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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、主に国立国際医療
研究センター（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 ) と日本側から開発途上国に提案し、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、開発途
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開発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、９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「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
の開発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、4 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す。2020 年度は「医療の質改善」
と「保健医療人材」について開催しました。その他、国際展
開推進事業に伴う本邦研修は 5 年目になり、継続して実施
されており、NCGM 事業として 18 プログラム、計 682 名の
研修員にオンライン研修を含め研修を行いました。

全体として、2020 年度は外国人 773 名、日本人 200 名の
計 973 名の研修員を受け入れました。国際保健基礎講座に
も 9 回を通して延べ 514 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 National Center 
for Global Health and Medicine (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. 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. We also planned an advanced course on 
international health for those who have completed basic 
learning programs. In fiscal 2020, we conducted courses 
on quality of healthcare and health human resources. In 
addition, we conducted 18 training programs in accordance 
with the Program of Projects for Global Extension of 
Medical Technologies (TENKAI Project), with 682 people 
participating.

This fiscal year, we received a total of 973 trainees, 
consisting of 773 international trainees and 200 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 妊女性と子どもの健康改善（行政官対象）
Group and Region-Focused Training ''Improvement of Women's and Children's Health for French-Speaking 
African Countries (for government officials) ''

2. 薬剤耐性（AMR）・医療関連感染管理研修
JICA Knowledge Co-creation Program: Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections Control

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 / 国際保健医療協力集中講座
　　 Training Course for International Health Cooperation / Intensive Training Course
2. 国際保健基礎講座
　　 Basic Course in International Health
3. 国際保健医療協力レジデント研修 / 国際臨床フェロープログラム
　　 Medical Resident Training on International Health Cooperation / International Clinical 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 Nurses
5. アドバンス研修　国際保健課題別講座 
　　 Advanced Training Course on Different Global Health Themes
6. 個別研修
　　 Individual Training Programs 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
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研修課 / Division of Human Capacity Building

JICA 課題別研修「アフリカ仏語圏地域女性とこどもの健康改善
―妊産婦と新生児ケアを中心に―（行政官対象）」
JICA	Group	and	Region-focused	Training	“Improvement	of	Women’s	and	Children’s	Health	
for	French-Speaking	African	Countries	(for	government	officials)”

　国際医療協力局は国際協力機構 (JICA) の委託を受け、同
内容の研修を 2002 年から実施しています。2020 年度から
契約更新し、今後 3 年間実施することとなっています。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 190 名の研修員が参加しています。2020 年
度は新型コロナウイルス感染症の蔓延を受け、アフリカ仏語
圏地域の 8 か国（ベナン・ブルキナファソ・ブルンジ・コー
トジボワール・コンゴ民主共和国・ガボン・ギニア・セネガ
ル）から 17 名の研修員をオンラインで繋いで実施しました。
本研修の目的は、参加者が当該国の「女性と子どもの健康改
善」に貢献するため、国際的な視点や日本・他国の参加者の
経験を共有し、自らもしくは所属する組織が実施できる活動
を明確化することです。本研修は、①正常な妊娠・出産への
取り組み、②妊婦・胎児・新生児の異常時・緊急時の対応、
③女性と子どもの UHC（ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ）、
④女性と子どもの健康をサポートする保健医療人材の育成・
配置、⑤新型コロナウイルス感染症下の女性と子どもの現状
の 5 つを柱に研修を組み立てています。また、本研修にお
いては、オンランインで実施する特性を活かし、いくつかの
新しい試みを行っています。まず、これまでの研修において
課題であった、研修受講後のフォローアップを実施しました。
また、共有ツールを活用し、母子保健関連法案のドラフトな
ど参加者間での資料共有も行われました。研修員は、自国の
女性と子どもの健康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、提言が発表されました。

Since 2002, the Bureau of International Health Cooperation has 
been commissioned by the Japan International Cooperation 
Agency (JICA) to conduct this training. To date, nearly 
190 trainees, including government officials and clinicians 
engaged in maternal and child health (MCH) in Francophone 
African countries, have participated in this training. In fiscal 
2020, there were 17 trainees from 8 of these countries (Benin, 
Burkina Faso, Burundi, Cote d’Ivoire, Democratic Republic of 
the Congo, Gabon, Guinea, and Senegal). Due to COVID-19, 
the training was conducted online. 

Its objective was to share experiences internationally and 
clarify the activities that the trainees or their organizations 
can implement to contribute to improving women and 
children’s health. The training focused on four main areas: 
(1) normal pregnancy and delivery; (2) emergency response 
to abnormalities in pregnant women, fetuses, and neonates; 
(3) universal health coverage of women and children; (4) 
health human resources to support women and children’s 
health; and (5) current status of women and children under 
COVID-19. In addition, we have made several new attempts 
in this training, taking advantage of its online-in nature. First, 
we implemented a follow-up, which has been a challenge 
in previous trainings. Second, by using the sharing tool, 
the trainees were able to share materials such as draft bills 
related to MCH.

To improve women and children’s health services in their 
respective countries, the trainees participated earnestly 
in the training, analyzed the challenges faced in MCH, 
and developed recommendations and activity plans. 
Discussions were held among each country’s trainees 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 knowledge gained from this training. 

海外研修員向け /	For	Foreigners

アフリカ仏語圏の 8 か国 17 名の参加者とともにオンラインにて研修を
実施
Training conducted online with 17 participants from 8 Francophone-
African countries

JICA 東京からアフリカ 8 か国をオンラインでつないだ
Eight Francophone-African countries were connected online with JICA 
Tokyo
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JICA 薬剤耐性（AMR）・医療関連感染管理研修
JICA	Knowledge	Co-creation	Program:	Antimicrobial	Resistance	and	Healthcare-Associated	
Infections	Control

　近年、新型コロナウイルス感染症、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、開発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、より効果的な薬剤耐性菌対策と医療関連感染管理
の実践に繋げることを目的としています。
　新型コロナウイルス感染症の蔓延のため、2020 年度は、2
週間の研修をオンラインにて実施しました。通算第 21 回目
となる研修には、カンボジア、エジプト、ミャンマー、ベト
ナム、ザンビアより、各施設で感染管理を担う医師・看護師
ら 9 名の研修員が参加しました。研修期間を通して薬剤耐
性菌対策と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 COVID-19, 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 antimicrobial 
resistance (AMR) and 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 2020, 
a two-week training program was held. Participants in 
the 21st program of its kind included nine medical staff 
from Cambodia, Egypt, Myanmar, Vietnam and Zambia. 
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

5 か国からの参加者を対象に、本研修としては初めてオンラインで開催
First online course for antimicrobial resistance and healthcare-associated 
infections control has been held inviting participants from 5 countries

グーグルクラスルームでオンデマンド教材を活用しながらの開催
Google classroom was used as an ondemand platform for the online 
course
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個別研修（海外研修員向け）
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・国立国際医療研究センター病院からの委託によ
り個別研修を行い、国際協力を推進しています。
　2020 年度の研修員受け入れ総数は 32 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 Center Hospital of the National Center for Global 
Health and Medicine.

In fiscal 2020, the number of accepted participants was 
32, and this number has decreased in recent years. Training 
was contracted to us by such entities as JICA and TA 
Networking Corp. 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

海外研修員向け /	For	Foreigners
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国際保健医療協力研修	/	国際保健医療協力集中講座
Training	Course	for	International	Health	Cooperation	/	Intensive	Training	Course

国際保健医療協力研修
2020 年度の国際保健医療協力研修は新型コロナウイルス

感染症の蔓延のため、海外渡航が不可能であったため中止と
なりました。通常、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
報告会を開催していました。渡航が可能となった時点で再開
し、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、仕事などの日程調整が難
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。当講
座を受講すれば国際保健医療協力研修における講義を免除す
ることができます。

2020 年度は新型コロナウイルス感染症の蔓延により、2020
年 9 月 9 日から 10 月 11 日まで、オンラインでオンデマンド
動画の配信とライブでのキャリア相談会を行いました。開催
告知後 2 日間で定員に達し、60 名が参加しました。さらに 10
月 19 日から 11 月 18 日まで、同じくオンラインで国立国際医
療研究センター職員向けに集中講座を実施し、こちらも告知
後速やかに定員に達し、100 名が参加しました。講座の内容は、
国際保健基礎講座の講義内容と同一とし、国際保健医療協力
における幅広い分野をカバーしています。9 ～ 10 月開催時の
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、今後も参加者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 Training Course for International Health Cooperation 
was cancelled in fiscal 2020 due to COVID-19. 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. We will resume the course once the 
air travel becomes possible and will continue this training 
course in coming years to satisfy the needs of young 
professionals. 

Intensive	Training	Course	 for	 International	Medical	
Cooperation
As mentioned above, the Bureau of International Health 
Cooperation had conducted the 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 an 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. 

In fiscal 2020, the intensive training course was held online 
by broadcasting video contents and conducting two-way 
carrier consultation from September 9 to October 11, 2020. 
Sixty 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. We have conducted the intensive training 
course for the staff of the National Center for Global Health 
and Medicine from October 19 to November 18, 2020. A 
hundred participants attended the course. We will continue 
to conduct such intensive courses regularly in coming years 
and 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	Health

　「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 9 ～ 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、国立国際
医療研究センター職員以外の参加者が年々増えています。
　2020 年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大のため、
全てオンラインで実施しました。各回 60 名弱、合計 514 名
が参加しました。オンデマンド配信の動画視聴の後、ライブ
ディスカッションでグループ討論を実施しました。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 2020 年度までに、110 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。
　

The Basic Course in International Health is conducted 
to provide opportunities for those who aim to become 
involved in global health. This course is open to everyone 
and is scheduled nine to 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 National Center for Global 
Health and Medicine has been increasing each year. Due to 
COVID-19 outbreak, the entire course was conducted online 
in fiscal 2020. Approximately 60 participants attend each 
month, with a total of 514 participants in fiscal 2020. After 
viewing on-demand video lectures, participants attended 
live discussion session for group discussion.

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 fiscal 2007 and 
2020, 110 participants received this certificate. The course is 
connected with the Training Course for International Health 
Cooperation offered by the Bureau of International Health 
Cooperation. The students who received certificates are 
exempt from the 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. 

日本人研修員向け /	For	Japanese

多様なバックグラウンドを持つ人たちが、日本各地や海外から参加
People from diverse backgrounds participated from all over the country 
and overseas
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公開期間 /Date タイトル /Title 講師 /Lecturer

第 1 回
1st round

2020/11/2 - 12/1
国際保健の基礎のキソ！
Basics of Global Health

春山　　怜　Rei Haruyama
小土井　悠　Haruka Kodoi

第 2 回
2nd round

2020/11/16 - 12/15
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

2020/12/2 - 31
ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）
Universal Health Coverage (UHC)

清原　宏之　 Hiroyuki Kiyohara
清水　栄一 　Eiichi Shimizu

第 4 回
4th round

2020/12/16 - 2021/1/14
国際保健を支える保健人材
Human Resources for Health

伊藤　由衣　Yui Ito
馬場　俊明　Toshiaki Baba
及川みゆき　Miyuki Oikawa
宮﨑　一起　Kazuki Miyazaki

第 5 回
5th round

2020/12/28 - 2021/1/26
低中所得国における医療の質改善
Quality of Healthcare in Low-and 
Middle-Income Countries

伊藤　智朗　Tomoo Ito
森山　　潤　Jun Moriyama
土井　正彦　Masahiko Doi

第 6 回
6th round

2021/1/15 - 2/13
女性と子どもの健康改善
Improvement of Women’s and Children’s Health

伊藤　智朗　Tomoo Ito
菊池　識乃　Shikino Kikuchi
池本めぐみ　Megumi Ikemoto

第 7 回
7th round

2021/3/1 - 30
疾病対策概論
Disease Control

駒田　謙一　Kenichi Komada

第 8 回
8th round

2021/3/1 - 30
もう迷わない！情報検索 虎の巻
Information Search for Global Health

松岡　貞利 　Sadatoshi Matsuoka

第 9 回
9th round

2021/3/1 - 30
災害と公衆衛生危機 
Disaster and Public Health Emergencies

法月正太郎　Masataro Norizuki

国際保健基礎講座　2020 年度講座スケジュール
Fiscal	2020	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 /
国際臨床フェロープログラム
Medical	Resident	Training	on	International	Health	Cooperation	/	
International	Clinical	Fellowship	Program

　国立国際医療研究センター（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 か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 16 回の開催にあたる 2020 年度は 3 名が応募し
ていましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大のため、海
外渡航ができないことから、3 名とも 2021 年度に延期とな
りました。
　もう 1 つは、「国際臨床フェロープログラム」です。本プ
ログラムは、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
協力を経験していた「国際臨床レジデントプログラム」が前
身となっており、2017 年度から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。
国際臨床フェロープログラムでは、NCGM 各診療科との協
力の下、3 年間の研修のうち、1 年間を国際医療協力局に在
籍し、臨床科の専門性に加えて、グローバルヘルス人材の育
成に軸足をおいており、2020 年度は 2 名が在籍しました。
　研修の詳細は、「2020 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。

Under the supervision of the Bureau of International Health 
Cooperation, the National Center for Global Health and 
Medicine （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 fiscal 2020, three residents 
applied to this training program but all of them postponed 
training until fiscal 2021 due to difficulty in overseas travel 
caused by COVID-19. 

The other scheme is the International Clinical Fellowship  
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 fiscal 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 
fiscal 2020.

For further information, please refer to the 2020 Annual 
Report on the Medical Resident Training on International 
Health Cooperation, the International Clinical Residency 
Program, and the International Clinical Fellowship Program 
(Japanese only).

医師対象 /	Doctors	Only

日本人研修員向け /	For	Japanese

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

草場勇作
KUSABA Yusaku

呼吸器内科 /
国際臨床フェロープログラム 1 年次
Clinical Fellow of Internal Medicine
(Respiratory Diseases), 
Center Hospital

モンゴル : オンライン講義「医療施設における COVID-19 感染対策」（1/20)

2020 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	2020
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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	Nurses

　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国立国際医療研究セン
ター（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｡
　2020 年度については、実務体験研修が 1 クール（11 月に
3 日間）実施されました。海外研修は新型コロナウイルス感
染症による渡航制限により中止となりました。

In collaboration with the Nursing Department of the 
National Center for Global Health and Medicine, 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.

In fiscal 2020, the Basic Training Course was conducted 
once for three days in November. The Field Training was 
cancelled due to difficulty in overseas travel caused by 
COVID-19.

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（集中講座を受講済みの方）等を対
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。2020 年度は
医療の質改善、保健医療人材の 2 つのテーマにつき開催し
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. In fiscal 2020, we covered quality 
of healthcare and human resources for health.

日本人研修員向け /	For	Japanese

国際協力局看護職とのキャリアレビュー
Career review with nursing staff 

修了証書授与
Awarding ceremony of the training certificate
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個別研修（日本人研修員向け）
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・国立国際医療研究センター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。
　2020 年度は 14 名の研修員を受け入れ、高校生、医学部生、
外務省医務官が占めていました。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 Center Hospital of 
the National Center for Global Health and Medicine.

In fiscal 2020, we accepted 14 participants who are 
mainly high school students, medical students and medical 
officers of the Ministry of Foreign Affairs. 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

単位：人
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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、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、その他の国立国際医療研究センター職員や厚生労働省と
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。
　2020 年度は、全部で 8 回のセミナーを開催し、参加者は
合計で 405 名（局内 337 名、局以外の関係者 68 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 National Center for Global Health 
and Medicine, Ministry of Health Labor and Welfare and 
JICA. In fiscal 2020, 8 seminars were conducted. A total 
of 405 people attended the seminars, including 68 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

2020/7/20

日タイ UHC パートナーシッププロジェクト
から学べること
Learning from the Partnership Project for 
Global Health and Universal Health Coverage 
between Thailand and Japan

町田 宗仁 氏 　
グローバルヘルスとユニバーサルヘルスカバレッジのための
パートナーシッププロジェクト 元チーフアドバイザー
Dr. Munehito Machida, Former Chief Adviser
The Partnership Project for Global Health and Universal Health 
Coverage by Thailand and Japan

2020/8/24
エチオピアで「COVID-19 感染者第 1 号」と
呼ばれて
Being Called the "First Infected Person for 
COVID-19" in Ethiopia

國枝 信宏 氏 
開発協力コンサルタント
Mr. Nobuhiro Kunieda, Development Cooperation Consultant

2020/9/30

子どもの健康モニタリングに関する
技術アドバイザリーグループ

（WHO/UNICEF）委員の経験
The Experiences from Child Health 
Accountability Tracking Technical Advisory 
Group Commissioner

堀内 清華 氏  
山梨大学大学院総合研究部附属
出生コホート研究センター 助教
Dr. Sayaka Horiuchi, Assistant Professor, Center for Birth 
Cohort Studies, University of Yamanashi

2020 年度　国際医療協力局セミナー　
List	of	the	Bureau	of	International	Health	Cooperation	Seminars	in	fiscal	2020

ソフィアバンク代表取締役 藤沢久美さんによる局セミナーでの講義
（オンライン）

Lecture given by Ms. Kumi Fujisawa, the CEO of Sofia Bank Co. Ltd online

局セミナーに登壇いただいたソフィアバンク代表取締役 藤沢久美さん
Ms. Kumi Fujisawa, the CEO of Sofia Bank Co. Ltd, gave a lecture online
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開催日 /	Date テーマ /	Theme 講演者 /	Lecturer

2020/11/16
環境問題をめぐる国際交渉

（化学物質、水銀及び海洋プラスチック )
International Negotiations on Environmental 
Issues (POPs, Mercury and Marine Plastic)

早水 輝好 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 プロジェクトアドバイザー　
Mr. Teruyoshi Hayamizu, Project Adviser, 
Center for Health and Environmental Risk Research

2020/12/2
がん登録情報等を用いた疫学研究と
がん対策の実践
Epidemiology Research Using Cancer 
Registry and Practice of Cancer Control

大川 純代 氏
大阪国際がんセンター・がん対策センター 生物統計研究職
Ms. Sumiyo Okawa, Biostatistician, Osaka International 
Cancer Center, Cancer Control Center Department of Cancer 
Epidemiology

2020/12/9
オンライン教育事業を成功させる
3 つの秘訣
Three Tips for a Successful Online 
Educational Project

田中 善将 氏 
スクールエージェント株式会社  代表取締役
Mr. Yoshimasa Tanaka, President, School Agent Co., Ltd.

2021/1/14
UNICEF 中東・北アフリカ地域事務所での
仕事
Works in  UNICEF MENA 

木多村 知美 氏
UNICEF 中東・北アフリカ地域事務所
Child Survival & Development Specialist 
Dr. Tomomi Kitamura, Child Survival & Development Specialist
UNICEF Regional Office for the Middle East and North Africa

2021/2/10

アントレプレナーシップと国際保健医療協力
～国際医療協力局の可能性と局への期待～
Entrepreneurship and Global Health 
Cooperation: Capablity and Expectation 
for the Bureau of International Health 
Cooperation

藤沢 久美 氏 
シンクタンクソフィアバンク 代表
Ms. Kumi Fujisawa, CEO, Think Tank SophiaBank 
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　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
の皆さんの理解を促進し、親しんでいただくために、広報
活動を積極的に行っています。具体的には、ホームページ、
Facebook、Twitter 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）、雑誌『医療の広場』

『ドクターズプラザ』及び NCGM 広報誌『Feel the NCGM』
の連載執筆等を行ってきました。
　Facebook、Twitter 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。
　広報誌『NEWSLETTER』（年 2 回）は、電子媒体により読
むことができます。2020 年度は「新型コロナに挑む国際保
健医療協力」（2020 年 9 月）、「看護職とグローバルヘルス」

（2021 年 3 月）をテーマに発行しました。
　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。2020 年度は、在
外で活躍する局員の活動をテーマに番組を展開しました。
　2020 年度は、新型コロナウイルス感染症の蔓延により、
イベントへの出典やメディアを対象としたセミナー等の中止
を余儀なくされました。このような特殊状況下でも、有益な
情報を適切なタイミングで公開することに努めました。

広報情報発信活動
Public	Relations	and	Communications

We conduct activities to promote public awareness of global 
health and international health cooperation. Using a variety 
of communication tools, including our website, Facebook, 
Twitter, radio programs, and regular publications, we work 
to promote a better understanding of priority health issues, 
especially in low-middle income countries. Our website 
is the main source of information on our activities. Timely 
news is also shared via Facebook and Twitter to further 
disseminate our message. Our newsletter is a biannual 
PR magazine—it features articles on topics such as “Fight 
against COVID-19 through international health cooperation” 
and “Nursing and global health” throughout fiscal 2020. 
The newsletter is available online and through subscription. 
We also produce a radio program, “Global Health Café,” by 
Radio NIKKEI Daiichi. In fiscal 2020, we focused on overseas 
activities in a relaxed, coffee shop-like atmosphere.

During this difficult pandemic period, some events and 
seminars had to be canceled. Despite facing challenges due 
to serious infectious diseases, we have carried out timely 
publication activities.

vol.13
2020

明日の国際保健医療協力 magazine

NEWSLETTER

特集

新型コロナウイルスに挑む
国際保健医療協力 

国立国際医療研究センター国際医療協力局

NEWSLETTER「新型コロナに挑む国際保健医療協力」
2020 年 9 月発刊
“Fight against COVID-19 through international health 
cooperation” was published in September 2020.

ラジオ NIKKEI「グローバルヘルス・カフェ」の収録
Recording of the radio program “Global Health Café”
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執筆者 掲載メディア

1 蜂矢 正彦
（医師）

東京都医師会『元気がいいね』2020 年 3・4 月号
拝見！医師の一日　少しでも健康格差を小さくするために

2 森山 潤
（看護師）

政策医療振興財団『医療の広場』第 60 巻第 4 号
国際医療協力　海外だより 155
Speak up for patient safety ！　～ベトナムの患者安全の向上のために～

3 市村 康典
（医師）

NPO メディア “ganas”（Web　4 月 11 日公開）
コンゴ民主共和国でエボラ出血熱に収束の兆し、緊急支援活動の日本人医師

4 土井 正彦
（看護師）

『ドクターズプラザ』2020 年 5 月号（Vol.151）
海外で活躍する医療者たち 29　～国立国際医療研究センター～
地域の保健医療支援から、学びの場へ　～日本と共通点多く、交流も盛んなベトナム～

5 光野　譲
（診療放射線技師）

『医療の広場』第 60 巻第 5 号
国際医療協力　海外だより 156
診療放射線技師がグローバルヘルスに貢献する：医療技術等国際展開推進事業から見えたこと

6 岩本 あづさ
（医師）

日本政府国際広報誌 “We Are Tomodachi” Early Summer 2020
FEATURE: Innovation and Dedication for a Healthier World
Cambodia and Japan to Improve Maternal and Child Healthcare

7 清水 栄一
（上級研究員）

『医療の広場』第 60 巻第 6 号
国際医療協力　海外だより 157
アフリカにいて見つけたこと

8 田村 豊光
（看護師）

『医療の広場』第 60 巻第 7 号
国際医療協力　海外だより 158
緩やかに時間が流れるボーペンニャンの国から

9 田村 豊光
（看護師）

『小児看護』第 43 巻第 4 号
海外で活動する医療従事者たち
最終回 開発途上国での看護師を取り巻く制度づくり

10 馬場 洋子
（看護師）

『医療の広場』第 60 巻第 8 号
国際医療協力　海外だより 159

「正当にこわがる」こと

11 田村 豊光
（看護師）

『ドクターズプラザ』2020 年 9 月号（Vol.152）
海外で活躍する医療者たち 30　～国立国際医療研究センター～
途上国の健康格差に関心を　ラオスで看護師国家試験をゼロから立ち上げ

12 駒形 朋子
（看護師） 

『医療の広場』第 60 巻第 9 号
国際医療協力　海外だより 160
パルダの向こう側 ～パキスタンの女性の暮らしと健康～

13 珍田 英輝
（研修係長）

『医療の広場』第 60 巻第 10 号
国際医療協力　海外だより 161
国際医療協力今昔物語

14 法月正太郎
（医師）

『医療の広場』第 60 巻第 11 号
国際医療協力　海外だより 162
コロナ禍における国際医療協力、今、我々にできること。～フィリピンへの WHO GOARN 派遣を通じて～

15 三好 知明
（医師）

『医療の広場』第 60 巻第 12 号
国際医療協力　海外だより 163
二つの国の技術協力経験と新型コロナウイルス感染症パンデミックから

16 森山 潤
（看護師）

『ドクターズプラザ』2021 年 1 月号（Vol.153）
海外で活躍する医療者たち 31　～国立国際医療研究センター～
患者の安全、事故の防止は世界的な課題　～ベトナムの大病院で、医療の質向上を支援～

17 駒田 謙一
（医師）

国際協力専門誌『国際開発ジャーナル』2021 年 1 月号（No.769）
特集：「寄り添う」とは　～再考 日本の保健医療協力～
カンボジアで高度医療を提供

18 清原 宏之
（医師）

『医療の広場』第 61 巻第 2 号
国際医療協力　海外だより 165
まだ見ぬカンボジアを想うコロナ時代における国際医療協力 1 年生の奮闘記　
～展開推進事業：カンボジアにおける病理人材教育制度整備事業～

19 岩本 あづさ
（医師）

内閣府国際広報誌 “KIZUNA” Spring2021
International Cooperation to Secure the Healthy Lives of Cambodian Mothers and Babies

2020 年度	メディア掲載と出演
Media	publication	and	activities	in	fiscal	2020

広報情報課 / Division of Public Relations and Communications
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放送日 放送回 テーマ ゲスト

2020 年 4 月
第 40 回 コンゴ民主共和国と ” エボラウイルス病 ”

仲佐 保 医師①

5 月 再放送

6 月
第 41 回 コンゴ民主共和国のインフラと社会問題

仲佐 保 医師②

7 月 再放送

8 月
第 42 回 カンボジアの出産を守る国際保健医療協力

岩本 あづさ 医師

9 月 再放送

10 月
第 43 回 ラオスでの看護師国家試験立ち上げ

宮﨑 一起 看護師

11 月 再放送

12 月
第 44 回 薬剤耐性担当官の仕事

西島 健 医師

2021 年 1 月 再放送

2 月
第 45 回 NCGM　この一年を振り返って

梅田 珠美 局長

3 月 再放送

グローバルヘルス・カフェ
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