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研修課 / Division of Human Capacity Building

人材育成活動
Human	Resource	Development

国際医療協力局は、保健医療分野の技術協力の主な柱とし
て、専門家の派遣と並んで人材育成活動をしています。

海外からの研修員受け入れに際しては、主に NCGM で専
門家派遣を行っているプロジェクト個別の具体的な要請に基
づき実施する「国別研修」(CP 研修 ) と日本側から途上国に
提案し、要請を得て実施する「課題別研修」（集団研修）の
2 種類の形があり、途上国でのプロジェクト実践で培った専
門領域の経験を織り込みながら相手国および研修員のニーズ
に沿う研修をデザインします。これにより研修員が日本の研
修で得た知識や技術を活用して自国で彼らの業務が向上する
ことを目指しています。

もう一方、国内の若手人材が将来途上国で活躍できること
を目指した人材育成活動も大切にしています。学生向けには、
国際医療協力活動の説明、国際保健関連の講義やセミナーの
提供、日本国際保健医療学会学生部会の活動の支援などがあ
ります。社会人向けには、仕事をしつつ学ぶ機会を持てるよ
うに時間を配慮し、国際保健に必要な考え方やスキル、現場
での実践例の紹介などを交えて、月 1 回 10 回シリーズの「国
際保健基礎講座」、毎月参加が難しい方への祭日を利用した
3 日間のコース「夏季集中講座」を国際保健の基礎コースと
して提供しています。また、病院部で働く医師、看護師向け
には、段階的に国際協力を学べる 4 つのコースや、次のステッ
プとして海外での実際を学ぶ国際保健医療協力研修フィール
ドコースも実施しています。国際協力に必要な基礎知識及び
技術、そして現場へのかかわり方の習得を目的として 8 日間
の途上国の現場訪問とそこでの現地の人を交えたディスカッ
ションがこの研修の特徴になっています。

基礎コースの他に、3 年前からはアドバンスコースとして
課題別研修を実施していましたが、2019 年度は新型コロナ
ウイルス感染症の拡大のため中止しました。その他、国際展
開推進事業に伴う本邦研修は 4 年目になり、継続して実施
されており、NCGM 事業として 15 プログラム、計 108 名の
研修員を受け入れました。

全体として、2019 年度は外国人 322 名、日本人 213 名の
計 535 名の研修員を受け入れました。国際保健基礎講座に
も 10 回を通して延べ 217 名に参加していただきました。

In addition to dispatching experts to developing countries, 
human resource development is an important function of 
the Bureau of International Health Cooperation.
There are two types of training for participants from foreign 
countries: one is the Project Counter–Part (CP) training, 
based on requests from projects, which include the dispatch 
of experts, mainly from the NCGM, and the other is group 
training based on proposals from Japan. We design training 
programs according to the needs of the participants 
and their respective countries while incorporating our 
experience in medical and health cooperation projects 
from various countries. In turn, we expect the participants 
to utilize their knowledge and skills acquired through our 
training in Japan to improve their activities in their own 
countries.

We also give priority to human resource development 
activities for young Japanese who would like to work in 
the international health and international cooperation field 
in the future. Students are provided with information on 
international cooperation activities and the opportunity to 
participate in international health lectures and seminars.

Consideration is given to people already in the work 
force, allowing them the opportunity to learn while working. 
We also planned an advanced course on international health 
for those who have completed basic learning programs, but 
needed to cancel it because of the spread of COVID-19. In 
addition, there is a practical experience training program 
for international health and medical cooperation as a field 
course to learn about overseas practices. This training also 
features the basic visits necessary for international medical 
cooperation and technology, and an 8-day field visit to 
developing countries to learn how to deal with a variety of 
situations in the workplace and participate in discussions 
with the local people. In addition, we conducted 15 
training programs in accordance with the Program of “The 
International Promotion of Japan’s Healthcare Technologies 
and Services”, with 108 people participating.

This fiscal year, we received a total of 535 trainees, 
consisting of 322 international trainees and 213 Japanese 
trainees.
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海外研修員向け研修 / For Foreign Participants
課題別研修
Group 
Training 
Based on 
Proposals

1. アフリカ仏語圏地域　妊産婦の健康改善（行政官対象）（A）・（B）
　　 Group and Region-Focused Training ''Improvement of Maternal Health for French-Speaking African Countries
　　 （for government officials）[A] , [B]''
2. 医療関連感染管理指導者養成研修
　　 Program for the Specialist of Healthcare-Associated Infection Control and Prevention

個別研修
Individual 
Training

　個人・国内組織（学校等）・省庁・NCGM 内等の委託による研修
　Individual Training Programs for Overseas Participants

日本人研修員向け研修 / For Japanese Participants
1. 国際保健医療協力研修 / 国際保健医療協力夏期集中講座
　　 Training Course for International Health Cooperation / Summer Intensive Training Course
2. 国際保健基礎講座
　　 Basic Course in International Healthcare
3. 国際保健医療協力レジデント研修 / 国際臨床レジデント研修 / 国際臨床フェロープログラム
　　 Medical Resident Training on International Health Cooperation / International Clinical Residency Program / 
          International Clinical Fellowship Program
4. 国際保健医療協力実務体験研修／看護職海外研修
　　 Basic Training Course for International Health Cooperation/ Field Training for Nurse
5. アドバンス研修　4 コース「UHC ／母子保健／人材育成／疾病対策」
　　 Advanced Training Course
6. 個別研修
　　 Individual Training for Japanese Participants

開発途上国及び日本の国際保健人材の育成　研修受入人数（年度別）	
The	number	of	participants	from	developing	countries	and	Japan	for	
human	resources	development	activities,	number	of	perticipants	by	fiscal	year

単位：人
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JICA課題別研修「アフリカ仏語圏地域	妊産婦の健康改善（行政官対象）（A）・（B）」
JICA	Group	and	Region-Focused	Training	 ''Improvement	of	Maternal	Health	for	French-
Speaking	African	Countries	（for	government	officials）[A]	,	[B]''

　国際医療協力局は国際協力機構 (JICA) の委託を受け、本
研修を 2002 年から実施しています。これまでに、仏語圏ア
フリカの各国で母子保健に携わる行政官・臨床医など、約 
180 名の研修員が参加しています。2019 年度はアフリカ仏
語圏地域の 9 カ国（ベナン・ブルキナファソ・ガボン・コー
トジボワール・チャド・コンゴ民主共和国・ギニア・セネガ
ル・トーゴ）から 11 名の研修員を受け入れました。本研修
の目的は、アフリカ仏語圏の当該地域において、継続性のあ
る母子保健サービスが提供できるようになることを目指し、
研修員各国の事情に合った母子保健サービス向上のための
活動を明確にすることです。本研修は継続ケアのコンセプト
をもとに、①保健システムとしての継続ケア、②個人として
の継続ケアの 2 つを柱に研修を組み立てています。研修員は、
自国の母子保健を改善したいと真摯に研修に取り組み、自国
の問題点を分析し、改善提案をまとめました。また、他国の
参加者と共通する課題について、意見交換を通じて見聞を広
め、自国の現状を振り返り、討議を通じて、各国の母子保健
の現状、受療率を高めるための工夫などが共有されました。
研修員の最終報告では、研修に基づき、自国の母子保健サー
ビス提供体制の現状、課題、提言が発表され、母子保健提供
体制の土台となる人材育成、自治体レベルから国家レベル組
織間での連携確保、予防・促進活動の重要性等、継続ケアの
視点を活かした内容を言及となりました。

The Bureau of International Health Cooperation has been 
commissioned by the Japan International Cooperation 
Agency (JICA), to carry out this training since 2002. To date, 
nearly 180 trainees, including government officials and 
clinicians engaged in maternal and child health (MCH) in 
French-Speaking African countries, have participated in this 
training. The total number of trainees in fiscal 2019 was 11 
from nine French-Speaking African countries (Benin, Burkina 
Faso, Chad, Gabon, Cote d'Ivoire, Democratic Republic of the 
Congo, Guinea, Senegal and Togo). 

The objective of the training was to identify activities 
to improve maternal and child health services within the 
context of the circumstances of each country in order to 
provide continuous maternal and child health services. The 
training is conducted based on the concept of “continuum 
of care”, with discussion on two main themes: (1) continuum 
of care as a system of healthcare and (2) continuum of care 
for the individual. 

With the aim of improving maternal and child health 
services in their respective country, the trainees earnestly 
participated in the training, analyzed the challenges faced 
in MCH, and developed recommendations and activity 
plans. Discussions were held among the participants from 
each country to share their experiences and reflect on the 
systems in their own countries from another point of view. 
In their final presentation, the trainees shared the current 
status of services, challenges and recommendations in 
MCH, based on the experience gained from this training. 
In their presentations, the trainees mentioned a number 
of points regarding the continuum of care, for example, 
training human resources, securing cooperation between 
organizations at the national and local government levels, 
improvement in the referral and counter-referral systems 
and the importance of prevention and promotion activities.

海外研修員向け /	For	Foreigners

修了証書授与式　
Ceremony of certificate

滋賀県守山市すこやかセンター　乳幼児健康診査見学
Visited of primary level health center at Moriyama city, Shiga prefecture
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JICA 医療関連感染管理指導者養成研修
JICA	Program	for	the	Specialist	of	Healthcare-Associated	Infection	Control	and	Prevention

　近年、エボラウイルス病や薬剤耐性菌など脅威のある感染
症への対応は喫緊の課題であり、特に開発途上国では、医療
従事者への不十分な教育や、限られた設備・資源などによっ
て、十分な対策ができていない状況です。本研修では、途上
国の保健省や医療機関で医療関連感染管理を担う医療スタッ
フが、日本のシステムや実践を学び、各研修員がこの経験を
共有することで、自施設において、より効果的な医療関連感
染管理の実践に繋げることを目的としています。
　2019 年度は、2.5 週間の研修を実施しました。通算第 20
回目となる研修には、エジプト、ウガンダ、モンゴルより、
各施設で感染管理を担う医師・看護師ら 10 名の研修員が参
加しました。研修期間を通して感染管理の原理原則、実践等
について、講義、演習、見学、ディスカッションを通して学
び、それぞれの研修員が、自国の限られた資源の中で有効な
感染対策を実施するために、現実的で継続的なアクションプ
ランを立案しました。
　本研修参加者が、自国や自施設において中心的存在として
活躍し、各国の医療関連感染対策の向上に資することが期待
されます。

In recent years, the threat of infectious diseases, such as 
Ebola virus disease and anti-microbial resistance (AMR) 
have become an urgent issue, especially in developing 
countries due to insufficient education given to healthcare 
staff and limited facilities or resources. This training program 
aims to help medical staff, such as doctors and nurses, 
from developing countries to understand the concept and 
effective practice to prevent healthcare-associated infection 
(HCAI) by studying the systems and practices used in Japan 
and sharing this experience to lead to the implementation 
of similar practices in their own countries. In fiscal 2019, a 
two and a half-week training program was held. Participants 
in the 20th program of its kind included ten medical staff 
from Egypt, Uganda and Mongolia. Over the course of the 
program, the participants were able to formulate realistic 
and sustainable action plans to implement effective 
infection prevention and control using the limited resources 
available in their own countries.

It is our hope that the participants will play a pivotal role 
in HCAI control and prevention in their countries.

海外研修員向け /	For	Foreigners

研修開校式
Opening ceremony of the training

個人防護具着脱訓練
Putting on and taking off training of personal protective equipment

特性要因分析
Fishbone analysis

廃棄物処理プラントの見学
Observation of a waste disposal plant
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個別研修
Individual	Training	Programs	for	Overseas	Participants	

　外国人を対象とした個別研修は、個人及び国内組織（学校
等）・省庁・NCGM 内からの委託により個別研修を行い、国
際協力を推進しています。
　2019 年度の研修員受入れ総数は 149 名であり、ここ数年
減少傾向にあります。委託元は JICA、株式会社ティーエー
ネットワーキング、大学等でした。
　講義は、局員より、対象者の目的に応じて国際医療協力局
概要と活動内容の紹介および局員の現場経験を共有し、ディ
スカッションを行い、日本の国際医療協力への理解が深まる
よう実施しました。

We promote international cooperation by developing 
human resources through individual training programs 
for overseas participants contracted through individual, 
government and relevant agencies, educational institutes 
and the NCGM Center Hospital.

In FY2019, the number of accepted participants was 149, 
and this number has decreased in recent years. Training was 
contracted to us by such entities as JICA, TA Networking Ltd. 
and Universities. Lectures were given by staff of the Bureau 
of International Health Cooperation on subjects including 
an overview of the Bureau and their activities. They also 
facilitated discussions and fostered further understanding of 
Japan’s work in the field of international health cooperation.

外国人対象の個別研修参加者の地域別割合
Areas	of	the	world	from	which	foreign	trainees	came

外国人対象の個別研修参加者数
Annual	trend	of	the	number	of	foreign	trainees	
in	individual	training

単位：人

海外研修員向け /	For	Foreigners

タンザニア官民ミッション
Public-private mission from Tanzania

中国福建省小児科医師の訪日研修
Training of pediatrician of Fujian Province, China
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国際保健医療協力研修 /国際保健医療協力夏期集中講座
Training	Course	for	International	Health	Cooperation	/	Summer	Intensive	Training	Course

国際保健医療協力研修
2019 年度の国際保健医療協力研修は 10 回目の開催とな

りました。全日程は 2019 年 9 月 14 日～ 9 月 27 日（14 日
間）で、国内でグローバルヘルスをテーマとした講義を ３
日間、プロジェクト計画手法の一つである PCM（Project 
Cycle Management）を 1 日間学んだ後、ベトナムにおける
フィールド研修 を 9 日間実施し、最終日に帰国後報告会を
開催しました。ベトナムでは、ホアビン省病院において術後
感染と医療の質の 2 テーマについて、現地カウンターパート
と協働で PCM を用いた問題分析を行い、改善に向けた活動
計画立案のプロセスを学びました。13 名が研修に参加しま
した。当研修への参加者の満足度は高く、現地で活動計画立
案を行うことができる研修としては、他に類を見ないともの
となっています。今後も参加者ニーズに応える内容の研修に
していきたいと考えています。

国際保健医療協力夏期集中講座
国際保健医療協力研修（ベトナムへのフィールド研修）の

参加者より「研修期間が長いため、仕事等における日程調整
が難しい」という声を受けて、なるべく多くの希望者にとって
参加しやすくする目的で、短期集中型の講座を開設しました。
2014 年度より国際保健医療協力研修のプログラムのうち、最
初の 3 日間で実施する講義を夏期集中講座として別日程で設
け、当講座を受講すれば秋の国際保健医療協力研修における
講義を免除できるシステムを作りました。

今年度は 7 月13日～ 15日の 3 連休を利用して開催しました。
内容は、国際保健医療協力に関する講義で、国際保健医療協
力研修の講義内容とほぼ同一としました。27 名の参加者が受
講しました。受講者の内訳としては、医療系の職業の方のみ
ならず、非医療系、社会経験豊富な方など多岐に及びました。
当講座を通じ、予想以上に国際保健医療協力に関する短期研
修へのニーズがあることが分かり、今後も研修生のニーズに
合わせながら当講座を継続していきます。

日本人研修員向け /	For	Japanese

Training	Course	for	International	Health	Cooperation
The 10th Training Course for  International  Health 
Cooperation was conducted from September 14 to 27, 2019 
(14 days). The course was comprised of a 3-day lecture on 
global health, a 1-day Project Cycle Management (PCM: 
one of project formulation methods), a 9-day field trip 
in Vietnam, and a debriefing session on the last day. In 
Vietnam, participants learned about the planning process to 
address issues related to two topics: surgical site infection 
and quality of care by applying the PCM method with 
Vietnamese counterparts. A total of 13 trainees attended 
this course. Most participants were satisfied with the course 
which provided a unique opportunity for practice with local 
people in Vietnam. We see a need to continue this training 
course in coming years. 

Summer	Intensive	Training	Course	for	International	Health	
Cooperation
As mentioned above, the Bureau of International Health 
Cooperation in the NCGM conducted a Training Course 
for International Health Cooperation, which included field 
training in Vietnam (“field training course”). Frequent 
complaints from the participants included that the training 
period was too long, and it was difficult to organize their 
working schedule, including receiving paid leave, in order 
to attend. In response, we started a 3-day Summer Intensive 
Training Course for International Health Cooperation 
(“intensive training course”) in fiscal 2014. By attending this 
intensive course, participants are exempted from the first 
3-day lecture-part of the field training course. 

The intensive training course was held on a 3-day 
weekend from July 13 to 15, 2019. Twenty-seven participants 
attended the course. The trainees were from both the 
medical and non-medical fields, including those with rich 
social experience. Through this course, we realized that the 
need for the short-term training was higher than expected. 
Therefore, we will continue to conduct such intensive 
courses regularly in coming years and to seek improvements 
to meet the expectations of the participants.
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国際保健基礎講座
Basic	Course	in	International	Healthcare

　「国際保健医療協力を目指す人たちが継続的に学びを深め
ていく機会」として、国際保健に興味のある人は誰でも参加
することができる講座を、毎年 5 ～ 3 月の期間に全 10 回（各
3 時間）開催しています。国際保健医療協力の基礎となるテー
マを取り上げた当講座は、国際医療協力局員の国際保健の潮
流や派遣経験に基づいた講義に加え、ワークショップ・ディ
スカッションを取り入れた参加型で構成されており、共に考
える場を提供しています。参加者は医療従事者のみならず、
学生や会社員など、全国各地から来ており、NCGM 職員以
外の参加者が年々増えています。
　2019 年度は、各回 20 ～ 40 名程度、合計 217 名が参加し
ました。多くの参加者から「具体的な事例を通して学ぶこ
とができる点が良かった」などの感想が寄せられました。ま
た、「異なる背景を持つ方たちとグループワークで話し合う
ことで、議論を深められた」という感想も多く、国際保健医
療協力を志す参加者同士が刺激し合い、繋がりを作る機会に
もなっています。
　なお、当講座に 8 回以上出席した参加者には修了証書を授
与しており、2007 年度から 2019 年度までに、86 名が修了
しました。修了者は「国際保健医療協力研修」の講義期間が
免除されるなど、国際医療協力局が実施する他の研修とも連
動させています。今後も満足度の高い講座が提供できるよう、
取り組んでいきます。なお、9 回目以降が新型コロナウイル
ス感染症の拡大のため中止となりました。

The Basic Course in International Healthcare is conducted 
to provide opportunities for those who aim to become 
involved in global health. This course is open to everyone 
and is scheduled ten times a year, beginning in May and 
ending in March of the following year. Each course lasts 
three hours. 

Lectures are given by the staff of the Bureau of 
International Health Cooperation based on different but 
fundamental themes in global health every month. The 
sessions consist of not only the lectures about trends in 
global health and the situation of developing countries 
reflecting on the field experience, but also a workshop 
and discussion. This course provides participants with 
the opportunity to learn together. People from diverse 
backgrounds, not only health professionals, but also 
students and general office employees from all over 
the country participate in this course. The number of 
participants from outside the NCGM has been increasing 
each year. Approximately 20 to 40 participants attend each 
month, with a total of 217 participants in 2019. 

Upon completion of the course, most participants gave 
favorable reviews, stating that it was good to be able to learn 
through real cases. They also mentioned that they were 
impressed by the discussions and exchange of opinions 
with other participants of different ages, backgrounds, 
knowledge and experience. This course provides a good 
opportunity to motivate people interested in the field of 
global health cooperation and to make connections with 
other like-minded individuals. 

Participants attending more than eight courses are 
awarded a certificate of completion. Between 2007 and 
2019, 86 participants received this certificate. The course is 
connected with the NCGM Training Course for International 
Health Cooperation offered by the Bureau of International 
Health Cooperation. The students who received certificates 
are exempt from the NCGM Training Course lectures. 

Our next goal is to continue to improve the courses, 
making them more interesting and appealing to meet the 
needs of future participants. The 9th and 10th sessions were 
cancelled because of the spread of COVID-19.

日本人研修員向け /	For	Japanese
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開催日 /Date タイトル /Title 講師 /Lecturer

第 1 回
1st round

2019/5/25
国際保健の基礎のキソ！
Basics of global health

松岡貞利
Sadatoshi Matsuoka

第 2 回
2nd round

2019/6/22
国際保健の潮流とこれから
Trend of global health

藤田雅美
Masami Fujita

第 3 回
3rd round

2019/7/27
ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）
Universal health coverage (UHC)

野田信一郎
Shinichiro Noda

第 4 回
4th round

2019/8/24
国際保健を支える保健人材
Huma resources for health

橋本千代子
Chiyoko Hashimoto

第 5 回
5th round

2019/10/26
途上国における医療の質改善
Quality of healthcare in developing countries

小土井遥
Haruka Kodoi

第 6 回
6th round

2019/11/16
疾病対策概論
Disease control

野崎威功真
Ikuma Nozaki

第 7 回
7th round

2019/12/21
母子保健概論
Maternal and child health

大田倫美
Tomomi Ota

第 8 回
8th round

2020/1/25
国際緊急援助隊の活動で見えたこと - 災害と公衆衛生危機 –
Emergency medical relief activities: Disaster and public health 
emergencies

市村康典
Yasunori Ichimura

第 9 回
9th round

2020/2/29
もう迷わない！情報検索 虎の巻！
Information search for global health
＜コロナ禍のため中止 / Cancelled due to COVID-19 ＞

第 10 回
10th round

2020/3/28
今日からあなたもプランナー！
Project planning method
＜コロナ禍のため中止 / Cancelled due to COVID-19 ＞

国際保健基礎講座　2019 年度講座スケジュール
Fiscal	2019	annual	schedule	for	the	Basic	Course	in	International	Healthcare
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国際保健医療協力レジデント研修 /
国際臨床レジデント研修 /国際臨床フェロープログラム
Medical	Resident	Training	on	International	Health	Cooperation	/	
International	Clinical	Residency	Program	/	International	Clinical	Fellowship	Program	

　NCGM では、医師を将来のグローバルヘルス人材として
育成するため、臨床研修でそれぞれの専門性を高めるととも
に、グローバルヘルス・国際保健医療協力の業務を実践的に
学ぶ機会を 2 つ設けています。
　1 つは「国際保健医療協力レジデント研修」です。NCGM
各診療科の専攻医が、専門研修過程の 3 カ月間を国際医療
協力局に在籍し、国際協力関連業務で海外活動を経験するこ
とを可能とした研修制度です。研修参加者が国際保健医療分
野における自身の適性を検討し、今後のキャリアビルディン
グに関する展望をもつことができるようになることを目標と
しています。第 15 回の開催にあたる 2019 年度は 3 名が参
加しました。
　もう 1 つは、「国際臨床レジデント研修」です。NCGM セ
ンター病院の小児科・産婦人科での 4 年間の専門研修過程
のうち 1 年間を国際医療協力局に在籍し、国際医療協力局の
業務や海外活動を通じて国際保健医療協力を経験するプログ
ラムです。なお、2017 年度からは新専門医制度の導入に合
わせて「国際臨床フェロープログラム」に制度移行していま
す。NCGM 各診療科の国際臨床フェロープログラムの採用
者を対象とし、臨床科の専門性に加えて、よりグローバルヘ
ルス人材の育成に軸足をおいた 3 年間の研修プログラムで
す。2019 年度は 2 名が在籍しました。
　今年度の研修の詳細は、「2019 年国際保健医療協力レジデ
ント研修・国際臨床レジデント研修・国際臨床フェロープロ
グラム報告書」をご覧ください。
http://kyokuhp.ncgm.go.jp/library/other_doc/index.html

Under the supervision of the Bureau of International Health 
Cooperation, the NCGM provides opportunities for physicians 
to experience international health cooperation in order for 
them to develop themselves as future global health leaders 
in Japan. 

One scheme is the Medical Resident Training on 
International Health Cooperation. This short-term training 
course allows senior residents at NCGM-affiliated hospitals to 
visit JICA projects or other overseas activities related to the 
NCGM for three months. In 2019, three residents participated 
in this training program. 

The other scheme is the International Clinical Residency 
Program. Selected senior resident physicians of pediatrics 
or obstetrics and gynecology (OB-GYN) departments can 
engage in international health cooperation for one year 
during their four-year residency program. However, this 
residency program has stopped recruiting new residents due 
to changes to the system of certifying specialist physicians 
in Japan. Instead, the NCGM started a new program named 
the International Clinical Fellowship Program in 2017. 
Selected fellow physicians of all departments can engage 
in international health cooperation for one year during the 
program. Two fellow physicians enrolled in the program in 
2019.

For further information, please refer to the 2019 Annual 
Report on the Medical Resident Training on International 
Health Cooperation, the International Clinical Residency 
Program, and the International Clinical Fellowship Program 
(Japanese only).
http://kyokuhp.ncgm.go.jp/library/other_doc/index.html

医師対象 /	Doctors	Only

日本人研修員向け /	For	Japanese



III　人材開発部 / Department of Human Resource Development

33

氏名 / Name 所属・年次 / Affiliation 派遣先 / Countries/institutions visited

森田智枝 
MORITA Tomoe

歯科・口腔外科レジデント 2 年次
Senior Resident of Oral and 
Maxillofacial Surgeon, 
Center Hospital

• ベトナム：チョーライ病院向け病院運営・管理能力向上プロジェクト
(4/11-4/26, 6/12-6/21)
Socialist Repubic of Viet Nam (11/Apr-26/Apr, 12/Jun-21/Jun)

• ザンビア：ユニバーサルヘルスカバレッジ達成のための基礎的保健
サービスマネジメント強化プロジェクト (5/22-6/7)
Republic of Zambia (22/May-7/Jun)

寺山仁祥                
TERAYAMA Masayoshi

外科レジデント 2 年次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Senior Resident of Surgery, 
Center Hospital

• モンゴル：一次及び二次レベル医療従事者のための卒後研修強化
プロジェクト（7/21-8/16) 
Mongolia (21/Jul-16/Aug)  

• ベトナム：病院連携を視野に入れた、ベトナム大都市主要 4 病院に
対する外科の技術協力を含めた周術期管理 (9/15-9/20)       
Socialist Repubic of Viet Nam (15/Sep-20/Sep)

加藤大貴　                          
KATO Daiki

外科レジデント 2 年次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
Senior Resident of Surgery, 
Center Hospital

• ベトナム：バックマイ病院を拠点とした外科系チーム
医療プロジェクト (12/2-12/12)
Socialist Repubic of Viet Nam (2/Dec-12/Dec)

2019 年度（第 15 回）国際保健医療協力レジデント研修参加者
List	of	participants	of	the	Medical	Resident	Training	on	International	Health	Cooperation	in	fiscal	2019

氏名 / Name 所属・年次 / Affiliation 派遣先 / Countries/institutions visited

島田真実 
SHIMADA Mami

小児科 / 国際臨床フェロー
（国際臨床レジデント 4 年次）：

Senior Resident of Pediatrics, 
Center Hospital

• モンゴル：一次及び二次レベル医療施設従事者のための卒後研修強化
プロジェクト（9/16-10/13, 10/23-11/9）
Mongolia (16/Sep-13/Oct, 23/Oct-9/Nov) 

• ベトナム：中部 4 省における麻疹・風疹・流行性耳下腺炎および
B 型肝炎に対する血清疫学調査 （5/7-5/9, 5/16-6/1)
Socialist Republic of Viet Nam (7/May-9/May, 16/May-1/Jun)

• 中国：中国政府による日本の若手科学技術関係者の招へいプログラム　
(11/25-11/30)People's Republic of China (25/Nov-30/Nov)　                                                                                 

• フィリピン：WHO Regional Office for the Western Pacific (WPRO), 
Maternal and Child Health, and Health Facility Quality and Safety (MCQ), 
Division of Healthy Systems and Services（1/5-3/13）                                                                                                                             
Republic of the Philippines (5/Jan-13/Mar 2020)  

2019 年度国際臨床レジデント研修派遣実績
List	of	enrollees	of	the	International	Clinical	Residency	Program	in	fiscal	2019

氏名 / Name 所属・年次 / Affiliation 派遣先 / Countries/institutions visited

大田 倫美
OTA Tomomi

小児科フェロー 2 年次
Clinical Fellow of
Pediatrics, Center
Hospital

• カンボジア：分娩時及び新生児期を中心とした母子継続ケア改善
プロジェクト 
(7/18-7/19, 8/14-8/17, 9/3-9/22, 10/28-11/10, 1/20-2/16)
Kingdom of Cambodia
(18-19/Jul, 14-17/Aug, 2-22/Sep, 28/Oct-10/Nov, 20/Jan-16/Feb 2020)                                                                        

• カンボジア：最も取り残されやすい人々の健康課題、並びにグローバル
ファンド支援からの移行を見据えた保健システム強化のための関連事業 
(7/14-7/18, 9/29-10/2)
Kingdom of Cambodia (14-18/Jul, 29/Sep-2/Oct)

• ラオス：麻疹・風疹の IgG 抗体保有率及び B 型・C 型肝炎の有病率調査 
(5/14-6/13, 10/15-10/19)
Lao People's Democratic Republic (14/May-13/Jun, 15-19Oct)                                                        

• フィリピン： 第 28 回 WHO 西太平洋地域ワクチン予防可能疾患の
専門家諮問会議  (6/17-6/22) 
Republic of the Philippines (17-22/Jun)

2019 年度国際臨床フェロープログラム派遣実績
List	of	enrollees	of	the	International	Clinical	Fellowship	Program	in	fiscal	2019
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国際保健医療協力実務体験研修 /看護職海外研修
Basic	Training	Course	for	International	Health	Cooperation/	Field	Training	for	Nurse

　国際医療協力局は 2012 年度から ｢国際保健医療協力実務
体験研修｣ と ｢看護職海外研修｣ を開始しました｡ これらの
研修は国際保健医療協力に関心のある NCGM 看護職の国際
保健医療協力へのモチベーションを高めることをねらいとし
て NCGM 看護部と連携を図り実施しています｡
　しかしながら、病院の看護人材の不足から、研修参加が難
しかったため、2019 年度についてはこれらの研修は実施さ
れませんでした。

In collaboration with the NCGM Nursing Department, the 
“Basic Training Course for International Health Cooperation” 
and “Field Training for Nurses” commenced in fiscal 2012, 
targeting nurses interested in the international health 
cooperation field to enhance their motivation.

However, in fiscal 2019, due to the lack of nursing human 
resources in the NCGM Center Hospital, these training 
courses were cancelled.

看護師対象 /	Nurses	Only
日本人研修員向け /	For	Japanese

アドバンス研修　国際保健課題別講座
Advanced	Training	Course	on	Different	Global	Health	Themes

国際保健医療協力研修と国際保健医療協力夏期集中講座
は、今後、国際保健に携わることを希望する初心者を対象と
して構成されていますが、課題別研修は 2 年以上の実務あ
るいは研究経験のある方を対象にした、より専門性の高い内
容となっています。2017 年度以前も、限られたテーマで試
験的に実施されていましたが、2018 年度より本格始動する
こととなりました。対象としたテーマは、ユニバーサル ･ ヘ
ルス ･ カバレッジ、保健人材、母子保健、疫学調査手法です。
2019 年度は新型コロナウイルス感染症の拡大のため中止し
ました。

While the Training Course for International Health 
Cooperation and the Summer Intensive Training Course 
is designed primarily for people with little experience 
in the field of international health, we also planned an 
advanced course on international health for those who have 
completed basic learning programs. The advanced course 
commenced in fiscal 2018 and covered Universal Health 
Coverage (UHC), human resources for health, maternal 
and child health and epidemiological survey methods. We 
planned an identical course for fiscal 2019, however this was 
cancelled due to the spread of COVID-19.

日本人研修員向け /	For	Japanese
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個別研修
Individual	Training	Programs	for	Japanese	Participants

　日本人を対象とした個別研修は、個人及び国内組織（学校
等）・省庁・NCGM 内からの委託により個別研修を行い、人
材育成をとおして国際協力を推進しています。
　2019 年度は 174 名の研修員を受入れ、中・高校生、医学
部生、看護学生が多くを占めていました。講義は、局員よ
り、対象者の目的に応じて国際医療協力局概要と活動内容の
紹介、局員の現場経験、国際医療分野のキャリアップ相談等
を行い、個々の国際医療協力への理解が深まるよう実施しま
した。

We promote international cooperation through developing 
human resources by accepting Japanese as a part of 
entrusted program of individual, government and relevant 
agencies, educational institutes and the NCGM Center 
Hospital.

In FY 2019, we accepted 174 participants who are mainly 
junior-high and high school students, and medical and 
nursing students. The lectures were given by the staff of 
the Bureau of International Health Cooperation reflecting 
on their activities and the situation of developing countries. 
They shared their field experiences, led discussions and 
conducted career consultation.

日本人研修員向け /	For	Japanese

日本人対象の個別研修参加者数
Annual	trend	of	the	number	of	Japanese	trainees	
in	individual	training
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国際医療協力局セミナー
Seminars	for	Japanese	Participants

　国際医療協力局では、局員の継続教育の一環とし毎月 1 回
のペースでセミナーを開催しています。目的は、日本および
諸外国における様々な保健医療課題とその対応、および講師
の知見・経験を学び、国際医療協力事業への応用を図ること
としています。参加者は、基本的に国際医療協力局職員を対
象とし、その他の NCGM 職員、および厚生労働省と JICA 等
の外部関係者の方々の参加についても受け付けています。
　2019 年度は、全部で 10 回のセミナーを開催し、参加者
は合計で 333 名（局内 234 名、局以外の関係者 99 名）でした。

The Bureau of International Health Cooperation holds 
seminars once a month, as part of the continuing education 
for staff. The purpose is to learn about various health 
issues and their responses in Japan and other countries, 
and the knowledge and experience of lecturers, and to 
apply them to international health cooperation projects. 
Target participants are basically the Bureau of International 
Health Cooperation staff, but the sessions are open to the 
staff of other departments of the NCGM, Ministry of Health 
Labor and Welfare and JICA. In FY 2019, 10 seminars were 
conducted. A total of 333 people attended the seminars, 
including 99 from external parties.

日本人研修員向け /	For	Japanese

開催日 /	Date テーマ /	Theme 講演者 /	Lecturer

2019/4/10

日本の医療の国際展開とアジアの
医療サービス市場について 
International deployment of Japanese 
medicine and medical service market in Asia

稲垣良子氏 
みずほ銀行　産業調査部　公共・社会インフラ室 
Ms. Ryoko Inagaki, Staff, Public and Social Intrastructure 
Section, Industrial Research Department, Mizuho Bank 

2019/4/17

グローバルヘルスと HIV 対策 
時代を切り開いた人たち
Global health and HIV control: People who 
have opened up new era

樽井正義氏　慶応大学名誉教授、国際医療福祉大学成田看護
学部教授
Dr. Masayoshi Tarui, Professor Emiritus, Keio University 
and Professor of  Narita Nursing Department, International 
University of Health and Welfare 

2019/4/18

外国人の健康問題と日本社会：
国際保健の視点から今求められていること
Health problems of foreigners and Japanese 
society: what are needed from international 
health perspective

沢田貴志氏　Share 副代表理事・港町診療所長
Dr. Takashi Sawada, Vice-Director of NPO SHARE and Director 
of Minatomachi Clinic

2019/5/27
The 2018 Afghanistan Health Survey: 
methods and results of a household survey 
in difficult circumstances

ギルバート・バーナム氏　ジョンズ・ホプキンズ大学公衆衛
生大学院　教授
Dr. Gilbert  Burnham, Professor, Department of International 
Health, The Johns Hopkins University Bloomberg School of 
Public Health

2019/6/27

医療事故はあなたのそばにある。
決して他人事ではない。
 ～医療事故遺族の心情と提言～
Medical accidents are beside you: Feelings 
and proposals from bereaved

永井裕之氏　医療の良心を守る市民の会・代表
Mr. Yoshiyuki Nagai, Director, Citizen's Group to Protecct the 
Conscience of Medicine

2019/9/20

対話を重ね「その人らしく生きること」を
サポートするアドバンス・ケア・
プランニング（ACP）～がん治療の
早い段階から取り組んできた経験を通して
Advance Care Planning (ACP) to support 
cancer patients to live as they really are: 
Experiences of tackling from early stage of 
cancers

江口恵子氏　社会医療法人博愛会　相良病院　理事 / 緩和ケ
ア支援センター長
Ms. Keiko Eguchi, Director, Palliative Care Support Centre, 
Sagara Hospital           

2019 年度　国際医療協力局セミナー　
List	of	the	Bureau	of	International	Health	Cooperation	Seminars	in	FY2019
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開催日 /	Date テーマ /	Theme 講演者 /	Lecturer

2019/10/3
環境と子どもの健康：国際保健の視点から                                                                         
Environment and child health: From a 
perspective of international health

中山祥嗣氏　国立研究開発法人国立環境研究所  環境リスク・
健康研究センター ( エコチル調査コアセンター ) 次長
Dr. Yoshitsugu Nakayama, Vice-Director, Environmental 
Risk and Health Research Centre, National Institute of 
Environmental Studies

2019/12/5
国際保健と日本の地域保健～どっちも面白
い！
International health and community health 
in Japan: Both are fun!

劒陽子氏　熊本県人吉保健所長
Dr. Yoko Tsurugi, Director, Hitoyoshi Public Health Centre, 
Kumamoto Prefecture

2020/1/6 Global Health Security
Dr. Tina Endericks, Director, WHO Collaborating Centre on 
Mass Gatherings and Global Health Security, Public Health 
England

2020/1/23
各国のセンサスからみた保健分野の外国人労
働の状況について
Status of foreign workers in the field of health 
seen from census in different countries

林玲子氏　国立社会保障・人口問題研究所　国際関係部長　
Ms. Reiko Hayashi, Director, Department of International 
Relations, National Institute of Population and Social Security 
Research

第 9 回セミナー「グローバルヘルスセキュリティ」
9th seminar on global health security

第 10 回セミナー「保健分野の外国人労働」
10th seminar on foreign health workers
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　広報情報課は、グローバルヘルスと国際保健医療協力につ
いて広く国民の皆さんにご理解をいただき、親しんでいた
だくために、広報・情報発信活動を積極的に行っています。
具体的には、ホームページ、インスタグラム、ツイッター、
Facebook で国際保健情報を提供し、国際医療協力局広報誌

「NEWSLETTER」を刊行（年 2 回）、日本国際保健医療学会等
でブースを出展、雑誌「医療の広場」「ドクターズプラザ」
の連載執筆等を行ってきました。2019 年度には雑誌「小児
看護」にも連載執筆を行いました。Facebook、インスタグ
ラムでは、在外および国内の情報をタイムリーに紹介してい
ます。ツイッターによる情報発信も始めました。
　広報誌「NEWSLETTER」（年 2 回）は、電子媒体および定
期購読サービスにより読むことができます。2019 年度は「グ
ローバルヘルスと『医療の質』SDGs 時代の患者安全」（2019
年 9 月）、「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ 世界中のす
べての人に健康を」（2020 年 3 月）をテーマに発行しました。
また、ラジオ NIKKEI の番組「グローバルヘルス・カフェ」も、
企画・制作しています。" とあるカフェ " を舞台にマスター
と常連客が世界の健康問題を語り合う番組です。2019 年度
は、前年に続き「みんなで SDGs（持続可能な開発目標）」をテー
マに番組を展開しました。さらに、9 月の「グローバルフェ
スタ Japan」（お台場）、12 月の日本国際保健医療学会学術
大会（三重大学）にブース出展しました。
　2019 年度はメディアリレーションに力を入れ、国際医療
協力局の主なイベントについてメディアリリースを出すと同
時に、下半期に５回にわたり、国際機関、保健人材、医療の
質、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）、持続可能
な開発目標（SDGs）をテーマにメディアセミナーを実施し
ました。計画としては年８回行う予定でしたが、後半の３回
が COVID-19 の影響で中止となりました。

広報情報発信活動
Publicity	Activities

We conduct activities to promote public awareness 
regarding global  health  and internat ional  health 
cooperation. Using a variety of communication tools, 
including our website, Facebook, Instagram, Twitter, radio 
programs, regular publications, and event exhibitions, we 
work to promote a better understanding of priority health 
issues in developing countries. Our website forms the 
main source of information regarding our activities. Timely 
information is also shared via Facebook and Instagram. 
We have also set up a new Twitter account to further 
disseminate our message. 

Our newsletter is a biannual PR magazine, featuring 
articles on topics such as “Quality of health care in global 
health” and “Universal Health Coverage (UHC)” throughout 
the 2019 fiscal year. The newsletter is available online and 
through subscription services. We also produce a radio 
program, “Global Health Café” by Radio NIKKEI Daiichi. 
During the 2019 fiscal year, we continued to focus on 
Sustainable Development Goals (SDGs) in a relaxed, coffee 
shop atmosphere. To further introduce our activities to the 
public, we have booths at a range of events, such as Global 
Festa and the Japan Association of International Health 
Congress. 

Over the course of fiscal 2019, we have worked to 
strengthen our media relations efforts mainly by issuing 
media releases regarding major events of the Bureau of 
International Health Cooperation. We conducted five 
media seminars covering the themes of international 
organizations, human resources in healthcare, quality of 
healthcare, universal health coverage (UHC) and Sustainable 
Development Goals (SDGs). We planned eight media 
seminars but needed to cancel the latter three due to the 
spread of COVID-19.

広報情報課 / Division of Public Relations and Communications
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