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取 組 の 概 要 

保健医療の国際化に対応する人材の養成を目指して、①保健医療の

グローバリゼーションを理解するカリキュラムの導入、②専門語学

教育の強化、③体系的国際保健医療教育の導入を行った。具体的方

略として大規模な海外臨床実習、1-4 年生を対象とする早期体験実

習、外国人教員とネット教材とを活用した英語コミュニケーション

授業、地域医療教育と国際保健医療教育との連動を目指した文化人

類学的手法による国際汎用性のある地域調査実習などを実施した。

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【２ページ以内】 

(１)取組の実施体制について 

本事業は、医学部医学・看護学教育センターが中心となり、医学部教務委員会と医学

部教授会の承認と全学国際交流センター、医学部学務グループの協力を得て実施し

た。申請時に予定していた、国際化教育専門委員会を教務委員会内に組織する計画は、

医学・看護学教育センター内に国際化教育部門を組織することで対応した。これらの

体制により、申請時の事業計画を順調に実施することができた。 

学生の海外医療現場での体験的学習と外国人学生受入による学内教育環境の国際化

を目指した学生交換事業においては、パートナーとなる海外交流大学との交流拡大

（インド、中国、ラオス、ガーナ、イタリア）を実現し、これらの大学との間での学

生交換事業実施体制を整備した。 

(２)取組の実施内容について 

①海外交流大学との協力体制の強化による海外臨床実習、早期体験実習、海外学生の

受入れの実施 

本事業開始前から取組みを実施していた第 6 学年対象海外臨床実習の定着と教育効

果の向上を目指して、運用体制の強化、海外交流大学との提携強化を行った。さらに、

これらの交流基盤を生かして、第 1-4 学年対象の早期体験実習を平成 21 年度より開

始し、採択期間中継続して実施した。海外臨床実習参加学生数は、平成 21 年度 24

名（第 6 学年学生の 23.5％、新型インフルエンザ世界的流行のため 31 名が予定を中

止した）、平成 22 年度 64 名（第 6 学年学生の 65.9％）、平成 23 年度 39 名（第 6 学

年学生の 37.8％）、早期体験実習は、平成 21 年度 15 名、平成 22 年度 35 名、平成 23

年度 36 名であった。本事業により、医学・看護学教育センター内への国際化教育部

門の設置と担当事務補佐員の雇用による海外交流大学との連携強化を図ることがで
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きた。また、学生への教育効果を高めるための報告会の開催、報告書の作成などを実

施した。 

②専門英語教育の強化 

本事業により 6 年間一貫して医学専門英語教育を実施するカリキュラムを構成した。

第 1-2 学年対象医学英語教育を従来の生物学教科書の和訳を行う授業から、外国人教

員によるネット教材を用いた診療シミュレーションや英語プレゼンテーションを導

入し、英語によるコミュニケーション能力の向上を目指す内容に変更した。第 3-4

学年の授業では、研究室研修に合わせて、医学論文を教材にした読解力向上を目指す

授業を導入し、チュトリアル教育では、英語による患者シナリオを導入した。また、

基本的臨床技能教育では、診療録記載授業にて、英語専門用語の修得を目指した授業

を実施した。第 5-6 学年の臨床実習では、ベッドサイドでの診療英語指導、海外学生

との臨床実習参加を通して専門英語力の強化を図った。本事業経費にて、これらの授

業で使用するコンピュータ、視聴覚機材の購入を行ったが、これらの設備、機材の充

実により効果の高い授業の実施が可能になった。また、海外からの留学生を Teaching 

Assistant (TA)として活用することにより、学生への学習支援を強化した。 

③国際性豊かな教育カリキュラムの導入 

平成 23 年度から体系的国際保健医療講義を開設し、国内外の専門家による授業を実

施した。本事業では、海外からの遠隔授業、海外交流大学教員による授業・特別講演

会を平成 22 年度から実施した。受講生は平成 22 年度 191 名（うち医学科学生 30 名）、

平成 23 年度 177 名（うち医学科学生 125 名）であった。また。海外交流大学学生の

本学臨床実習への参加を推進し、平成 21 年度 20 名、平成 22 年度 13 名、平成 23 年

度 12 名の学生を受入れた。本事業により、これらの学内教育環境の国際化を目指し

た複数の取組みを実施することができた。 

④教員能力開発と新規カリキュラム探索 

教員の意識改革と能力向上を目指した FD の実施（年 1 回、各回 20 名程度の教員が参

加）、先行大学視察などを実施した。海外交流大学との地域保健医療教育に関する共

同研究を実施し、国内外でのワークショップの実施、関連シンポジウムへの教員の参

加などを行った。共同研究は国際汎用性のある地域保健医療教育として、平成 23 年

度より第 1 学年を対象にカリキュラムに本格導入することができた。 

(３)社会への情報提供活動について 

①事業の実施内容については、各年度末に事業報告書としてまとめ、関係機関に配布

することで、学内外の教育関係者との間で事業成果の共有を図った。 

②平成 23 年度には、本学の国際的な教育活動の広報と経験の共有を目指して、国際

シンポジウム（本学大学院 GP 採択課題との合同シンポジウム）を開催し、学内外の

関係者との事業成果の共有を図った。 

③医学部ホームページ内に、本事業内容を公表した。 

④学会や学外でのシンポジウム（平成 23 年 8 月第 114 回日本小児科学会国際シンポ

ジウム、平成 23 年 12 月第 1 回医学教育アフリカ支援国際セミナーなど）において本

事業に関する活動内容の積極的な広報を図った。 
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②取組の成果 【１ページ以内】 

本事業では、これまでの海外臨床実習を通して明らかになった学生の「実践的語学

力・コミュニケーション力」、「国際保健医療や海外の医療課題の理解」、「グローバル

スタンダードの医学教育への理解」についての課題を解決するため、①卒前医学教育

における実践的語学教育の強化、②体系的な国際保健医療教育と海外の保健医療現場

での体験的学習の実施、③交換学生の受入拡大と海外からの教員の期間雇用、外国人

TAの採用による学内教育環境を到達目標に掲げた。このうち、実践的語学教育の強化、

体系的国際保健医療教育の導入、海外の保健医療現場での体験的学習については、計

画通りに実施することができた。実践的語学教育については、外国人語学教員の雇用

とネット教材の導入、語学学習用ラップトップ教材の整備により、学生の外国語コミ

ュニケーション能力の向上が図られた。その質保証については、個々の学生のネット

教材の学習状況および自己テストによる到達度を教員が確認する評価方法を導入し

た。また、第1学年次に受験を義務づけているTOEICの医学部卒業までの再受験による

得点向上の確認を学生に推奨しているところである。体系的国際保健医療教育の導入

については、専門家による講義シリーズの構成に加え、海外交流大学との共同研究成

果である「地域保健医療教育テキスト」を活用し、文化人類学的手法に基づく地域保

健医療教育を導入した。この取組みは、事業開始時の目的にも掲げた国際的な視野を

持って地域で活躍する人材の養成に向けての教育活動となっている。この教育の成果

については、学生および地域の保健医療関係者からフィードッバックを受け、学習効

果を高めるよう努めている。海外の保健医療現場での体験学習については、北米、ア

ジア、アフリカの各地域での実習を実現し、学生の希望に応じた海外体験実習を実施

できる体制を構築することができた。海外実習の学習効果を高めるため、実施前のオ

リエンテーションと事前学習、帰国後の報告会の実施と報告書の作成によりリフレク

ションを行っている。これらの活動に関する学生の学習記録は、年次報告書としてま

とめ、海外実習に参加した学生だけでなく、不参加学生にも配布し、学習経験の共有

を図るよう努めている。海外からの交換学生の受入れ拡大については、事業期間中に

発生した東日本大震災や原発事故の影響もあり、一部、交流大学からの来日希望者の

減少があったが、新しい交流大学の開拓などにより、年間10名程度を継続して受入れ、

本学学生にとっての海外学生との交流の場が維持されている。海外教員の期間雇用に

ついては、当初予定した米国人医師との契約の最終交渉で条件が合わず断念せざるを

得なかった。しかし、学部経費での外国人語学教員の雇用を行い、さらに海外交流大

学教員招聘による講義や病棟回診、外国人留学生のTAとしての採用などを積極的に行

うことで、計画していた学内教育環境の国際化を達成できたと考えている。国際シン

ポジウムの開催、本事業報告書の配布等を通じて本学教員の本事業への理解は高まっ

ており、海外学生の受入れや早期海外体験実習先の開拓などに関して学内協力体制が

向上した。また、国際シンポジウムにも多くの学外教育関係者の参加があり、本学が

推進する国際化教育を参考にした国際化教育に対する助言を求められる機会が多く

なっている。具体的事例として、愛知医科大学とのタイ・コンケーン大学との交流の

仲介を行い、同大学の学生交換事業が平成23年度より開始されている。 
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③評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

本事業の評価は、本質的には 6 年間の継続的な医学教育の成果として、卒後の進路

や医師としての活動、臨床現場での指導者としての能力などにより評価が行われなけ

ればならない。本取組の対象となった学生に対しては、医学・看護学教育センターと

附属病院卒後臨床・キャリアアップ支援センターが協力して定期的な追跡調査を行う

予定であり、卒前および卒後を担当する 2 部門での検討を開始している。短期的評価

として、医学部在学中に TOEIC を複数回受験することを学生に推奨しており、これに

より本事業の学生への教育効果を評価する計画である。申請当初計画していた日本医

学英語学会による医学英語検定試験は、社会的に実施上の問題点が指摘されている状

況であり、現時点での積極的導入を断念した。この点については、外国人語学教員を

中心に、学内での英語コミュニケーション能力評価試験の開発に取り組んでおり、事

業採択期間終了後も適切な評価方法の開発に取り組む計画である。本事業内容（教育

カリキュラム）に対する評価については、学生報告会、学生教員合同 FD などを通し

て学生からの意見の聴取を行うとともに、学生と教員との議論の場を設けて、課題と

効果の評価、改善計画の立案を行っている。さらに、学生による報告書を医学・看護

学教育センターで精査し、教育効果を評価するとともに、改善計画を立案している。

これらの評価活動により提出された改善計画については、医学部教務委員会で審議

し、医学・看護学教育センターが実施主体となり実行している。さらに、学外から招

聘した教員、海外で本学学生を受入れる教員、外国人 TA から本事業内容の国際化教

育としての妥当性について評価を受け、活動改善の参考にしている。これらの評価で

示された課題として、海外実習学生への費用面での支援、本事業領域の教育に対する

学習意欲が低い学生への対応、語学教育での少人数教育の導入、海外実習受入機関の

確保と拡充などがあった。学生支援については、日本学生支援機構が実施する短期留

学奨学金への応募を検討しており、学習意欲の低い学生に対しては、ガイダンスなど

を通した本教育活動の重要性の理解促進を行っている。語学教育の改善については、

外国人語学教員と臨床系教員とによる医学知識を学びながらの語学授業の導入につ

いての検討を始めている。海外実習受入機関の確保については、北米の大学・医療機

関での外国人医学生受入れ規則が厳格化される傾向があり、欧米先進国での実習につ

いては、国内複数大学との連携も必要になってくると考えている。 
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

本事業を通じて、語学教育の設備・施設の整備を図ることができ、また、海外大学と

の交流基盤の構築と交流運営のノウハウの蓄積を行うことができた。本事業において

有効性が確認できた専門英語教育、体系的国際保健医療教育、早期体験実習と海外臨

床実習、海外からの学生受入れによる学内教育環境の国際化については、申請書に明

記したとおり、取組期間終了後も継続して、学内経費で実施していく計画である。と

くに語学授業と国際保健医療授業による学内教育活動での学習成果を海外実習で発

揮し、また、海外実習で自らの課題を知り、その後の学内での学習にフィードバック

するという学習の循環を 6 年間の医学教育カリキュラムのなかで確立して行きたい

と考えている。海外からの教員の招聘に関しては、費用の課題があるが、スカイプな

どのシステムを利用した遠隔授業を推進していく計画である。学生の海外学習機会の

確保については、旅費援助の奨学金の紹介などにより、学生の参加意欲を支援する方

策を強化する予定である。さらに、今後とも FD を実施し、国際化教育を理解する教

員の養成に努める。地域医療教育と国際化教育の連動については、平成 23 年度から

実施している国際汎用性のある手法を用いた地域調査と地域貢献活動により構成す

る地域保健医療学習を継続し、医療を文化、伝統、生活、習慣の面から観察、評価す

る能力を涵養する教育にまで成熟させたいと考えている。これにより、国内外の地域

保健医療を理解し、地域保健医療と国際保健医療双方に貢献する人材を育成して計画

である。この地域保健医療教育は、三重県市町村振興協会交付金により実施する計画

である。 
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２．取組の全体像 【１ページ以内】 

本事業では図 1 に示す 6 年間の医学教育カリキュラムを通して専門語学能力の修得、

国際保健医療の理解を段階的に行う。とくに早期体験実習および海外臨床実習の海外

での学習機会が提供されていることが特徴である。海外での学習機会は、欧米先進国

にとどまらず、アジア・アフリカの開発途上国を含んでいる（図 2）。また、海外実

習は、年間 70 名程度が参加する大規模な教育活動になっている。本事業の延長とし

て、地域保健医療と国際保健医療の共通点を理解させ、国内での地域保健医療に対す

る興味を深めさせる教育を計画している。本計画では、国際汎用性のある地域調査、

地域貢献活動を実践する能力の修得を目指した取組みを実施する計画である（図 3）。
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