各分野教育学会で報告/発表する。
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目標設定シート３

大学が目指す国際通用力の向上のための具体的目標 【４ページ以内】
※以下①～⑥の項目については、構想の実現に伴う大学の国際通用力の向上に係る目標値を設定してください。

① 日本人学生の海外留学者数・全学生に対する比率
平成２３年度
海外留学者数

（Ａ）

平成２４年度

38 人

平成２５年度

60 人

（ 28 人）

（ 41 人）

平成２６年度

66 人
（ 47 人）

平成２７年度

68 人
（ 49 人）

平成２８年度

71 人
（ 52 人）

75 人
（ 56 人）

博士・博士後期課程
在籍者

（

6人
0 人）

（

16 人
４人）

（

16 人
４人）

（

16 人
４人）

（

16 人
４人）

（

16 人
４人）

修士・博士前期課程
在籍者

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

学士課程在籍者

全 学 生 数

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

32 人
（ 28 人）

44 人
（ 37 人）

50 人
（ 43 人）

52 人
（ 45 人）

55 人
（ 48 人）

59 人
（ 52 人）

2810 人

2845 人

2706 人

2691 人

2711 人

2662 人

1.4％

2.1％

2.4％

2.5％

2.6％

2.8％

（ 1.0％）

（ 1.4％）

（ 1.7％）

（ 1.8％）

（ 1.9％）

（ 2.1％）

本取組では、医療人の英語運用力の底上げと、グローバルヘルスリーダー育成を行う。前者では異文化交流セ
ミナーによる動機付けや希望するすべての学生（学士/・修士/博士課程）が参加可能な English Brush-up
Courses（いずれも後述）により、外向き志向の学生が増え、単位互換/認定の有無を問わず海外留学機会が増
目標設定の考え方

えるものと予測される。また後者では、Global Health Science Program の中で単位互換/認定の海外留学を
義務としているが、同時に単位互換/認定を伴わない留学も奨励している。これらを考慮し、上記のように目標
を設定した。

注１）各年度における 4 月 1 日から 3 月 31 日までに海外の大学に派遣された日本人学生数について記載する。
注２）上記記載欄のうち（ ）内には、諸外国の大学等との学生交流に関する協定等（以下「協定等」という。
）に基づき、
教育又は研究等を目的として、海外の大学等（海外に所在する日本の大学等の分校は除く。
）に派遣される日本人学生数を
記載する。

【平成 23 年度実績の内訳】
平成 23 年度実績内訳

海外留学者数

（Ａ）

３ヶ月未満

３ヶ月以上１年未満

17 人
（ 16 人）

１年以上

17 人
（ 12 人）

合 計

4人
（

0 人）

３8 人
（ 28 人）

博士・博士後期課程
在籍者

（

0人
0 人）

（

2人
0 人）

（

4人
0 人）

（

６人
0 人）

修士・博士前期課程
在籍者

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

（

0人
0 人）

15 人
（ 12 人）

（

0人
0 人）

32 人
（ 28 人）

2810 人

2810 人

2810 人

0.6％

0.1％

1.４％

学士課程在籍者

全 学 生 数

（Ｂ）

海外留学者比率（Ａ/Ｂ）

17 人
（ 16 人）

2810 人
0.6％
（ 0.6％）

（ 0.4％）

（

0％）

（ 1.0 ％）
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② 外国人留学生数・全学生に対する比率

外国人留学生数

（Ａ）

平成２４年度
（H24.5.1）

平成２５年度
（H2５.5.1）

平成２６年度
（H2６.5.1）

平成２７年度
（H2７.5.1）

平成２８年度
（H2８.5.1）

215 人

218 人

221 人

224 人

227 人

（

5 人）

（

8 人）

（

11 人）

（

14 人）

（

17 人）

博士・博士後期課程
在籍者

（

172 人
0 人）

（

172 人
0 人）

（

172 人
0 人）

（

172 人
0 人）

（

172 人
0 人）

修士・博士前期課程
在籍者

（

16 人
0 人）

（

16 人
0 人）

（

16 人
0 人）

（

16 人
0 人）

（

16 人
0 人）

（

7人
0 人）

（

7人
0 人）

（

7人
0 人）

（

7人
0 人）

（

7人
0 人）

（

20 人
5 人）

（

23 人
8 人）

（

26 人
11 人）

（

29 人
14 人）

（

32 人
17 人）

学士課程在籍者
上記以外
（短期留学生、研究生等）

215 人

（Ａ）のうち、在留資格
「留学」の者
（Ｂ）
全 学 生 数

（

（Ｃ）

外国人留学生比率1（Ａ/Ｃ）

5 人）

215 人
（

（

5 人）

215 人
（

5 人）

215 人
（

5 人）

2845 人

2706 人

2691 人

2711 人

2662 人

7.6％

8.1％

8.2％

8.3％

8.5％

（

0.2％）

（

7.6％

外国人留学生比率2（Ｂ/Ｃ）

5 人）

215 人

（

0.2％）

0.3％）

（

7.9％
（

0.2％）

0.4％）

（

0.5％）

8.0％
（

0.2％）

（

7.9％
（

0.2％）

0.6％）
8.1％

（

0.2％）

本取組において、海外教育協定校が増えること、完全英語履修の専門教育科目が増えることにより、本学のグ
目標設定の考え方

ローバル化が進むことを受け、外国人留学生数が増えることが期待される。それらを考慮し、上記のように目
標を設定した。

注１）留学生数の計上に当たっては、
「出入国管理及び難民認定法」別表１に定める「留学」の在留資格を有する者に加えて、
以下の者についても計上することとします。
・
「留学」の在留資格を有さない短期留学生
・
「日本人の配偶者等」等の在留資格により大学に在学する外国人学生
・学位や単位の取得を目的とはしないものの、大学院生レベルの教育指導を受ける外国人研究者として当該大学が受け入
れている者
注２）上記記載欄のうち（ ）内には、諸外国の大学等との学生交流に関する協定等（以下「協定等」という。
）に基づき、
教育又は研究等を目的として、当該大学に受入れる外国人留学生数（うち数）を記載する。

【平成 2４年度実績の内訳】
順位

出身国

外国人留学生数

左記のうち、
在留資格が「留学」の者

１
２

中国
タイ

82 人
21 人

82 人
21 人

３

バングラデシュ

15 人

15 人

４

インド

7人

7人

５

ミャンマー

7人

7人

６

モンゴル

6人

6人

７

韓国

5人

5人

８

ベトナム

5人

5人

ネパール

5人

5人

サウジアラビア

5人

5人

57 人

57 人

215 人

215 人

９
１０
その他

台湾・エジプト等

合 計
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③ 外国語による授業の実施率（外国語による授業※/全授業数※）
※日本語の併用や外国語教育を主たる目的とするものを除く。
平成２４年度
外国語による
授業数（Ａ）
全授業数（Ｂ）
割

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

7回

10 回

16 回

19 回

20 回

652 回

655 回

661 回

664 回

665 回

1.5％

2.4％

2.9％

3.0％

1.1％

合（Ａ／Ｂ）

本取組において新設する完全英語履修科目（後述する Global Perspectives）に加え、本取組にて国際公募により
目標設定の考え方

雇用された教員は自身の専門分野に関する完全英語化での科目提供も行う。それらを考慮し、上記のように目標を設
定した。

④ 外国人教員等（国外の大学での学位取得、通算１年以上教育研究に従事した日本人教員を含む）比率
平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

225 人

２４５人

265 人

280 人

300 人

8人

12 人

12 人

12 人

12 人

総教員数（Ｂ）

740 人

750 人

770 人

780 人

800 人

割

30.4％

32.7％

34.4％

35.9％

37.5％

外国人教員等（Ａ）
うち外国人教員

合（Ａ／Ｂ）

本取組においては国際公募により外国人教員を雇用する。また、本取組では教員の英語運用力向上のための学習機会
目標設定の考え方

も提供しており、本学の研究および教育におけるグローバル化の推進により設立された海外研究/教育拠点にて研究/
教育に従事する教員が増える。それらを考慮し、上記のように目標を設定した。

⑤ 教員の博士号（外国における相当学位含む）取得率
平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

教員のうち博士号
取得者数（Ａ）

630 人

640 人

65８人

668 人

68８人

総教員数（Ｂ）

740 人

750 人

770 人

780 人

800 人

割

85.1％

85.3％

85.5％

85.６％

86.0％

合（Ａ／Ｂ）

本学は既に高い博士号取得率を維持している。本学が研究/教育におけるグローバル化を更に推進する中で、必然的
目標設定の考え方

に博士号取得者の教員としての雇用が進む可能性を考慮し、上記のように設定した。

⑥ 教員あたり学生数（S/T 比）
平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

総学生数（Ａ）

2845 人

2706 人

2691 人

2711 人

2662 人

総教員数（Ｂ）

740 人

750 人

770 人

780 人

800 人

3.8

3.6

3.5

3.5

3.3

割

合（Ａ／Ｂ）

目標設定の考え方

本学は既に高い教員あたり学生数を維持している。教員の学士課程教育への稼働率を高め、実際の授業における教員
あたり学生数を小さくするよう努める。
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⑦ 一定の外国語力スタンダード（TOEIC 800 点 等）を満たす事務職員の割合
外国語力スタンダード

外国語力スタンダー
ドを満たす事務系職
員数（Ａ）
事務系職員総数（Ｂ）
割

合（Ａ／Ｂ）

TOEIC ７３０点以上

平成２４年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２７年度

平成２８年度

8人

11 人

14 人

20 人

28 人

264 人

264 人

264 人

264 人

264 人

3.0％

4.2％

5.3％

7.6％

10.6％

TOEIC を開発・制作した ETS が行った、
「TOEIC スコアとコミュニケーション能力との相関」についての検証結
目標設定の考え方

果から「適切なコミュニケーションができる能力レベル」である目標に到達する職員数を 1 割以上と設定した。

注１）④～⑦の記載欄については、各年度の５月１日現在の状況を記載。
注２）④～⑥の記載欄の「総教員数」は、学校基本調査における「教員数（本務者）
」を記載。
注３）⑦の記載欄の「事務系職員総数」は、学校基本調査における「職員数のうち事務系（本務者）
」を記載。
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様式
（本構想における取組内容）
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様式１
様式１全体で５ページ以内

大学のグローバル化に向けた戦略と教育課程の国際通用性の向上
取組内容① 大学のグローバル化の推進
○ 大学の戦略的な目標等において、教育研究のグローバル化推進を明確に位置づけ、大学のグローバル化を推進しているか。

【現状】
本学は、以下を中期目標として掲げている。
1. 幅広い教養と豊かな感性を備え、自己問題提起・
解決型の創造力を持ち、国際性豊かな人材の養成
を図る。
2. 深い専門性と高度な技術を習得した、世界をリー
ドする研究者並びに医療人の養成を図る。
3. 質の高い医療を推進するため、国際的に最先端の
基礎研究・臨床研究を展開する。
4. 産学官の国内外研究機関との連携を推進し、世界
トップレベルの研究拠点としての強化を図る。
5. 高度医療と社会貢献の拠点としての病院機能の
強化を図る。
6. 患者中心の医療を実践する人材を育成する。
7. 医歯学・生命科学・医療工学の教育、研究、診療
を通じた国際貢献への取組を推進する。
8. 社会的なニーズの多様化に対応した教育・研究を
推進する。

【本構想における展開】
多くの医療系大学が密集し、日本全国から優秀な学
生が進学してくる東京において、本学は国際感覚と
国際競争力に優れる人材の養成を教育理念に掲げ、
左列に記したようにグローバル化の推進のための
様々な取組を進めており、受験生にも認知され、グ
ローバルに活躍するというキャリアビジョンを持
った学生が多く進学してくる。その本学が、日本が
主要先進国として生命科学研究・国際保健/医療政
策・国際協力/医療観光等医療産業分野において世
界を支え牽引していくために中心的役割を担うグ
ローバルヘルスリーダーを育成することは、本学に
課せられた使命であると認識している。

本目標のもと、企画・国際交流担当理事を議長とす
る企画・国際交流戦略会議において、本学学生の海
外研修の奨励、外国人留学生の受け入れの促進、海
外重点 3 拠点事業の展開を行い、教育・研究におけ
るグローバル化を推進している。特に教育面におけ
る活動を以下に列挙する（詳細は目標設定シート１
の②を参照）
。

・

そこで、本取組では次の２つを目的とする。
・

医療の国際標準化および国際協調の観点から
必要度の増す医療人の英語運用力の底上げを
図る。
日本が主要先進国として生命科学研究・国際
保健/医療政策・国際協力/医療観光等医療産
業分野において世界を支え牽引していくため
に中心的役割を担うグローバルヘルスリーダ
ーを育成する。

そのため、様式２に記す様々な学習機会/支援業務
を、明確な目的のもとに通年制プログラムとして組
(海外教育機関との教育提携)
織し、グローバルヘルスリーダーとなる人材の長期
・ 本学とパートナーズ・インターナショナル・メデ 的キャリア構築を支援する。その中の重要な取組で
ィカル・サービスとの医学教育提携契約に基づ ある海外留学機会の創出のために、以下を行う。
き、ハーバード大学医学部での教員研修を実施、
2002〜2011 年の 10 年間で本学教員延べ 121 名が ・ 海外教育研究拠点の更なる開発と強化を行
参加した。
同提携に基づきハーバード大学医学部
い、学士課程教育に最大限利用する。
関連病院での臨床実習への学生派遣（卖位互換） ・ 教育研究提携機関・学術交流提携機関の拡大
を実施、
2004〜2012 年度に合計 64 名を派遣した。
を図り、最大限に活用する。
・ 英国インペリアルカレッジとの学生交換プログ
ラム契約に基づく交換留学（卖位認定）の実施、 更に、以下により履修課程・教育体制・事務体制の
2005〜2011 年度に合計 28 名を派遣した。
グローバル化を図る。
(海外教育研究機関との共同により設立した海外教
育/研究拠点の活用)
・ 学士課程全科目の最終試験問題の 10%を英語化
・ チリの私立病院クリニカ・ラス・コンデスと本学 ・ 英語にて履修可能な科目の創設
の共同設立による東京医科歯科大学ラテンアメ ・ 教職員のグローバル対応力アップ、特に英語運
リカ共同研究拠点（LACRC）への、学士課程学生
用力強化のための取組を新設
の研究留学（卖位認定）の実施、これまで 12 名 ・ 教育提携締結先機関からの教員招聘
を派遣した。
・ 国際公募により英語を母語とする教員（医学/
・ タイのチュラロンコン大学と学術交流協定に基
歯学/看護学/公衆衛生学/生命科学等を専門分
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づき設立されたチュラロンコン大学-東京医科歯
科大学研究教育協力センター（CU-TMDU センタ
ー）への学士課程学生の研究留学（卖位認定）の
実施、これまで 2 名を派遣した。
・ ガーナ大学野口記念医学研究所との教育・研究交
流を目的とした共同研究センターであるガーナ
大学野口記念医学研究所-東京医科歯科大学共同
研究センターへの学士課程学生の研究留学の実
施、これまで 10 名を派遣した。
(成績優秀者に対し海外研修を奨励する制度の設立)
・ 全学を対象とし、大学の費用負担で成績優秀者の
国際学術交流協定校等への短期留学機会を奨励
する制度（海外研修奨励制度）を設立し、2002
〜2011年度に合計54名を派遣した。
(海外からの学士課程留学生受け入れ)
・ 本学は、学士課程（医・歯学部）および大学院修
士/博士課程において積極的に留学生教育に取り
組んでおり、過去10 年以上にわたり保健医療系
（医歯学領域）
の外国人留学生の受け入れ人数で
全国第1位である
（平成24年度の留学生総数は215
名）。本学への留学生は、母国での医師・歯科医
師免許を有する質の高い優秀な学生がほとんど
であり、大学院修士/博士課程への研究留学生が
90％以上を占めることが特徴である。これまでの
留学生を対象とした教育研究指導により、アジア
諸国の医歯学領域における指導者･研究者・医療
人を数多く養成してきた。
・ 海外からの留学生の更なる受け入れのために、学
修支援/日本語教育/英語教育などを提供する国
際交流センターの整備
（英語母語教員を常勤とし
て配備）、本学スチューデントセンターでの英語
での相談業務開始、
日本人学生による留学生への
生活支援体制整備
（日本人学生によるチューター
制度）、大学独自の留学生宿舎完備（国際交流会
館、留学生交流会館）、大学の基金による私費外
国人留学生奨学金制度など、受入れのための環境
整備が、ソフト・ハードの両面において整備され
ている。
(大学教育のグローバル化の他の取組)
・ 本学の大学院医歯学総合研究科健康推進医学分
野（高野健人教授）は、1997 年より WHO 健康都
市研究協力センターとして研究活動を行ってお
り、本学を含むアジア・アフリカ諸国の学生を中
心として国際保健分野における博士課程教育を
提供している。また、医学科自由選択学習科目や
歯学科研究体験実習における同分野での研究の
一環として、WHO Internship に過去 5 年間で 5
名が参加した。

野とする）を雇用
本取組は、育成するグローバルヘルスリーダーがグ
ローバル化時代における日本の生命科学研究・国際
保健/医療政策・国際協力/医療観光等医療産業分野
を牽引することに加え、本学における履修課程・教
育体制・事務体制のグローバル化を図り、海外から
の留学生の学士課程への受け入れ準備度を高め、学
士課程教育自体のグローバル化を推進し、本学の国
際競争力を高めることも、大きな目的としている。
これは、医療系大学においても今後国際標準による
分野別大学認証が行われ、優秀な学生の世界レベル
でのリクルートが激化する近未来を見据えて、急務
である。
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取組内容② 教育課程の国際通用性向上のための取組
○ 全学的な教学マネジメントの下、シラバスの充実や多言語化、ナンバリングの導入など体系的なカリキュラムの整備、ＧＰＡなど厳
格な成績評価とその活用、学生が履修可能な上限単位数の設定、学修時間の増加・確保による主体的な学びの確立、などの単位制度の
実質化を図り、学士課程教育の質的向上に取り組んでいるか。
○ 双方向型授業やアクティブ・ラーニングなどの課題解決型の能動的学修を推進するものとなっているか。

【これまでの取組】
・ 教育担当理事の統括により、教育推進協議会の
マネジメントの下、全学的に以下を進めてい
る。
 シラバスの充実、標準化、一部多言語化、
各科目到達目標とコンピテンシー（卒業・
修了時に学生が修得すべき具体的能力）と
の対応を明示
 GPA 制度の導入
・ （双方向型授業やアクティブ・ラーニング等の
課題解決型の能動的学修の推進）
 本学とパートナーズ・インターナショナ
ル・メディカル・サービスとの医学教育提
携契約により、ハーバード大学医学部教員
を招聘し本学にて全教員を対象とした教員
研修を実施（2004 年と 2005 年）
、また同大
学医学部へ教員を派遣し現地教員研修を実
施（2002〜2011 年の 10 年間で本学教員延
べ 121 名を派遣）し、経験学習理論（D.A.
Kolb）を含む成人学習理論（M. Knowles）
に基づく教育技能・工夫と教育力向上機会
を提供してきた。
 また、それら取組を通して尐人数での課題
解決型教育である Problem-based learning
（PBL）の学士教育課程導入準備を進め、そ
のための大型モニタおよび PC を完備した
小演習室を多数配備し、医学部医学科およ
び歯学部歯学科にて 2008 年より導入し、導
入範囲を拡大してきた。
 チーム間競争原理を導入することにより、
学生の主体的学習/課題解決型学習形態を
維持しつつ、PBL の大きな問題であるチュ
ーター配備に関わる教育人的資源の必要性
の最尐化を可能にしうる Team-based
learning（TBL）について、先行導入してい
るデューク-シンガポール国立大学の見学
等を通して検討を進め、2010 年度より導入
し、導入範囲を拡大しつつある。
 大教室を用いての双方向型授業や、小グル
ープ議論、PBL、TBL を可能にしうる、視聴
覚機能（各机にマイクを配備、また教室に
複数ビデオカメラや LCD を配備）を有する
講義室を配備した。

【本構想における取組】
・ （学士課程教育の質的向上のための取組）教
育担当理事の統括により、教育推進協議会の
マネジメントの下、全学的に以下を進める。
 学士課程全科目シラバスの充実、標準化、
そして一部多言語化
 学士課程全科目における、国際標準である
コードを用いたナンバリングの導入
 既に導入されている GPA 制度の運用状況
調査と、それに基づく評価・改善のための
取組
 講師からの一方向型の詰込み教育からの
脱却・下述する双方型授業やアクティブラ
ーニング等の積極的な導入・自己学修時間
の確保による、主体的な学びの環境の整備
・ （双方向型授業やアクティブ・ラーニング等
の課題解決型の能動的学修の推進）本取組で
育成を行うグローバル人材の教育において
は、教師からの一方向型の学習ではなく、双
方向型で自己問題提起に基づく問題解決能力
を最大限伸ばす教育方法が必要である。その
ためには、できる限り学生一人あたりの教員
数を増やすことが望ましいが、大教室での学
習であったとしても、経験学習理論（D.A.
Kolb）を含む成人学習理論（M. Knowles）に
基づく工夫にて対応できる。したがって、教
員研修においては、教育学者によるこれら理
論についての紹介と、ワークショップ型の実
践を通した教育力向上機会を提供する。これ
まで本学とパートナーズ・インターナショナ
ル・メディカル・サービスとの医学教育提携
契約により、ハーバード大学医学部へ教員を
派遣し、現地教員研修にてこのような機会を
提供してきたが、本学教員や学外招聘講師（ハ
ーバード大学医学部教員の招聘も含む）の協
力のもと、本学における全教員参加のもと行
うことにより、全学的な教育力向上を図る。
・ （海外留学中の専門科目履修支援）海外留学
中の、卖位互換が不能な本学科目履修の支援
を目的とし、オンラインにてシラバス公開/授
業閲覧/試験受験を可能とする（Virtual
Campus）
。

19
（大学名：東京医科歯科大学）
（申請区分：特色型）

取組内容③ 戦略的な国内外への教育情報の発信
○ 中央教育審議会大学分科会国際的な大学評価活動に関するワーキンググループ「国際的な大学評価活動の展開状況や我が国の大学に
関する情報の海外発信の観点から公表が望まれる項目の例」
（平成２２年６月）が掲げる、国際的な活動に特に重点を置く大学におい
て公表が望まれる項目について、大学のグローバル化に向けた戦略的な国内外への教育情報の発信が行われているか。

【これまでの取組】
【本構想における取組】
・ 本学のグローバル化戦略に基づく活動、特に国 ・ 大学のグローバル化に向けた戦略的な国内外
際交流活動に関する具体的情報を盛り込んだ
への教育情報発信のために、
「国際的な大学評
TMDU Annual News（英語）を年１回発刊し、ま
価活動の展開状況や我が国の大学に関する情
た本学英語版 Website にて閲覧可能として情
報の海外発信の観点から公表が望まれる項目
報発信に努めている。
の例」
（2010 年 5 月、国際的な大学評価活動に
・ 本学の年次報告書、TMDU Overview（英語）を、
関するワーキンググループ）をもとに、特に本
年１回発刊し、また本学英語版 Website にて閲
学の教育情報（下に列挙）につき、本学 Website
覧可能として情報発信に努めている。
および年次報告書を通して、日本語・英語にて
・ 本学英語 Website の充実化を進めている。
国内外へ発信する。
 教育課程（コンピテンシー（卒業・修了時
に学生が修得すべき具体的能力）、授業科
目シラバス、海外留学機会、卖位認定、学
位認定、成績評価方針）
 外国人教員数
 教育外部資金獲得状況
 教育における国際連携/提携
 学生に関する基本的な情報（教員当たり学
生数、各授業の平均学生在籍数、卒業率、
退学者の状況、卒業後進路、学位授与数）
 外部評価実施状況
・ 本取組専用の英語 Website を制作し、本取組の
実施状況、海外留学先の取組、卒業生の活動状
況などを紹介する。これにより、同様な取組を
実施する国内外教育機関と活動状況を共有す
るとともに、グローバルな長期的キャリア志向
の優秀な学生の獲得を目指す。
・ 本取組で開発された教材（英語）を発信し
（iTunes U などのインターネット情報配信手
段を活用）
、同様な取組を実施する国内外教育
機関とで知的資材を共有することで相互発展
を図る。
・ 上記に加え、本取組に関するフォーラムなどを
定期的に開催し、本取組の実施状況、海外留学
先の取組、卒業生の活動状況などを紹介すると
ともに、同様な取組を実施する国内外教育機関
教員や、他大学学生、さらに本学への入学を検
討している者等とシンポジウムなどを通して
意見交換を行う。
・ 英語および日本語による年次報告書を毎年作
成し、Website にて閲覧可能とする。
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取組内容④ 事務体制のグローバル化
○ 大学の教育環境のグローバル化に対応するため、招聘した外国人教員へのサポートや海外連携大学担当者との業務上の十分な対応が
行える専門の職員の配置や既存の職員の能力向上を推進しているか。
○ 学内規程や手続書類など各種学内文書の多言語化を図り、教育環境のグローバル化への対応が図られているか。

【これまでの取組】
・ 外国人留学生の受入については、従来、原則と
して日本語の理解できない者の入学を認めな
いとしてきたが、近年、国費外国人留学生の優
先配置を行うプログラムの採択により、英語に
よる指導・教育を受ける学生の受入を行ってい
る。そのため、教務関係部署、留学生の宿舎、
奨学金の受給等の生活支援や就学支援を行う
部署の他、国際交流センター事務部等に外国人
学生や海外提携校事務とのコミュニケーショ
ンが図れる事務職員を配置して対応している。
同時に日本での生活がより円滑となるよう必
要に応じて日本語や、英語を母国語としない外
国人学生への英語教育のプログラムを提供し
ている。
・ 学内の規定についての多言語化は進んでいる
とはいえないが、大学ホームページはもとよ
り、英語による定期広報物の創刊、各種手続書
類、災害時のマニュアルなどの英語化した他、
学生への各種情報提供においては、日本語と同
時に英語により行うなど、グローバル化を推進
してきている。

【本構想における取組】
本構想では、学生教育のグローバル化と同時に、以
下のように教職員のグローバル化に対応する能力の
向上にも取り組む。
・ 後述する English Brush-up や English for
Academic Purposes などの英語運用力向上のた
めの科目の教職員への開講を通して、事務職員
の学内外での語学研修機会の増大を図り、既存
人材の育成を行う。同機会への積極的な参加を
能力向上のための活動として人事に反映させ、イ
ンセンティブを図る。
・ 一定の語学力を有する事務職員の採用を積極
的に行うという方針を掲げ、外国人留学生と直
接な対応が必要となる部署以外へも配置する
ことが可能なるような事務体制をつくりあげ
る。
・ 学内規定の英語化等も推進する。
・ 英語による授業数増加も計画されていること
から、関連手続き書類等についても英語化を図
るなど就学上の環境整備をして対応する。
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様式２
様式 2 全体で４ページ以内

グローバル人材として求められる能力を育成するための大学の特色に応じた取組
○ 大学の教育目的や特色に応じた魅力的な取組内容となっているか。
○ 大学の設定した目標の達成に必要な取組内容が計画されているか。
○ 取組内容が、これを含む教育課程において、体系的に位置づけられているか。
○ 国内外でのインターンシップによる企業体験等の機会確保や、産業界からの講師等の派遣など、必要に応じて産業界との連携が十分
に図られているか。

【これまでの取組】
本学では、国際感覚と国際競争力に優れる人材の養
成を教育理念とし、教育および研究における国際化
をこれまで積極的に進めており、特に学士課程の教
育では、これまでも英語運用力底上げ、そして生命
科学研究・国際保健/医療政策分野におけるリーダー
育成のための取組を行ってきた。具体的には、英語
教育の充実化、ハーバード大学やインペリアルカレ
ッジとの教育提携に基づく卖位互換/認定および学
生派遣/交換、海外教育研究拠点での卖位認定に基づ
く研究のための学生派遣などである。また、MD/PhD
プログラムも選択肢として備える将来研究キャリア
を志望する学生のための研究実践プログラムが既に
設立され、更にアジア/アフリカの学生を対象とした
国際保健/公衆衛生分野におけるリーダー育成プロ
グラム（大学院博士課程）など、研究や国際保健分
野におけるリーダー育成のための様々な取組を行っ
てきた。

【本構想における取組】
本取組では次の２つを目的とする。
・ 医療の国際標準化および国際協調の観点から必
要度の増す医療人の英語運用力の底上げを図る
・ 日本が生命科学研究・国際保健/医療政策・国際
協力/医療観光等医療産業分野において世界を支
え牽引していくために中心的役割を担うグロー
バルヘルスリーダーを育成する

これら目的の達成のため、英語運用力の底上げのた
めの取組およびグローバルヘルスリーダー育成の
ための取組の 2 つの取組を企画・実施する。

英語運用力の底上げのための取組
・ 異文化交流セミナー
グローバルな視点の必要性、国際共通言語であ
る英語運用力の必要性、そして価値観の多様性
の理解を深める目的で、入学後早期に「異文化
交流セミナー」を実施する。同セミナーには、
本学全学生および海外からの留学生・招聘学生
それら取組について、下に具体的に記載する。
が参加し、混成尐人数グループを組み、グロー
バルな問題につき、徹底的に英語で議論する。
【英語運用力底上げ：詳細は様式 4 に記載】
・ English Brush-up Course
（教養部での英語教育）
一般的英語運用能力の向上支援の取組として、
・ 入学直後に、プレイスメントテストとして全学
希望する学生は学科/学年を問わず受講可能と
生に TOEFL を受験させ、20〜30 人/クラスの比較
する。入学時 TOEFL 点数に基づきクラス編成
的尐人数の習熟度別クラス編成を実施
を行い、民間の英語教育機関と提携し、オンキ
・ 生物学・化学・数学の講義を英語で行う科目
ャンパスでおよびオンラインセッションを提
（Science English Course）を自由選択科目と
供。
して開設、外国籍教員も雇用し、いずれも数名
・
入学時
TOEFL を継続し、第２学年終了時に
〜10 人が受講
TOEFL を再度行い、学習動機づけをはかるとと
（医学部医学科/歯学部歯学科における英語教育）
もに、本学英語教育に対するフィードバックを行
・ 英語で最新医学情報を読む能力・英語による情
う。
報発信/議論する能力・英語での世界の医療/健
・
既存英語学習機会を更に充実させる。現在小グル
康事情把握および広い視野の獲得を到達目標と
ープ議論形態を多く取り入れているが、グループ
し、専門語彙/フレーズの習得のための学習機
あたりの英語母語者の比率を高めるために、海外
会、そして医歯学専門知識修得状況に合わせた
からの大学院留学生の議論への参加も推奨する。
トピックに関する徹底した尐人数議論による学
習機会を提供。英語を母語とする教員および英 ・ 取組の有効性を高めるため、履修状況管理システ
ムを導入し履修を徹底する。
語運用力の極めて高い教員を動員し、1 教員あた
・
希望する学生には、後述する English for Academic
り学生 20 人程度という尐人数教育環境を創出
Purposes(GHSP 科目）も受講可能とする。
（医学部保健衛生学科看護学専攻）
・
学士課程全科目の最終試験問題の 10%を英語化
・ 「国際看護研究方法論」等において、外国語に
専門医療用語習得については発音も含めた試
よる論文作成能力養成のための指導を実施、自
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己学習のための教育 DVD を自主製作し活用
（語学力向上度測定）
・ 語学力向上度の測定として第 2 学年次に TOEFL
を全学生に受験させ、スコアが低かった学生へ
の補習コースも設置

験を英語科目内で繰り返し実施、また学士課程
全科目の最終試験問題の 10%を英語化する。
グローバルヘルスリーダー育成のための取組
これまでに行ってきた様々な取組をグローバルヘル
スリーダー育成という明確な目的のもとに統合/強
化した通年制プログラム(第１学年後期〜卒業)
「Global Health Science Program(GHSP)」を新設す
る。
【参加資格】希望する学生、TOEFL iBT 70 点以上
【参加時期】第１学年後期開始時
【参加学生数】各学年で、全学部生の 10%程度
入学時 TOEFL 点数が低い希望者は、第１学年前期
の 6 ヶ月間に、教養教育の英語および上述した
English Brush-up Course を通して英語運用力の向上
を図ることにより、GHSP への参加が可能となる。
GHSP 履修生には、本学学士課程カリキュラムにて
提供される教育内容に加え、後述する必修科目、英
語レベルに応じた英語特訓教育を履修し、ポートフ
ォリオの利用と綿密なメンタリングを通したキャリ
ア構築支援を受け、そして要件を満たした履修生全
員に、卖位互換による海外留学機会が与えられる(1
つ以上の卖位互換/認定海外留学が義務)。更に国際
保健機関や医療産業分野などでのインターンシップ
も支援する。

【生命科学・国際保健/医療政策分野におけるリーダ
ー育成の取組】
（医学部医学科に
おける、海外臨床留学者に対する英語特訓）
・ ハーバード大学医学部の関連病院における臨床
実習派遣前 6 ヶ月間、留学先で専門科目履修（診
療参加型臨床実習）が可能な能力を養成するた
め、英語での診療技能（問診/診察/プレゼンテ
ーション/文書記載）の徹底した特訓を、米国看
護師資格を持つ非常勤講師と、米国にて臨床研
修を受けた本学教員により提供。
（海外教育機関との教育提携による、海外研究留学
機会創出：詳細は様式１に記載）
・ 本学とパートナーズ・インターナショナル・メ
ディカル・サービスとの医学教育提携契約に基
づき、ハーバード大学医学部での教員研修を実
施、2002〜2011 年の 10 年間で本学教員延べ 121
名が参加した。同提携に基づきハーバード大学
医学部関連病院での臨床実習への学生派遣（卖
位互換）を実施、2004〜2012 年度に合計 64 名
を派遣した。
・ 英国インペリアルカレッジとの学生交換プログ
ラム契約に基づく交換留学（卖位認定）の実施、
2005〜2011 年度に合計 28 名を派遣した。
（海外教育研究機関との共同により設立した海外教
育/研究拠点の活用による、海外研究留学機会創出：
詳細は様式１に記載）
・ チリの私立病院クリニカ・ラス・コンデスと本
学の共同設立による東京医科歯科大学ラテンア
メリカ共同研究拠点（LACRC）への、研究留学（卖
Global Health Science Program (GHSP)概略図
位認定）の実施、これまで 12 名を派遣した。
・ タイのチュラロンコン大学と学術交流協定に基
以下に、GHSP の各取組を説明する。
づき設立されたチュラロンコン大学-東京医科
歯科大学研究教育協力センター
（CU-TMDU センタ
English for Academic Purposes (EAP 1〜3)
ー）への研究留学（卖位認定）の実施、これま
(目的) 英語で学ぶための英語運用能力の向上、英語
で 2 名を派遣した。
での発信力/コミュニケーション能力の養成、批
・ ガーナ大学野口記念医学研究所との教育・研究
判的思考のための視点および能力の習得
交流を目的とした共同研究センターであるガー
(内容)
ナ大学野口記念医学研究所-東京医科歯科大学
 第１学年後期より湯島キャンパスにて火曜日通
共同研究センターへの研究留学の実施、これま
常授業終了後週１回ペースで行う。
で 10 名を派遣した。
 半期ごとのコースで、EAP1（初級）
、EAP2（中級）
、
（成績優秀者に対し海外研修を奨励する制度の設立
EAP3（上級）の 3 つがあり、TOEFL スコアに基
による、海外留学機会創出：詳細は様式１に記載）
づき、iBT 80 点未満は EAP1 から、80 点〜90 点
・ 全学を対象とし、大学の費用負担で成績優秀者
未満は EAP2 から、iBT90 点以上は EAP3 から履
の国際学術交流協定校等への短期留学機会を奨
修開始し、各コース修了にて上級コースに進級す
励する制度（海外研修奨励制度）を設立し、2002
る。EAP3 修了にて履修完了とする。
〜2011年度に合計54名を派遣した。
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（大学教育のグローバル化の他の取組）
・ 本学の大学院医歯学総合研究科健康推進医学分
野（高野健人教授）は、1997 年より WHO 健康都
市研究協力センターとして研究活動を行ってお
り、本学を含むアジア・アフリカ諸国の学生を
中心として国際保健分野における博士課程教育
を提供している。また、医学科自由選択学習科
目や歯学科研究体験実習における同分野での研
究の一環として、WHO Internship に過去 5 年間
で 5 人が参加した。
（MD-PhD、DDS-PhDコースの設置）
・ 早期研究トレーニングプログラムとして、医学
部医学科または歯学部歯学科の希望学生を対象
として、第 4 または 5 年次修了後に医学科を休
学し博士課程に入学、学士課程教育での基礎的
医歯学教育を発展させ、体系だった高度医歯学
研究を行うことを目的とした MD-PhD、DDS-PhD
コースを 2004 年度より設置、2009 年度より奨学
金付与も行っており、これまで MD-PhD コースに
15 人、DDS-PhD コースに 2 人が進学している。
・ 更に医学部医学科では、入学後早期からの研究
活動開始を支援する体制として、研究実践プロ
グラムを設立した。第 2 学年進学時から卒業ま
での時間外研究活動を支援するため、プログラ
ム全体での定期的リサーチミーティング実施
や、研究室間の認識共有を図る。2012 年度より
15 名が同プログラムのもとで研究活動を開始し
た。
・

 英語を母語とする本学教員/非常勤講師/提携する
民間の英語教育機関講師による、尐人数議論、プ
レゼンテーション、ディベート、学術的文書作成
などを通した学習で、完全英語履修である。
Global Perspectives (GP 1〜3)
(目的) 医療におけるグローバルな視点の獲得、長期
的キャリアに対するビジョン獲得の支援、そして
問題解決能力の習得
(内容) 第１学年後期（GP1、国府台キャンパス（教
養部）
）
、第 2 学年（GP2、湯島キャンパス）
、第 3
学年（GP3、湯島キャンパス）の 3 コースよりな
る。GP1 は教養教育自由選択科目（GHSP 履修生
は必修）として、GP2 および GP3 は教養教育主
題別選択科目/主題別人文社会科学セミナーにお
いて主題「Global perspectives」を新設し（GHSP
履修生は必修）、完全英語履修にて、本学教員/学
外招聘講師による国際保健/国際協力/研究/医療
観光産業等に関する様々なテーマを題材にした
小グループでのセミナー形式での学習を行う。
Global Health-care
(目的) 専門分野での臨床留学（実習）を希望する
GHSP 履修生は必修（他の履修生は選択）であり、
専門分野の診療活動のために特化した英語運用
能力習得を目的とする。
(内容) 海外での臨床経験の豊富な本学教員/非常勤
講師による、講義/ワークショップ/実地体験など
から成る完全英語履修科目。臨床留学前６〜９ヶ
月に提供される。
卖位互換による海外留学機会
(目的) 異文化とふれあうことによる価値観の多様性
の理解、グローバルな視点の獲得、長期的キャリ
アに対するビジョン獲得、主体性・問題解決能
力・実行力の養成
(内容) 必須要件を満たした履修生全員に卖位互換に
よる海外留学機会が与えられる。以下より希望に
基づき１つ以上を選択する(１つ以上が義務)。
 研究留学：医学科（第 4 学年）/歯学科（第 4 学年）
カリキュラムの自由研究期間において、海外研究
機関にて研究を行い、卖位認定する。帰国後英語
にて発表/報告書提出を課す。
（必須要件：TOEFL
iBT 80 以上、GPA 2.50 以上）
 臨床留学：各学科最終学年において、卖位互換の
もと海外教育機関において臨床実習の一部を行
う。専門分野の診療活動のために特化した英語運
用能力習得のための Global Health-care 科目の修
了が条件である。
（必須要件：TOEFL iBT 100 以
上、GPA 2.50 以上）
 MPH 留学：医学科/歯学科では第 4 学年修了時、
他学科では学士取得後、海外教育機関における公
衆衛生学修士課程に留学し、同修士を取得する
（医学科/歯学科は帰国後第 5 学年として復学）
（必須要件:TOEFL iBT 80 以上、GPA 2.50 以上）
卖位互換を伴わない海外留学機会
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(目的) キャリア構築
(内容) 長期休暇期間を利用した、卖位認定/互換を伴
わない留学機会
 海外語学学校への留学
 Internship：WHO や JICA などの国際保健活動、ま
た医療観光など医療産業分野における Internship
への参加を選択科目として奨励し支援する。参加
に際しては事前計画書を提出し、帰国後報告会発
表および報告書提出(英語)を課す。
 国際学術交流協定校等での研究経験や臨床実習
Virtual Campus
(目的) 卖位互換不可能な本学科目の留学中履修支
援
(内容) オンラインにてシラバス公開/授業閲覧/試験
受験を可能とする。
Mentorship
(目的) 履修支援およびキャリア構築支援
(内容) GHSP 履修開始時より全員にメンター(本学教
員)をつける。履修生それぞれ e-Portfolio を用いて
学習および振り返りの記録をオンラインにて構
築し、メンターはそれを基に綿密なメンタリング
を行い、学生自身による振り返り/自己課題設定
に基づく自己主導型キャリア構築の支援を行う。
E-Portfolio
(目的) 自己主導型キャリア構築の支援
(内容) 履修生の学習および振り返りの記録管理を
オンラインで行う e-Portfolio を導入し、メンター
によるメンタリングでの利用も含め、学生自身に
よる振り返り/自己課題設定に基づく自己主導型
のキャリア構築の支援を行う。
ラウンジ
(目的) GHSP 履修生と卒業生、本学への外国人留学
生、教員との交流の支援、自己主導型学習の支援
(内容) 24 時間 365 日利用可能な GHSP 履修生用ラウ
ンジを提供する。自主的学習、および教員参加の
もと自主参加学生・卒業生・本学外国人留学生よ
る定期的議論などに利用する。
他
・ GHSP の Website および Facebook account を作成
し、海外留学先での近況や卒業生の活動状況など
を外部に発信し、またラウンジでの企画情報など
を内部(履修生・卒業生・本学外国時留学生・教
員)で共有する。
・ Global Perspectives および English for Academic
Purposes は、GHSP 非履修生も(自由)選択科目と
して履修可能。
・ 卖位互換/認定に基づく海外留学機会のうち研究
留学と臨床留学については、GHSP 履修生に加
え、必須要件を満たした GHSP 非履修生も応募可
能。
・ 毎年度末に算出される GPA が 2.5 を下回った学
生は、GHSP より除籍され、非履修者として本学
の学士課程を履修する。
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様式３
様式３全体で３ページ以内

教員のグローバル教育力の向上の取組
取組内容① 教育体制のグローバル化
○ 国際公募による外国人教員や海外の大学での教育経験又は国内大学で外国語による教育経験を有する日本人教員の配置など教育体
制のグローバル化を図っているか。

【これまでの取組】
【本構想における取組】
・ （海外の大学での教育経験を有する日本人教
・ 本取組においては、特に以下において、英語
員の配置）目標設定シート３の④に記したよう
を母語とする教員、海外の大学教育機関での
に、海外の大学にて外国語にて教育経験を有す
教育経験を持つ教員、または国内大学で外国
る日本人教員を常勤として配置している。
語による教育経験を有する教員が必要であ
・ （外国人教員の雇用、常勤）2008〜2010 年度の
る。従って、学内教員および非常勤教員を最
概算事業「医歯学系大学における教養教育のモ
大限活用し、四大学連合を結んでいる東京外
デル形成」において、生物学・化学・数学の講
国語大学教員からの協力を得て、また本学と
義を英語で行う科目（Science English Course）
パートナーズ・インターナショナル・メディ
を自由選択科目として開設し、担当の特任助教
カル・サービスとの医学教育提携契約により
として外国籍教員 2 名を雇用し実施した。いず
ハーバード大学医学部からも教員を短〜長
れも数名〜10 人が受講した（現在も、生物学で
期間招聘し、更に国際公募により英語を母語
継続）
。2004〜2009 年のうち合計 24 ヶ月間、本
とする教員（医学/歯学/看護学/公衆衛生学/
学医歯学教育システム研究センターにおいて、
生命科学等を専門分野とする）を雇用する。
米国医師資格、および米国での豊富な教育経験
国際公募により雇用された教員は下記取組
を持つ米国人を客員教授として雇用し、専門と
の中心として機能するほか、自身の専門分野
する消化器病学分野や、臨床推論の教育にあた
に関する完全英語化での科目提供も行い、
った。また全学教員を対象とした教員研修も行
GHSP 履修者は必修。非履修者は選択とする。
った。医学部保健衛生学科において、2008 年度
にスウエーデンと米国の両方の国籍をもつ外
 English for Academic Purposes 1〜3
国人教員を特任准教授として雇用し、教育の充
 Global Perspectives 1〜3
実を図った。
 Global Health-care
・ （外国人教員の雇用、非常勤）本学とパートナ
 Mentorship
ーズ・インターナショナル・メディカル・サー
ビスとの医学教育提携契約により、ハーバード ・ また、特に Global Perspectives 科目におい
大学医学部の関連病院における臨床実習に、毎
ては、研究・国際保健/医療政策・国際協力/
年 8 名程度の学生を派遣しており、留学先での
医療観光等医療産業分野においてグローバ
専門科目を履修（診療参加型臨床実習）する能
ルに活躍する人物を招聘し、講演や、小グル
力を養成するため、派遣前 6 ヶ月間の英語での
ープ議論のファシリテイターとして協力い
診療技能（問診/診察/プレゼンテーション/文
ただく。
書記載）の徹底した特訓を、日本にいる英語母
語者（医師、看護師など海外専門職資格保持者
も含め）を非常勤講師に雇用し、米国にて臨床
研修を受けた本学教員と提供している。
・ （教員の国際公募）2009 年度および 2010 年度
に行った教養部の外国語系英語分野の教員公
募（英語を母語とする教員の公募）では、J-REC
と教養部 Website の英語ページおよび日本語ペ
ージに公開し、国際公募とした。
・ （外国人教員の招聘）本学とパートナーズ・イ
ンターナショナル・メディカル・サービスとの
医学教育提携契約により、ハーバード大学医学
部教員を 2007 年に招聘し、臨床感染症や臨床
推論など、日本に適切な教育者が不在な分野の
教育にあたった。
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取組内容② グローバル教育力向上のための取組
○ 学内におけるグローバル教育力向上のための取組（海外大学からの講師招聘によるＦＤなど）を推進しているか。
○ 教員の教育力を評価する取組やその結果の人事への反映など教育力向上のためのインセンティブを図っているか。
○ 海外の大学における教育活動を通じたグローバル教育力向上の取組（海外協定大学での授業実施等の実践型研修など）を推進してい
るか。

【これまでの取組】
【本構想における取組】
・ 本学とパートナーズ・インターナショナル・メ ・ 以下のように、全学レベルでの教員研修、そ
して個人レベルでのグローバル教育力向上の
ディカル・サービスとの医学教育提携契約によ
ための取組を行う。それぞれへの積極的な参
り、ハーバード大学医学部教員を招聘し、本学
加を、教育力評価においてその向上のための
全教員を対象とした教育力向上のための教員
活動として人事に反映させ、インセンティブ
研修を 2004 年と 2005 年に行った。
を図る。
・ また、同提携により、本学教員を 2002〜2011
 （教員研修の実施）本取組で育成を行う
年の 10 年間で延べ121 名をボストンに派遣し、
グローバル人材の教育においては、教師
教育理論、教育カリキュラム構築、教育技法な
からの一方向型の学習ではなく、双方向
どにつき、ハーバード大学医学部や関連病院で
型で自己問題提起に基づく問題解決能
の教育の見学も織り交ぜたワークショップ形
力を最大限伸ばす教育方法が必要であ
式の教員研修を現地で開催してきた。
る。そのためには、できる限り学生一人
・ 教員個人、部局等、および本学全体の諸活動の
あたりの教員数を増やすことが望まし
改善・活性化を図ることを目的として、教員が
いが、大教室での学習であったとして
本学の中期目標・計画を達成するために行う教
も、経験学習理論（D.A. Kolb）を含む
育、研究、 診療、管理・運営、社会貢献に係
成人学習理論（M. Knowles）に基づく工
る諸活動の状況について、定期的に行う自律的
夫にて対応できる。したがって、教員研
点検・評価を基本とした教員個人評価とその人
修においては、教育学者によるこれら理
事への反映を、2009 年度より実施している。
論についての紹介と、ワークショップ型
特に教育力評価においては、その向上のための
の実践を通した教育力向上機会を提供
教員研修への積極的な参加等を人事に反映さ
する。これまで本学とパートナーズ・イ
せることにより、インセンティブを図ってい
ンターナショナル・メディカル・サービ
る。
スとの医学教育提携契約により、ハーバ
・ 本学の教員の意欲向上と大学教育の活性化を
ード大学医学部へ教員を派遣し、同大学
図ることを目的として、教育実践に顕著な成果
医歯学教育専門家による講義/現地教育
をあげた教員に対してその功績を表彰するベ
機関および教育現場見学を絡めた自己
ストティーチャー賞（TMDU Award for
主導型教育力向上のための教員研修を
Excellence in Teaching）の選考/授与を 2011
実施してきたが、本学教員や学外招聘講
年度より実施し、インセンティブを図ってい
師（ハーバード大学医学部教員の招聘も
る。選考基準は、授業において卓越した指導力
含む）の協力のもと、本学における全教
で教育効果の高い授業を実践した者、教育方法
員参加のもと行うことにより、全学的な
の工夫又は改善に取り組み、顕著な教育成果を
教育力向上を図る。
あげた者等であり、理事および各部局長より組
織される選考委員会が厳密な選考を行う。
 （個人レベルでのグローバル教育力向上
・ 教員任期更新に際して行う業績評価において、
のための取組の支援）English Brush-up
研究、診療、管理運営、地域社会への貢献等に
や、GHSP で提供する English for
関する活動に加え、教育に関する活動も評価対
Academic Purposes については、学生へ
象とされており、そこでは教育力向上のための
のセッションの予定されていない曜日
教員研修への積極的な参加等も評価対象とし
の夕方に、教員および職員を対象とした
て人事に反映させ、インセンティブを図ってい
コースを開講し、希望者は受講可能とす
る。
る。
・ 教員評価と勤務年数において一定水準をクリ
・
既存およびGHSPにて新たに提携する国内外教
アしている教員は、サバティカル制度を取得し
育機関において、先方からの要請に基づき、
海外で教育・研究活動の向上に努められるよう
英語での教育を提供する。これにより、実践
インセンテｲブを図っている。
型教育研修を行う。
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様式４
様式４全体で３ページ以内

日本人学生の留学を促進するための環境整備
取組内容①

日本人学生に対する動機付けや、留学を促進するための取組

○ 入学時からの動機付けや留学にむけた学生の準備・計画作成支援などへ配慮されたものとなっているか。
○ 単位取得を伴う海外留学プログラム等の開発を支援する体制は整備されているか。
○ 諸外国の大学の留学等に関する情報や奨学金に関する一元的な情報収集・提供、獲得にむけた支援に取組むものとなっているか。
○ 学生が海外留学するにあたり、修得可能な科目、帰国後の単位認定に関する基準や手続き等の情報が事前に提供され納得して参加す
ること（ラーニング・アグリメント）が可能となっているか。
○ 海外留学を促進する制度等の導入を推進しているか。

【これまでの取組】
（留学に向けた動機づけ）
・ 入学前のオープンキャンパス（留学経験者によ
るプレゼンテーション）や大学案内パンフレッ
トなどで海外留学機会を紹介し、グローバルな
キャリア構築を志向する受験生のリクルート
に努めている。
・ 入学後間もない時期に海外留学経験のある上
級生数名による「卒前海外留学の意義」につい
てのプレゼンテーションと質疑応答を行う機
会を設けるなどして、長期的キャリアにおける
海外留学の意義の理解を深め、内的動機づけを
図っている。
・ 【教養部】夏季休暇等を利用した Studio
Cambridge への英語語学研修を推奨し、学生に
情報を提供している。
・ 【教養部】平成 23 年度まで、事前に準備教育
を行った上で、教員引率のもと、第 2 学年次に
毎年約 5 名をベルリン自由大学の夏季ドイツ
語語学研修に参加させた。
・ 【医学部医学科】海外の教育提携校への、卖位
互換/認定による海外留学機会（インペリアル
カレッジにおける研究留学やハーバード大学
医学部関連病院における臨床実習）を行ってお
り、
それぞれ 2005〜2011年度に合計 28名、
2004
〜2012 年度に合計 64 名を派遣した。それぞれ
blog などを通して同級生や後輩へと留学先で
の活躍状況などについて情報発信・共有し、ま
たハーバード大学医学部関連病院における臨
床実習派遣者は、帰国後同級生、後輩、そして
本学教員を対象とした報告会を開催し、貴重な
経験を共有し、また本学教育改革に向けてのメ
ッセージを発信している。
・ 本学への海外からの留学生に対し様々な世話
をする学士課程学生をボランティアで募り、グ
ローバルな視点の獲得や海外留学の動機づけ
の機会となっている。
・ 教育提携校との間の卖位互換留学、海外教育/
研究拠点における卖位認定での研究留学機会
を創出している。
・ 全学を対象とし、大学の費用負担で成績優秀者

【本構想における取組】
（留学に向けた動機づけ、海外留学を促進する制度
等、卖位互換/認定）
・ オープンキャンパスおよび入学直後に GHSP の
紹介を行い、また GHSP 履修生/卒業生のプレ
ゼンテーションや質疑応答の場を用意し、学
生のグローバルなキャリア志向を育む。
・ グローバルな視点の必要性、国際共通言語で
ある英語運用力の必要性、そして価値観の多
様性の理解を深める目的で、入学後早期に「異
文化交流セミナー」を実施する。同セミナー
には、本学全学生および海外からの留学生・
招聘学生が参加し、混成尐人数グループを組
み、グローバルな問題につき、徹底的に英語
で議論する。
・ GHSP において、必須要件を設定した上で、卖
位互換/認定による海外留学を必修化する。
・ また、GHPS におけるメンタリングやラウンジ
提供（およびラウンジでの先輩/後輩/卒業生/
教員との交流）も、長期的キャリア構築支援
を目的としており、長期的キャリアの観点か
らの海外留学の意義の理解を促し、またその
ための準備学習に対する助言/支援を行う。
・ 年 1 回程度の頻度で、先輩/後輩/卒業生/教員
が一同に会するリトリートを開催し、海外留
学での取組の発表、学士課程修了後の活動状
況報告などを行い、交流を深め、長期的キャ
リア構築と、その観点からの海外留学を含め
た GHPS での取り組みの意義の認識を深める。

（留学に関する情報提供、留学にむけた準備・計画
作成支援、奨学金情報提供/取得支援）
・ GHSP の企画・運営を行うグローバルキャリア
支援室（新設予定、詳細は様式６取組内容①）
が、留学に関する情報の提供（提携校情報、
受講可能科目、卖位互換/認定可能科目、応募
手続き等）
、各国ビザ取得に関する情報提供/
支援を行う。保健管理センターと連携し、留
学前の健康診断/予防接種関連対応を支援す
る。学務部学生支援課と連携し、奨学金受給
申請についての支援を行う。学務部教務課と
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の短期留学機会を奨励する制度（海外研修奨励
制度）を創出し、2002〜2011 年度に合計 54 名 ・
を派遣した。
（留学にむけた準備・支援、奨学金情報提供/取得 ・
支援）
・ 学務部教務課が中心となり、卖位互換/認定要
件および手続きを指示/支援している。渡航手
続きについても、ビザ取得などの助言/支援を
している。また保健管理センターにおいて、留
学に必要となる健康診断や予防接種証明書の
発行、新たな予防接種の施行を行っている。 ・
・ 奨学金受給申請については、学務部学生支援課
が中心となり、国際交流センターと連携し、学
生に指示/支援している。
・
・ 留学前準備に際しては、メンター教員をつける
などして個別の面接指導を複数回行っている。
また臨床留学など高度な技能/英語運用力が必
要な留学に際しては、十分なトレーニングを提
供している。

連携し、留学先からの成績情報取得を行う。
GHSP 履修生には教員がメンターとしてついて
いるため、メンターを通して留学に向けての
支援を行う。
専門分野での臨床留学（実習）を希望する GHSP
履修生は必修、専門分野の診療活動のために
特化した英語運用能力習得を目的とした特訓
を提供する。海外での臨床経験の豊富な本学
教員/非常勤講師による、講義/ワークショッ
プ/実地体験などよりなる完全英語履修科目
である。
卖位互換での豊富な教養留学/研究留学/臨床
留学の機会の創出のために、教育提携校の増
数を図る。
卖位互換/認定を伴わない海外留学も支援す
る。具体的には第１学年（教養教育期間）夏
季休暇を利用した語学研修や、WHO や JICA な
どの国際保健活動、また医療観光など医療産
業分野における Internship などの情報をグロ
ーバルキャリア支援室より学生に提供し、自
由選択科目として設定し参加を奨励し支援す
る。参加に際しては事前計画書を提出し、帰
国後報告会発表および報告書提出（いずれも
英語）を課す。
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取組内容② 留学中から帰国後にわたるサポート体制
○ 帰国後の学業生活に支障のないよう、留学中から帰国後におけるサポート（健康管理や学修管理など）に配慮されているか。
○ 産業界との連携等による留学中及び帰国後の就職支援に取組んでいるか。
○ 緊急時、災害時の対応のための留学中の日本人学生をサポートするリスク管理への配慮が行われているか。
○ 上記のサポートを高度に実施するための履修アドバイザー、サポートスタッフ等の配置や学内外での研修など体制の強化が図られて
いるか。

【これまでの取組】
【本構想における取組】
・ 本学において、留学生担当教員および事務職員 ・ GHSP の企画・運営を行うグローバルキャリア
を配備し、帰国後の就学の準備手続きなどを支
支援室が、留学前の支援とともに、留学中の
援している。また提携機関においても履修アド
支援も一元的に行う。GHSP メンターに加え、
バイザー教員を配備し、学修を支援している。
同支援室教員が密にコンタクトし、帰国後の
・ 緊急時・災害時などの対応を含むリスク管理に
学業生活に支障のないよう留学中の学修面お
ついては、本学サポートスタッフが留学生の連
よび身体/精神面に配慮したサポートを行う
絡先/連絡方法の一元管理にて備えており、ま
とともに、同支援室事務職員が帰国に際して
た現地サポートスタッフの協力も得て行う体
の手続きの指示/支援を行う。緊急時・災害時
制を整えている。
などの対応を含むリスク管理についても、同
・ 海外教育/研究拠点での卖位認定留学において
支援室事務職員が留学生の連絡先/連絡方法の
は、現地拠点に既に配備されている本学教員お
一元管理にて備え、また留学先にも履修アド
よび事務職員が支援および緊急時一次対応を
バイザー教員のみならずサポートスタッフの
行っている。
配備を要請し、滞在先での緊急時・災害時な
どに際しての一次対応を依頼する。
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様式５
様式５全体で３ページ以内

語学力を向上させるための入学時から卒業時までの一体的な取組
取組内容① 入試における中等教育段階までの外国語力・留学経験等の適切な評価
○ ＴＯＥＦＬ等のスコアの入試への活用又は既存入試の改善などにより、４技能（リスニング・スピーキング・リーディング・ライテ
ィング）を適切に評価するものとなっているか。
○ 入学志願者の留学経験や在外経験等を適切に評価するものとなっているか。

【これまでの取組】
【本構想における取組】
次に記すように、入試において志願者の中等教育段 本学では既に、入学生が備えておくべき英語運用力
階終了時の英語運用力の評価を行い選抜している。 に基づく一般選抜および学士編入学試験における
英語運用力の評価を行っている。本取組により、英
・ （一般選抜）
語運用力のより高い、留学経験や在外経験のある応
長文読解問題を課し、そこで医療や科学を 募者が増えることが見込まれる。その際、本取組の
トピックスとして取り上げ、一定時間内に 目的に鑑み、
「留学経験や在外経験」による「英語
長文を読んで、内容を把握し、英語あるい 運用力」のみを重視するのではなく、
「留学経験や
は日本語でまとめる力を評価している。こ 在外経験」により得られるグローバルな視野や問題
れにより、高度な英語運用力およびグロー 意識、そして日本人としてのアイデンティティーに
バルな医療・科学とピックへの習熟度の高 誇りを持ち、今後グローバル化の進む世界における
い入学志願者を選抜している。
日本の役割という観点から自身の長期的キャリア
を考えているかどうかという点を、面接での重点的
・ （学士編入学（医学科のみ）
）
検討項目とする。
出願に際して２年以内に受験した TOEFL の
スコアレコード（原本）の提出を必須とし
ている。第一次選抜として、TOEFL iBT 61
点を合格基準点と設定している。
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取組内容② 卒業時の外国語力スタンダードを見据えた効果的な語学教育及び教育体制
○ 入学時プレイスメントテストによる習熟度別語学クラスの編成など、効果的な語学教育を行っているか。（この観点については、構
想を必ず記載してください。
）
○ 学生の語学力向上度の測定（定期的（セメスターごと、学年ごと等）な４技能を適切に評価する語学力試験の実施等）による教育効
果の分析と語学教育へのフィードバックが図られているか。
○ 外国語による論文作成（アカデミック・ライティング）能力の養成のための個別指導体制の導入や教育が行われているか。
○ 外国語で論理的に説明し、他者と議論できる力を養成するための尐人数語学教育等が行われているか。
○ 留学先の大学で専門科目レベルの履修が可能な力を養成するための留学前準備教育が行われているか。

【これまでの取組】
本学における語学教育及び教育体制に関するこれま
での取組を下に記載する。
【教養部における英語教育】
・ 入学直後に、プレイスメントテストとして入学
者全員に TOEFL を受験させ、その成績によって
習熟度別クラス編成を行っている。
・ 20〜30 人/クラスで、Oral Communication、
Reading and Writing 能力をバランス良く伸ばす
よう授業を構成している。入学時 TOEFL スコア
の高い学生に対しては、Presentation Skills
習得に主眼をおいたクラスも別に設けており、
40〜50 人が受講している。Oral Communication,
Presentation Skills のクラスはいずれも英語
を母語とする教員が担当している。
・ 2008〜2010 年度の概算事業「医歯学系大学にお
ける教養教育のモデル形成」において、生物学・
化学・数学の講義を英語で行う科目（Science
English Course）を自由選択科目として開設し、
担当の特任助教として外国籍教員 2 名と外国で
教育を受けた日本人教員 2名を採用し実施した。
いずれも数名〜10 人が受講した。現在も、生物
学ではこのコースを非常勤講師によって継続し
て実施している。
【医学部医学科/歯学部歯学科における英語教育】
・ 第 2〜4 学年にわたる専門教育期間中の英語教育
では、英語による医学情報（論文やデータベー
ス）を読む能力・英語により情報発信を行い国
際舞台で議論する能力・英語による世界の医
療・健康事情の把握および広い視野の獲得を到
達目標とし、専門語彙/フレーズの習得（発音も
含めて）のための学習機会、そして医歯学専門
知識修得状況に合わせたトピックに関する徹底
した尐人数議論による学習機会を提供し、英語
による論理的考察と説明、他者との議論におけ
る能力の向上に努めている。英語を母語とする
教員および英語運用力の極めて高い教員を動員
し、1 教員あたり学生 20 人程度という尐人数教
育環境を創出している。
【医学部医学科における、海外臨床留学者に対する
英語特訓】
・ 本学とパートナーズ・インターナショナル・メ
ディカル・サービスとの医学教育提携契約によ

【本構想における取組】
本取組では次の２つを目的としており、目標設定シ
ート１の③に記載した「グローバル人材像を踏ま
え、卒業・修了時に学生が修得すべき具体的能力」
として記載した語学能力についてのコンピテンシ
ーを下に記載する。
・ 医療の国際標準化および国際協調の観点から
必要度の増す医療人の英語運用力の底上げを
図る
 【底上げ：コンピテンシー】自身の専門分野
の用語を英語で口頭表現/表記/理解でき、そ
れを用いて必要最尐限の医療情報の口頭およ
び文書での伝達と理解ができる
・ 日本が生命科学研究・国際保健/医療政策・国
際協力/医療観光等医療産業分野において世界
を支え牽引していくために中心的役割を担う
グローバルヘルスリーダーを育成する
 【リーダー育成：コンピテンシー(1)】英語
母語者／非母語者を含めた様々な人達を相手
に英語にて議論に建設的に貢献できる高い英
語運用力・コミュニケーションスキル・議論
手法を有し、提示できる
 【リーダー育成：コンピテンシー(2)】自身
の専門分野の用語を英語で口頭表現/表記/理
解でき、それを用いて必要十分な情報の口頭
および文書での伝達と理解ができる
それぞれのコンピテンシー獲得のための取組とし
て、左列に記載したこれまでの取組を更に強化させ
たものとして本取組で実施するものを列挙する。
【底上げ：コンピテンシー】
・ まず、国際共通言語である英語運用力の必要性
の深い認識を目的の１つとして、入学後早期に
「異文化交流セミナー」を実施する。本学全学
生および海外からの留学生・招聘学生が参加
し、混成尐人数グループを組み、グローバルな
問題につき、徹底的に英語で議論する。
・ 一般的英語運用能力の向上支援の取組として、
希望する学生に対し、English Brush-up Course
を開講する。入学時 TOEFL 点数に基づきクラス
編成を行い、民間の英語教育機関と提携し、本
学キャンパスでのセッションおよびオンライ
ンセッション等を提供する。また、希望する学
生は GHSP 科目である English for Academic
Purposes も受講可能とする。
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り、ハーバード大学医学部の関連病院における
・ プレイスメントテストとしての入学時 TOEFL を
臨床実習に毎年 8名程度の学生を派遣している。
継続し、第 2 学年終了時に TOEFL を再度行うこ
留学先で専門科目履修（診療参加型臨床実習）
とにより、学習動機づけをはかるとともに英語
が可能な能力を養成するために、派遣前 6 ヶ月
教育に対するフィードバックを行う。
をかけて英語での診療技能（問診/診察/プレゼ
・ 既存英語学習機会を更に充実させる。教養教育
ンテーション/文書記載）の徹底した特訓を、米
および専門教育における英語教育との間で、コ
国看護師資格を持つ非常勤講師と、米国にて臨
ンピテンシーの統一に基づく教育方法の連携/
床研修を受けた本学教員により提供している。
協調を図り、シームレスなカリキュラムを策定
【医学部保健衛生学科看護学専攻】
する。小グループ議論においてグループあたり
・ 「国際看護研究方法論」などの授業や卒業論文、
の英語母語者の比率を高めるために、教師のみ
修士論文、博士論文指導において、外国語によ
でなく、海外からの大学院留学生の議論への参
る論文作成（Academic writing）能力の養成の
加も推奨する。
ための個別指導や集団指導を行っている。また
・ 専門医療用語習得については発音も含めた試
外国語による論文作成能力の養成のための自己
験を英語科目内で繰り返し実施し、また学士課
学習ができるような教育 DVD を自主製作し、活
程全科目の最終試験問題の 10%を英語化する。
用している。
・ 本取組において国際公募により雇用された英
【語学力向上度測定】
語を母語とする教員は自身の専門分野に関す
・ 学生の語学力向上度の測定として、第 2 学年次
る完全英語化での科目を提供し、GHSP 履修者/
に TOEFL を全学生に受験させ、スコアが低かっ
非履修者ともに英語にての受講を可能とする。
た学生への補習コースも設置し、語学力アップ 【リーダー育成コンピテンシー(1)/(2)】
を図っているとともに、教育方法の効果の分析 リーダー育成を目的とした通年制のプログラム
および改善のためのフィードバックデータとし 「Global Health Science Program (GHSP)」におい
て利用している。平成 23 年度より導入された新 て、本学学士課程カリキュラムにて提供される教育
カリキュラムにおいては、第 2 学年から学部で 内容に加え、以下（詳細は様式２を参照）を実施し、
の専門教育が始まることから、語学力向上度測 履修生のコンピテンシー獲得を図る。GHSP 履修資
定のための TOEFL を第 2 学年次ではなく第 1 学 格は TOEFL iBT 70 点以上であるが、GHSP 履修は第
年終了時において行うことを検討している。
1 学年後期からであるため、入学時 TOEFL 点数が低
【第二外国語】
い希望者は、第１学年前期の 6 ヶ月間に教養教育の
学生へのアンケート調査結果に基づき、平成 23 年度 英語、そして上述した English Brush-up Course（全
より希望の多かった中国語とスペイン語科目を教養 学生および教職員が履修可）を通して英語運用力の
教育選択必修科目として新設、現代の世界情勢に対 向上を図ることにより、GHSP の履修が可能となる。
応した第二外国語の履修を可能とした。
・ English for Academic Purposes
【語学教育体制】
（内容）第１学年後期より、湯島キャンパスに
・ （教養教育における外国語教育体制）
て、火曜日通常授業終了後週１回のペースで履
 英語：専任教員 4 名（留学経験があり、英語
修。半期ごとのコースで、EAP1（初級）
、EAP2（中
母語者程度の英語運用能力を持つ日本人教員
級）、EAP3（上級）の 3 つがあり、TOEFL スコア
2 名、英語を母語とする教員 2 名）
、および非
に基づき、iBT 80 点未満は EAP1 から、80 点〜
常勤講師 4 名（うち 3 名は英語を母語とする
90 点未満は EAP2 から、iBT90 点以上は EAP3 か
教員）
。いすれも文学・語学専攻。
ら履修開始し、各コース修了にて上級コースに
 フランス語：日本人専任教員 1 名と日本人非
進級する。EAP3 修了にて履修完了とする。英語
常勤講師 1 名。いずれも文学・思想専攻。
を母語とする本学教員/非常勤講師/提携する民
 ドイツ語：ドイツ国籍をもつ専任教員 1 名と
間の英語教育機関講師による、尐人数議論、プ
日本人非常勤講師 3 名。いずれも文学・語学
レゼンテーション、ディベート、学術的文書作
専攻。
成などを通した学習。科目は完全英語履修。
 中国語：中国外交を専攻する日本人専任教員 1 ・ 海外留学機会
名
卖位互換による海外留学参加の必須要件として
 スペイン語:中单米地域研究を専攻する日本
iBT が設定されている（研究留学：iBT80、臨床
人非常勤講師 2 名
留学:iBT 100、MPH 留学:iBT 80）
。
・ （専門教育における英語教育体制）
・ Global Health-care
 英語を母語とする本学教員/英語圏への長期
（内容）専門分野での臨床留学（実習）を希望
留学経験があり英語母語者程度の英語運用力
する GHSP 履修生は必修、専門分野の診療活動の
を有する本学教員/英語を母語とする非常勤
ために特化した英語運用能力習得を目的とした
講師（5 名）
特訓を提供する。
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様式６
様式６全体で４ページ以内

構想の実現に向けた推進体制、準備状況、資金計画の合理性
取組内容① 構想のマネジメント体制と評価、改善の取組
○ 構想のマネジメントを統括する推進体制が学内に構築されているか。
○ 構想の実施、達成状況を評価し、改善を図るための学生や外部有識者による評価に取り組んでいるか。

【本構想における取組】
・ （マネジメント体制）
企画・国際交流担当理事および教育担当理事の密接な連携のもとに、生命科学研究・国際保健/
医療政策・国際医療協力分野でグローバルに活躍する本学教員および同分野に関する学内外有
識者よりなる推進委員会を組織する。同委員会は、本取組の実施にあたる新たな組織、グロー
バルキャリア支援室を設立し、設立後はその運営も行う。同支援室は、国際公募する英語を母
語とする教員（医学/歯学/看護学/公衆衛生学/生命科学等を専門分野とする）複数名を含む本
学教員を専任として配置し、英語を公用語とする。またグローバルキャリア支援室は、現存す
る本学国際交流センター（海外からの留学生受入および在学中の対応、および大学・学部間連
携業務を取り扱っている）と密に連携し業務に当たるほか、海外留学に際する手続き等につい
ては、様式４取組内容①に記したように、学務部学生支援課、学務部教務課、国際交流センタ
ー国際交流課、保健管理センターと連携する。

なお、本学には現在、全学的な教育担当部署として、シミュレーション教育支援などを主たる
業務とする医歯学教育システム研究センターと、医学と歯学の統合的教育および専門職連携教
育を企画/実施する医歯学融合教育支援センターが存在する。将来的には、前者をシミュレーシ
ョン教育支援部門、後者を医歯学融合教育支援部門とし、更に上述したグローバルキャリア支
援室をグローバルキャリア支援部門として統合し、総合統括室を設置の上で医歯学総合教育支
援センターとし、本学の教育の全学的な支援を行う組織を構築することを構想している。
・ （評価・改善の取組）
学内外（海外も含む）有識者による第３者評価委員会を組織し、GHSP 応募状況、各科目成績、
TOEFL に基づく英語運用力改善状況、進級状況、学生ヒアリング調査、留学先における修了状況、
プログラム修了状況、卒業後の進路・活動状況、関連教職員ヒアリング調査などのデータを、
グローバルキャリア支援室が学務部教務課と連携して収集・解析し、年次評価を行い、改善の
必要性の検討を行う。同委員会より指摘された問題に対しては、GHSP 運営委員会が原因分析お
よび改善方法の検討・立案を行い、改善に取り組む。
取組内容② 得られた成果の公表・普及と国内大学のグローバル化への貢献
○ 取組を通じて得られた成果について、日本語及び外国語での公表（WEB サイト等）の他、報告会、発表会等の報告の場を設けて、
各大学や学生、産業界等への普及を図るものとなっているか。
○ （タイプ A のみ）他の大学と連携した取組の実施や産業界との連携によるシンポジウム等の開催など、国内大学のグローバル化を先
導する大学として、他の大学のグローバル化推進に貢献する取組を実施するものとなっているか。

・

・
・

・
・

本取組専用の英語 Website を制作し、本取組の実施状況、海外留学先の取組、卒業生の活動状況な
どを紹介する。これにより、同様な取組を実施する国内外教育機関と活動状況を共有するとともに、
グローバルな長期的キャリア志向の優秀な学生の獲得を目指す。
本取組で開発された教材（英語）を発信し（iTunes U などのインターネット情報配信手段を活用）
、
同様な取組を実施する国内外教育機関とで知的資材を共有することで相互発展を図る。
上記に加え、本取組に関するフォーラムなどを定期的に開催し、本取組の実施状況、海外留学先の
取組、卒業生の活動状況などを紹介するとともに、同様な取組を実施する国内外教育機関教員や、
他大学学生、さらに本学への入学を検討している者らとシンポジウムなどを通して意見交換を行う。
英語および日本語による年次報告書を毎年作成し、Website にて閲覧可能とする。
本取組の活動状況や成果を各分野教育学会で報告/発表し、同様な取組を実施する国内外教育機関との
相互発展を図る。
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取組内容③ 現在の準備状況及び年度別実施計画
【構想実施に向けた準備状況】
① （提携校/提携機関選定）English Brush-up Courses 設立のために提携する民間英語教育機関の選定
中
② （カリキュラム構築）国内先行事例の研究中（国際教養大学など）
、有識者ヒアリング実施（国際保健
機関従事者など）
③ （環境整備）e-Portfolio システムの選定中
④ （全学生英語運用力底上げ取り組み）本学学士課程一部科目最終試験問題の 10%の英語化準備中（平
成 25 年度より一部で開始予定）
【平成２４年度】
① （提携校/提携機関拡大）海外留学先候補機関との提携交渉、English Brush-up Courses 設立のため
に提携する民間英語教育機関の選定と実施
② （人的資源確保）英語を母語とする教員（医学/歯学/看護学/公衆衛生学/生命科学等を専門分野とす
る）の国際公募、事務職員公募と採用
③ （環境整備）Virtual Campus/e-Portfolio/Website システム構築、履修状況管理システムの導入、ラ
ウンジ内機器整備し、システム等の試行運用の実施
④ （カリキュラム構築）国内外先行事例の見学/研究によるカリキュラム検討、異文化交流セミナー
/English for Academic Purposes/Global Perspectives/Global Health-care のそれぞれの科目での
到達目標と学習方略を検討、異文化交流セミナー/English Brush-up Courses/English for Academic
Purposes/Global Health-care を試行
⑤ （教育体制のグローバル化/グローバル教育力向上のための取組）English Brush-up Courses（教職員
対象）を開始
⑥ （全学生英語運用力底上げ取り組み開始）English Brush-up Courses（希望する全学生対象）開始
【平成２５年度】
① （提携校/提携機関拡大）海外留学先候補機関との提携交渉
② （全学生英語運用力底上げ取り組み開始）English Brush-up Courses を継続、異文化交流セミナー（全
入学生参加）実施、本学学士課程一部科目最終試験問題の 10%を英語化
③ （GHSP 開始(1)）新入学生が後期より参加、第２学年以上は前期より編入参加
④ （GHSP 開始(2)）GHSP 科目のうち、English for Academic Purposes 1〜3/Global Perspectives 1〜
2/Global Health-care を開始
⑤ （GHSP 開始(3)）メンタリング開始、Virtual Campus/e-Portfolio/Website/ラウンジ本格活用
⑥ （教育課程の国際通用性向上のための取組）学士課程全科目シラバスの充実/標準化/一部多言語化/
国際標準であるコードを用いたナンバリングの導入
⑦ （教育体制のグローバル化/グローバル教育力向上のための取組）English Brush-up Courses（教職員
対象）を継続、English for Academic Purposes（教職員対象）を開始
【平成２６年度】
① （全学生英語運用力底上げ取り組み）異文化交流セミナー/English Brush-up Courses を継続、本学
学士課程科目最終試験問題の 10%の英語化の適用範囲拡大、学士課程英語教育における小グループ議
論への外国人留学生（博士/修士課程）の議論への参加推奨開始
② （GHSP）平成 25 年度開始科目継続、Global Perspectives 3 開始、Virtual Campus、e-Portfolio、
ラウンジ使用継続、Retreat を開催
③ （教育体制のグローバル化/グローバル教育力向上のための取組）English Brush-up Courses（教職員
対象）/English for Academic Purposes（教職員対象）を継続、教育提携校より医歯学教育専門家を
招聘し本学全教員を対象とした教員研修を開催、本学教員を提携校に派遣し現地医歯学教育専門家に
よる講義/現地教育機関および教育現場見学を絡めた自己主導型教育力向上のための教員研修を開催
【平成２７年度】
① （全学生英語運用力底上げ取り組み）すべての取組を継続、本学学士課程科目最終試験問題の 10%の
英語化の適用範囲拡大
② （GHSP）すべての取組を継続、Retreat を開催
③ （教育体制のグローバル化/グローバル教育力向上のための取組）English Brush-up Courses（教職員
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対象）/English for Academic Purposes（教職員対象）を継続、本学教員を提携校に派遣し現地医歯
学教育専門家による講義/現地教育機関および教育現場見学を絡めた自己主導型教育力向上のための
教員研修を開催
④ （本取組に関する情報発信）フォーラムを開催（国内外教育機関教員/他大学学生/本学への入学を検
討している者らとシンポジウムなどを通して意見交換）
【平成２８年度】
① （全学生英語運用力底上げ取り組み）すべての取組を継続、本学学士課程全科目最終試験問題の 10%
の英語化達成
② （GHSP）すべての取組を継続、Retreat を開催
③ （教育体制のグローバル化/グローバル教育力向上のための取組）English Brush-up Courses（教職員
対象）/English for Academic Purposes（教職員対象）を継続、本学教員を提携校に派遣し現地医歯
学教育専門家による講義/現地教育機関および教育現場見学を絡めた自己主導型教育力向上のための
教員研修を開催
④ （本取組に関する情報発信）本取組の活動状況や成果を各分野教育学会で報告/発表
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取組内容④ 財政支援期間終了後の事業展開
本取組は、育成するグローバルヘルスリーダーがグローバル化時代における日本の生命科学研究・国際保
健/医療政策・国際協力/医療観光等医療産業分野を牽引することに加え、本学における履修課程・教育体
制・事務体制のグローバル化を図り、海外からの留学生の学士課程への受け入れ準備度を高め、学士課程
教育自体のグローバル化を推進し、本学の国際競争力を高めることも、大きな目的としている。これは、
医療系大学においても今後国際標準による分野別大学認証が行われ、優秀な学生の世界レベルでのリクル
ートが激化する近未来を見据えて、急務である。また、グローバル化が遅れる日本の医療系高等教育にお
いて、特に国家試験合格を一つの大きな到達目標とした日本語での膨大な量の知識/技能/態度の習得が要
求される医療系大学学士課程においてのグローバル化は遅々として進んでいない中、本学が他の医療系大
学に先駆けて医歯学教育の学士課程からのグローバル化を図ることにより、従来にない、グローバル化時
代に対応する人材育成を最終目的とした医歯学教育モデルを呈示し、また本取組からそのための指導者も
輩出し、日本の医療系大学学士課程全体のグローバル化、そして延いては日本の医療全体のグローバル化
に寄与できるものと考えられる。
医療人、そして将来のグローバルヘルスリーダーの育成には、学士課程の数年間のみならず、その後長い
期間がかかる。本取組では、卒業生とも密に交流を行い、長期的キャリア構築を相互に刺激し合い、支え
合いながら目的達成を図るものである。したがって、本学が、長期にわたり、グローバル化時代の日本の
医療を担う医療人の育成、そして生命科学研究・国際保健/医療政策・国際医療協力分野において世界を支え
牽引していくために中心的役割を担うグローバルヘルスリーダーの育成を続け、そして他の医療系大学に
対するモデルを提示し、同モデルの更なる改善を図っていく必要がある。
したがって、財政支援期間終了後も、本取組を通して構築された英語運用力底上げ教育体制、そしてグロ
ーバルヘルスリーダー育成のための教育機構を維持し、目的とする人材の輩出および本学学士課程教育の
グローバル化を推進し、そしてグローバル化時代の医療系大学学士課程モデルとして磨きをかけて行く。

取組内容⑤ 財政支援期間終了後の事業展開に向けた資金計画
財政支援期間終了後の事業展開に向けた期間内の方針や対応、及び財政支援期間終了後の資金計画について、各費目ごとに具体的に記入
してください。

【物品費】
教育用器材・備品については、運営費交付金などの公費、奨学寄付金、競争的外部資金および東京医科歯
科大学基金などの活用により、本事業に対する財政支援終了後の事業展開を継続して行く。
【人件費・謝金】
基本的には、人件費・謝金については、運営費交付金などの公費、奨学寄付金、競争的外部資金および東
京医科歯科大学基金などを充てる。一方、教員個人レベルでのグローバル教育力向上支援取組として、
English Brush-up Course の開講、そして GHSP で提供する English for Academic Purposes の教員対象
コースを開講し、希望者は受講可能とする。さらに、グローバル教育力が高い教員に対しては、GHSP で
の教育参加による実践型教育研修を行う。これらにより若手教員のグローバル教育力および実践力が高ま
り、本事業で提供するコースへの将来的な登用を積極的に図ることで、人的リソースの有効利用、人件費
/謝金の最小化に努める。
【旅費】
旅費に関しては、公費、奨学寄付金、競争的外部資金および東京医科歯科大学基金などを充てる。
【その他】
さらに、本件事業の成果が現れた場合には、受託研究費、奨学寄附金等の資金を使って業績を高めていく。
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様式７

支援期間における各経費の明細【年度ごとに1ページ】

（単位：千円）

補助金申請ができる経費は、当該構想の遂行に必要な経費であり、本事業の目的であるグローバ
ル人材育成推進のための使途に限定されます。（平成２４年度グローバル人材育成推進事業公募
要領参照。)【年度ごとに１ページ】

記載例 ：教材印刷費
○○○千円
○○部×＠○○○円
：謝金
○○○千円
○○人×＠○○○円

補助金申請額
(①)

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

［物品費］
①設備備品費
・Virtual Campus対応Webｼｽﾃﾑ
・履修状況管理ｼｽﾃﾑ一式
②消耗品費
・事業実施に係る文房具等一式
・教育用図書等一式
・語学学習教材一式
・ｿﾌﾄｳｪｱ 30個×@30千円
［人件費・謝金］
①人件費
・教員（教授）
1名×6月×@900千円
・外国人教員（講師） 8名×6月×@700千円
・教員（助教）
4名×6月×@500千円
・事務職員
2名×6月×@200千円
・TA人件費
500時間×@1千円
②謝金
・学外講師講義謝金 16回×2名×@12千円
・学外講師講義謝金 16回×2名×@12千円
・学外講師講義謝金 16回×2名×@12千円
・委員会出席謝金 6名×@12千円
［旅費］
・外国人招聘旅費
2名×@1,500千円
・国内旅費 20名×@60千円
・外国旅費（教員） 2名×12回×@500千円
・外国旅費（事務職員）2名×10回×@300千円
・学生旅費
14名×@300千円
・委員会出席旅費
1名×@300千円 5名×@50千円
［その他］
①外注費
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成費等
・教材ｼｽﾃﾑ製作委託費
・翻訳委託費
②印刷製本費
・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 1,000部×@300円
・報告書
300部×@1千円
・教材印刷費
③会議費

37,094
32,000
10,000
22,000
5,094
1,400
1,400
1,394
900
32,324
31,100
5,400
16,800
6,000
2,400
500
1,224
384
384
384
72
22,750
3,000
1,200
12,000
6,000

1,500

550

38,594
32,000
10,000
22,000
6,594
1,900
1,900
1,894
900
55,124
53,900
5,400
33,600
12,000
2,400
500
1,224
384
384
384
72
26,950
3,000
1,200
12,000
6,000
4,200
550

27,832
10,000
3,000
2,000
5,000
900
300
300
300

27,832
10,000
3,000
2,000
5,000
900
300
300
300

④通信運搬費
・物品搬送、郵便料一式
⑤その他（諸経費）
・ﾌﾟﾚｲｽﾒﾝﾄﾃｽﾄ実施経費(TOEFL) 275名×@4千円
・ﾌﾟﾚｲｽﾒﾝﾄﾃｽﾄ実施経費(TOEIC)
60名×@6千円
・語学授業委託費（学生分）
派遣講師4人×48回×@22千円+諸経費
・語学授業委託費（教員分）
派遣講師4人×48回×@22千円+諸経費
・語学授業委託費（事務職員分）
派遣講師4人×48回×@22千円+諸経費
・ePortfolioWebｼｽﾃﾑ利用料

1,000
1,000
15,932
1,100
360
4,324

1,000
1,000
15,932
1,100
360
4,324

＜平成２４年度＞

経

平成２４年度

費

区

分

1,500
500
500
500
22,800
22,800
16,800
6,000

4,200

4,200

合計

該当ページ

様式2 P4.7
様式2 P1.36
様式2
様式2
様式2
様式2

P2.4
P2.4
P2.4
P2.4

様式6①7行
様式3①12行
様式6①7行
様式4 P3.7
様式2 P2.4
様式3①6行
様式3①11行
様式3①28行
様式6①21行
様式3①11行
様式4 P2.12
様式4 P2.12
様式4 P2.12
様式2 P3.33
様式6①21行

様式1③22行
様式1③28行
様式1②6行
様式4 P1.4
様式6②9行
様式2 P2.4

様式6②2行
様式5②45行
様式1④7行
様式2 P1.27

4,324

4,324 様式3②40行

4,324

4,324 様式1④7行

1,500

1,500 様式2 P4.19

120,000

28,500

148,500

（大学名：東京医科歯科大学）（申請区分：特色型）
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（単位：千円）
補助金申請額
(①)

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

1,650

1,500

3,150

②消耗品費
・事業実施に係る文房具等一式
・教育用図書等一式
・語学学習教材一式
［人件費・謝金］
①人件費
・教員（教授）
1名×12月×@900千円
・外国人教員（講師） 8名×12月×@700千円
・教員（助教）
4名×12月×@500千円
・事務職員
2名×12月×@200千円
・TA人件費
500時間×@1千円
②謝金
・学外講師講義謝金 32回×2名×@12千円
・学外講師講義謝金 32回×2名×@12千円
・学外講師講義謝金 32回×2名×@12千円
・委員会出席謝金 6名×@12千円
［旅費］
・外国人招聘旅費
2名×@1,500千円
・国内旅費 10名×@60千円
・外国旅費（教員） 2名×8回×@500千円
・外国旅費（事務職員）2名×5回×@300千円
・学生旅費
14名×@300千円
・委員会出席旅費
・外国人招聘旅費 10人×@300千円
・学生旅費 275人×@10千円
［その他］
①外注費
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成費等
・教材ｼｽﾃﾑ製作委託費
・翻訳委託費
②印刷製本費
・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 1,000部×@300円
・報告書
300部×@1千円
・教材印刷費
③会議費
・異文化交流ｾﾐﾅｰ開催経費 会場借料@1,000千円

1,650
650
500
500
64,076
61,700
10,800
33,600
12,000
4,800
500
2,376
768
768
768
72
18,150
3,000
600
8,000
3,000

1,500
500
500
500
45,600
45,600

36,124
4,000
1,000
1,000
2,000
900
300
300
300
1,000
1,000

3,150
1,150
1,000
1,000
109,676
107,300
10,800
67,200
24,000
4,800
500
2,376
768
768
768
72
25,100
3,000
600
8,000
3,000
4,200
550
3,000
2,750
36,124
4,000
1,000
1,000
2,000
900
300
300
300
1,000
1,000

④通信運搬費
・物品搬送、郵便料一式
⑤その他（諸経費）
・ﾌﾟﾚｲｽﾒﾝﾄﾃｽﾄ実施経費(TOEFL) 275名×@4千円
・ﾌﾟﾚｲｽﾒﾝﾄﾃｽﾄ実施経費(TOEIC)
30名×@6千円
・語学授業委託費（学生分）
派遣講師4人×96回×@22千円+諸経費
・語学授業委託費（教員分）
派遣講師4人×96回×@22千円+諸経費
・語学授業委託費（事務職員分）
派遣講師4人×96回×@22千円+諸経費
・ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ委託費 6台×@300千円
・ePortfolioWebｼｽﾃﾑ利用料

500
500
29,724
1,100
180
8,548

500
500
29,724
1,100
180
8,548

＜平成２５年度＞

経

費

区

分

［物品費］
①設備備品費

平成２５年度

33,600
12,000

6,950

4,200
550
3,000
2,750

合計

該当ページ

様式2 P2.4
様式2 P2.4
様式2 P2.4
様式6①7行
様式3①12行
様式6①7行
様式4 P3.7
様式2 P2.4
様式3①6行
様式3①11行
様式3①28行
様式6①21行
様式3①11行
様式4 P2.12
様式4 P2.12
様式4 P2.12
様式2 P3.33
様式6①21行
様式4①13行
様式4①12行
様式1③22行
様式1③28行
様式1②6行
様式4①4行
様式6②9行
様式2 P2.4
様式2 P1.15
様式6②2行
様式5②45行
様式1④7行
様式2 P1.27

8,548

8,548 様式3②40行

8,548

8,548 様式1④7行

1,800
1,000

1,800 様式2 P1.15
1,000 様式2 P4.19

120,000

54,050

174,050

（大学名：東京医科歯科大学）（申請区分：特色型）
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（前ページの続き）
＜平成２６年度＞

（単位：千円）

経

費

区

分

補助金申請額
(①)

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

2,750

1,500

4,250

2,750
1,000
1,000
750
64,076
61,700
10,800
33,600
12,000
4,800
500
2,376
768
768
768
72
17,050
3,000
600
6,000
2,400

1,500
500
500
500
45,600
45,600

36,124
2,000
1,000
1,000
900
300
300
300
2,500
500
1,000
1,000

4,250
1,500
1,500
1,250
109,676
107,300
10,800
67,200
24,000
4,800
500
2,376
768
768
768
72
24,000
3,000
600
6,000
2,400
4,200
550
4,500
2,750
36,124
2,000
1,000
1,000
900
300
300
300
2,500
500
1,000
1,000

1,000
1,000
29,724
1,100
180
8,548

1,000
1,000
29,724
1,100
180
8,548

［物品費］
①設備備品費
②消耗品費
・事業実施に係る文房具等一式
・教育用図書等一式
・語学学習教材一式
［人件費・謝金］
①人件費
・教員（教授）
1名×12月×@900千円
・外国人教員（講師） 8名×12月×@700千円
・教員（助教）
4名×12月×@500千円
・事務職員
2名×12月×@200千円
・TA人件費
500時間×@1千円
②謝金
・学外講師講義謝金 32回×2名×@12千円
・学外講師講義謝金 32回×2名×@12千円
・学外講師講義謝金 32回×2名×@12千円
・委員会出席謝金 6名×@12千円
［旅費］
・外国人招聘旅費
2名×@1,500千円
・国内旅費 10名×@60千円
・外国旅費（教員） 2名×6回×@500千円
・外国旅費（事務職員）2名×4回×@300千円
・学生旅費
14名×@300千円
・委員会出席旅費
・外国人招聘旅費 15人×@300千円
・学生旅費 275人×@10千円
［その他］
①外注費
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成費等
・教材ｼｽﾃﾑ製作委託費
②印刷製本費
・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 1,000部×@300円
・報告書
300部×@1千円
・教材印刷費
③会議費
・教員研修開催経費 会場借料@500千円
・異文化交流ｾﾐﾅｰ開催経費 会場借料@1,000千円
・ﾘﾄﾘｰﾄ開催経費

6,950

4,200
550
4,500
2,750

④通信運搬費
・物品搬送、郵便料一式
⑤その他（諸経費）
・ﾌﾟﾚｲｽﾒﾝﾄﾃｽﾄ実施経費(TOEFL) 275名×@4千円
・ﾌﾟﾚｲｽﾒﾝﾄﾃｽﾄ実施経費(TOEIC)
30名×@6千円
・語学授業委託費（学生分）
派遣講師4人×96回×@22千円+諸経費
・語学授業委託費（教員分）
派遣講師4人×96回×@22千円+諸経費
・語学授業委託費（事務職員分）
派遣講師4人×96回×@22千円+諸経費
・ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ委託費 6台×@300千円
・ePortfolioWebｼｽﾃﾑ利用料

平成２６年度

33,600
12,000

合計

該当ページ

様式2 P2.4
様式2 P2.4
様式2 P2.4
様式6①7行
様式3①12行
様式6①7行
様式4 P3.7
様式2 P2.4
様式3①6行
様式3①11行
様式3①28行
様式6①21行
様式3①11行
様式4 P2.12
様式4 P2.12
様式4 P2.12
様式2 P3.33
様式6①21行
様式4①13行
様式4①12行
様式1③22行
様式1③28行
様式4 P1.4
様式6②9行
様式2 P2.4
様式6③43行
様式2 P1.15
様式6③40行
様式6②2行
様式5②45行
様式1④7行
様式2 P1.27

8,548

8,548 様式3②40行

8,548

8,548 様式1④7行

1,800
1,000

1,800 様式2 P1.15
1,000 様式2 P4.19

120,000

54,050

174,050

（大学名：東京医科歯科大学）（申請区分：特色型）
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（前ページの続き）
＜平成２７年度＞

（単位：千円）

経

費

区

分

補助金申請額
(①)

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

3,250

1,500

4,750

3,250
1,100
1,100
1,050
64,076
61,700
10,800
33,600
12,000
4,800
500
2,376
768
768
768
72
16,050
3,000
600
5,000
2,400

1,500
500
500
500
45,600
45,600

4,750
1,600
1,600
1,550
109,676
107,300
10,800
67,200
24,000
4,800
500
2,376
768
768
768
72
23,000
3,000
600
5,000
2,400
4,200
550
4,500
2,750
36,624
2,000
1,000
1,000
900
300
300
300
3,500
500
1,000
1,000
1,000
500
500
29,724
1,100
180
8,548

［物品費］
①設備備品費
②消耗品費
・事業実施に係る文房具等一式
・教育用図書等一式
・語学学習教材一式
［人件費・謝金］
①人件費
・教員（教授）
1名×12月×@900千円
・外国人教員（講師） 8名×12月×@700千円
・教員（助教）
4名×12月×@500千円
・事務職員
2名×12月×@200千円
・TA人件費
500時間×@1千円
②謝金
・学外講師講義謝金 32回×2名×@12千円
・学外講師講義謝金 32回×2名×@12千円
・学外講師講義謝金 32回×2名×@12千円
・委員会出席謝金 6名×@12千円
［旅費］
・外国人招聘旅費
2名×@1,500千円
・国内旅費 10名×@60千円
・外国旅費（教員） 2名×5回×@500千円
・外国旅費（事務職員）2名×4回×@300千円
・学生旅費
14名×@300千円
・委員会出席旅費
・外国人招聘旅費 15人×@300千円
・学生旅費 275人×@10千円
［その他］
①外注費
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成費等
・教材ｼｽﾃﾑ製作委託費
②印刷製本費
・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 1,000部×@300円
・報告書
300部×@1千円
・教材印刷費
③会議費
・教員研修開催経費 会場借料@500千円
・異文化交流ｾﾐﾅｰ開催経費 会場借料@1,000千円
・ﾘﾄﾘｰﾄ開催経費
・ﾌｫｰﾗﾑ開催経費
④通信運搬費
・物品搬送、郵便料一式
⑤その他（諸経費）
・ﾌﾟﾚｲｽﾒﾝﾄﾃｽﾄ実施経費(TOEFL) 275名×@4千円
・ﾌﾟﾚｲｽﾒﾝﾄﾃｽﾄ実施経費(TOEIC)
30名×@6千円
・語学授業委託費（学生分）
派遣講師4人×96回×@22千円+諸経費
・語学授業委託費（教員分）
派遣講師4人×96回×@22千円+諸経費
・語学授業委託費（事務職員分）
派遣講師4人×96回×@22千円+諸経費
・ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ委託費 6台×@300千円
・ePortfolioWebｼｽﾃﾑ利用料

平成２７年度

33,600
12,000

6,950

4,200
550
4,500
2,750
36,624
2,000
1,000
1,000
900
300
300
300
3,500
500
1,000
1,000
1,000
500
500
29,724
1,100
180
8,548

合計

該当ページ

様式2 P2.4
様式2 P2.4
様式2 P2.4
様式6①7行
様式3①12行
様式6①7行
様式4 P3.7
様式2 P2.4
様式3①6行
様式3①11行
様式3①28行
様式6①21行
様式3①11行
様式4 P2.12
様式4 P2.12
様式4 P2.12
様式2 P3.33
様式6①21行
様式4①13行
様式4①12行
様式1③22行
様式1③28行
様式4 P1.4
様式6②9行
様式2 P2.4
様式6③52行
様式2 P1.15
様式6③48行
様式6③53行
様式6②2行
様式5②45行
様式1④7行
様式2 P1.27

8,548

8,548 様式3②40行

8,548

8,548 様式1④7行

1,800
1,000

1,800 様式2 P1.15
1,000 様式2 P4.19

120,000

54,050

174,050

（大学名：東京医科歯科大学）（申請区分：特色型）
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（前ページの続き）
＜平成２８年度＞

（単位：千円）

経

費

区

分

補助金申請額
(①)

大学負担額
(②)

事業規模
（①＋②）

3,250

1,500

4,750

3,250
1,100
1,100
1,050
64,076
61,700
10,800
33,600
12,000
4,800
500
2,376
768
768
768
72
16,050
3,000
600
5,000
2,400

1,500
500
500
500
45,600
45,600

4,750
1,600
1,600
1,550
109,676
107,300
10,800
67,200
24,000
4,800
500
2,376
768
768
768
72
23,000
3,000
600
5,000
2,400
4,200
550
4,500
2,750
36,624
2,000
1,000
1,000
900
300
300
300
3,500
500
1,000
1,000
1,000
500
500
29,724
1,100
180
8,548

［物品費］
①設備備品費
②消耗品費
・事業実施に係る文房具等一式
・教育用図書等一式
・語学学習教材一式
［人件費・謝金］
①人件費
・教員（教授）
1名×12月×@900千円
・外国人教員（講師） 8名×12月×@700千円
・教員（助教）
4名×12月×@500千円
・事務職員
2名×12月×@200千円
・TA人件費
500時間×@1千円
②謝金
・学外講師講義謝金 32回×2名×@12千円
・学外講師講義謝金 32回×2名×@12千円
・学外講師講義謝金 32回×2名×@12千円
・委員会出席謝金 6名×@12千円
［旅費］
・外国人招聘旅費
2名×@1,500千円
・国内旅費 10名×@60千円
・外国旅費（教員） 2名×5回×@500千円
・外国旅費（事務職員）2名×4回×@300千円
・学生旅費
14名×@300千円
・委員会出席旅費
・外国人招聘旅費 15人×@300千円
・学生旅費 275人×@10千円
［その他］
①外注費
・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成費等
・教材ｼｽﾃﾑ製作委託費
②印刷製本費
・ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ 1,000部×@300円
・報告書
300部×@1千円
・教材印刷費
③会議費
・教員研修開催経費 会場借料@500千円
・異文化交流ｾﾐﾅｰ開催経費 会場借料@1,000千円
・ﾘﾄﾘｰﾄ開催経費
・ﾌｫｰﾗﾑ開催経費
④通信運搬費
・物品搬送、郵便料一式
⑤その他（諸経費）
・ﾌﾟﾚｲｽﾒﾝﾄﾃｽﾄ実施経費(TOEFL) 275名×@4千円
・ﾌﾟﾚｲｽﾒﾝﾄﾃｽﾄ実施経費(TOEIC)
30名×@6千円
・語学授業委託費（学生分）
派遣講師4人×96回×@22千円+諸経費
・語学授業委託費（教員分）
派遣講師4人×96回×@22千円+諸経費
・語学授業委託費（事務職員分）
派遣講師4人×96回×@22千円+諸経費
・ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ委託費 6台×@300千円
・ePortfolioWebｼｽﾃﾑ利用料

平成２８年度

33,600
12,000

6,950

4,200
550
4,500
2,750
36,624
2,000
1,000
1,000
900
300
300
300
3,500
500
1,000
1,000
1,000
500
500
29,724
1,100
180
8,548

合計

該当ページ

様式2 P2.4
様式2 P2.4
様式2 P2.4
様式6①7行
様式3①12行
様式6①7行
様式4 P3.7
様式2 P2.4
様式3①6行
様式3①11行
様式3①28行
様式6①21行
様式3①11行
様式4 P2.12
様式4 P2.12
様式4 P2.12
様式2 P3.33
様式6①21行
様式4①13行
様式4①12行
様式1③22行
様式1③28行
様式4 P1.4
様式6②9行
様式2 P2.4
様式6③62行
様式2 P1.15
様式6③58行
様式6③63行
様式6②2行
様式5②45行
様式1④7行
様式2 P1.27

8,548

8,548 様式3②40行

8,548

8,548 様式1④7行

1,800
1,000

1,800 様式2 P1.15
1,000 様式2 P4.19

120,000

54,050

174,050

（大学名：東京医科歯科大学）（申請区分：特色型）
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様式８
他の公的資金との重複状況【2ページ以内】
当該申請大学において、今回申請している内容以外に、文部科学省が行っている国際化拠点整備事業費補助金、
大学改革推進等補助金、研究拠点形成費等補助金等、又は独立行政法人日本学術振興会が行っている国際交流事業
の補助金等による経費措置を受けている取組がある場合、また、現在申請を予定している事業（国立大学改革強化
推進事業、大学の世界展開力強化事業、博士課程教育リーディングプログラム等）がある場合は、それらの取組名
称及び内容について、１事業につき３～４行程度を目安に記入してください。その中で、今回の申請内容と類似し
ているものがある場合には、その相違点についても言及してください。

【大学改革推進等補助金】
(1)①事業名：看護職キャリアシステム構築プラン
②課題名：看護職IKASHIKAキャリアパスの開発
③内 容：東京医科歯科大学医学部附属病院における医療の質の改善と向上を図るととも
に、大学病院の使命である高度先進医療の提供における看護職実践能力向上に資するために、看
護部の卒後臨床看護研修システムを軸に、メンター育成教育プログラムを含む新たな教育プログ
ラムを加え、自ら考え判断できる高い看護実践能力と高い教育力を備えた看護職の養成を目的と
する事業
(2)①事業名：がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン
②課題名：次世代がん治療推進専門家養成プラン
③内 容：養成されたがん専門医療人が医療現場において効果的にがん医療に貢献するため
には、技術応用の管理が必要と考えられ、がん診療の質向上及び質保証の包括的枠組みの提供が
望まれる。このため、各種低侵襲がん治療方法の習得、総合臨床腫瘍医の養成、がん治療に必要
な機器の開発に従事出来る人材の養成など、がん専門医療人の養成を図ることを目的とした事業
(3)①事業名：医学部・大学病院の教育研究活性化及び地域・へき地医療支援人材の確保
②課題名：医学部・大学病院の教育研究活性化及び地域・へき地医療支援人材の確保
③内 容：若手医師の処遇を改善することで、教育・研究に従事する環境を整備するととも
に、地域医療への貢献、教育・研修の質的向上を図る観点から自治体の要請に応えて地域の医療
機関に若手医師を派遣し、地域の医師不足対策に貢献することを目的とした事業
(4)①事業名：大学病院における医師等の勤務環境の改善のための人員の雇用
②課題名：東京医科歯科大学大学病院業務改善推進事業
③内 容：大学病院における医師・看護師等の業務の役割分担の改善を図り、医師・看護師
等の過酷な勤務状況を緩和し、東京医科歯科大学医学部附属病院の目的である大学病院の教育・
研究・診療機能の充実、医療安全の向上等に資するため、医師・看護師等の本来の業務に専念で
きる環境を整備することを目的とした事業
(5)①事業名：大学病院連携型高度医療人養成推進事業
②課題名：都会と地方の協調連携による高度医療人養成
③内 容：３大学の医学部が広域連携臨床研修プログラムを創設し、臨床研修における連携
を開始する。新たに専門医及び家庭医育成においても連携を行い、短期・長期パッケージ研修を
活用することにより、付加価値のある専門医もしくは家庭医になるための研修を実施する事業
で、首都圏と医療過疎地の医療を体験させることで、大きな視野を持った医師を育成することが
特色の一つとなっている。
【研究拠点形成費等補助金】
(1)①事業名：グローバルＣＯＥプログラム
②課題名：歯と骨の分子疾患科学の国際教育研究拠点
③内 容：世界で最も高齢化の進行する我が国にあって、人が生きるために必須の”歯と
骨”の疾患の分子病態とその再建・治療について、新たにエピゲノミクス等新領域の研究者を加
え最先端の研究を更に推進し、国際教育推進体制を新設し、次世代を担う「世界で活躍する若手
研究者」を育成する世界でも類をみない教育研究拠点を形成する事業
【独立行政法人日本学術振興会が行っている国際交流事業の補助金等】
(1)①事業名：頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム
②課題名：バクテリア感染に関する共同研究による医歯工融合分野の国際的若手リーダーの
育成
③内 容：東京医科歯科大学生体材料工学研究所の若手研究者をスウェーデンKarolinska
Institutetに派遣して国際感覚の醸成を図るとともに、共同研究を推進し、
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若手研究者同士の交流を通して長期的な協力関係を確立することを目的とした事業
(2)①事業名：頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム
②課題名：器官の恒常性維持とその破綻機序解明のための国際共同研究拠点の構築
③内 容：Harvard Medical School(HMS)に研究者を送っている本学の臨床・基礎の教室と医
歯学教育システム研究センターが協力して、国際共同研究推進室を創設し、本学の研究者のHMS
への派遣を有機的・計画的に行い、HMSを国際共同研究拠点と位置付けて、さらなる研究の発展
に寄与することを目的とした事業
(3)①事業名：組織的な若手研究者等海外派遣プログラム
②課題名：学生・院生・ポスドクから国際的な研究者へのシームレスな育成プログラム
③内 容：若手研究者の育成のため、①教育指導セミナーへの参加支援によりポスドク以上
の若手研究者の指導力向上を図り、②海外研究活動のスタートアップ援助を通じてポスドクを中
心とした若手医学・歯学研究者の留学を促進し、③海外実習への参加を支援し学士課程学生のリ
サーチマインドを涵養すること目的とした事業
この事業は、主として欧米大学への派遣によるリサーチマインドの涵養を主眼としている点で異
なっており、本年度の1月で終了する。
【申請予定事業】
(1)①事業名：国立大学改革強化推進補助金
②課題名：ステージアップ四大学連合（グリッドリーグ方式）―多様な大学間連携を目指し
て―
③内 容：四大学連合（東京医科歯科大学、東京外国語大学、東京工業大学、一橋大学）を
核として、今まで四大学連合間での成果を基に、それぞれの大学の個性・特色を活かした教育・
研究に関する『「産学官協働型ライフイノベーション人材育成プラン」、「世界文明教養」プ
ラットフォーム』、「四大学連合を核とする安全安心研究プラットフォーム」、『「複合領域
コース」の革新』の４事業を実施して各大学の機能強化を図るとともに、四大学から更に多様な
大学が参加できるようなリーグ形成による地域再生の核となる大学群を形成する。
これに対して、今回申請の内容は、本学学生に限定される点で、内容的にも実質的にも異なって
いる。
(2)①事業名：大学の世界展開力強化事業
②課題名：東南アジア医療・歯科医療ネットワークの構築を目指した大学間交流プログラム
③内 容：東南アジアに地域を限定し、本学と学術交流協定のあるチュラロンコン大学、(タ
イ)、インドネシア大学（インドネシア）、ホーチミン医科薬科大学(ベトナム）と大学間交流を
行ってコンソーシアムを形成し、我が国の先端的な医療・歯科医療技術を基盤とした国際医療
ネットワークを構築し、我が国の医歯学領域の世界展開力を強化することを目的とした事業
この事業とは、リーダー育成に力点を置いている点、すなわち、医歯系総合大学として、Think
Globally, Act Globally/Locallyを目標に、入学前の動機付けから卒業時に至る、底上げとリー
ダー養成の二本立てカリキュラムを構築することを目的としている点で異なっている。
(3)①事業名：博士課程教育リーディングプログラム
②課題名：災害看護グローバルリーダー養成プログラム
③内 容：参画する5 大学院がそれぞれ蓄積してきた資源を共有し、我が国で求められてい
る災害看護に関する多くの課題に的確に対応し解決できる、学際的国際的指導力を発揮する世界
的リーダーを養成し、特に災害に関して産官学と協働して、人々の健康社会構築と安全・安心・
自立に寄与することを目的とした事業
(4)①事業名：博士課程教育リーディングプログラム
②課題名：口腔医科学「知と癒しの匠」創生プログラム
③内 容：急速な高齢社会の到来と生活習慣の多様化に対応するため、口腔疾患の多様性を
理解し、患者個人に最適化した診療を行うテーラーメイド口腔医療を実践できる人材養成を目的
とした事業
（大学名：東京医科歯科大学）（申請区分：特色型）

44

（参考）
参考全体で１ページ以内

SEND の概要
様式２「グローバル人材として求められる能力を育成するための大学の特色に応じた取組」において、
「SEND」の実施を含む構想を策定
している場合、この欄に、
「SEND」に関する概要を記載してください。
※）Student Exchange - Nippon Discovery：日本人学生が留学先の現地の言語や文化を学習するとともに、現地の学校等での日本語
指導支援や日本文化の紹介活動を通じて、学生自身の異文化理解を促すことを海外留学の目的の一つとして位置づけ、将来、日本と留学
先の国との架け橋となるエキスパート人材の育成を目指す取組

【SEND の概要】

該当なし

（ＳＥＮD における交流学生数）
区 分
学生の派遣
学生の受入

平成 24 年度

人
人

平成 25 年度

平成 26 年度

人
人

人
人

平成 27 年度

人
人

平成 28 年度

人
人
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