
JICHA (Japan International Child Health Association) Journal                          Vol 6. No. 1 2019 

Ⅰ.はじめに 

 三重大学では、小児科医師の活動としてアフリ

カ諸国や中国、ブラジルなどを対象にした保健医

療領域での国際連携を実践してきた。これらの活

動は、JICA 医療協力プロジェクトへの参加、外国

人留学生の受け入れ、国際シンポジウムの開催な

どであった。JICA プロジェクトへの専門家の派遣

は、ガーナ・野口記念医学研究所プロジェクト

（1986-2003）、ザンビア・感染症プロジェクト

（1989-1995）、タンザニア・母子保健プロジェク

ト（1994-2001）、エチオピア・アムハラ州感染症

対策プロジェクト（2008-2015）、中国・ポリオ対

策プロジェクト（1991-1999）である。 

 1980-90 年代のこれらの活動により生まれた人

的ネットワークは、20 数年のときを経て、三重大

学での国際的な教育研究活動に活かされている。 

 本稿では、地域への貢献を求められる地域圏大

学である三重大学における国際連携活動を紹介し、

地域圏大学が地域への貢献を目指しながらもグロ

ーバル社会に通用する学術的活動を如何に展開す

べきかについて考える。 

 

Ⅱ．世界のなかでの日本の大学の状況 

 高等教育の場では、学生や研究者の国境を越え

た流動性の高まりとともに世界大学ランキングに

代表される国際的な大学の序列化が進んでいる。

また、高等教育の国際標準化が普及し、医学教育

領域では世界医学教育連盟の基準に準拠する医学

教育認証制度が日本医学教育認証評議会（Japan 

Accreditation Council for Medical Education 、

JACME）によって実施されている。 

 イギリスの高等教育専門週刊誌「Times Higher 

Education (THE)」による World University 

Rankings 2016-2017 で、200 位以内にランクされ

ている日本の大学は東京大学（39 位）、京都大

学（91 位）の 2 大学のみで、アジア・オセアニ

ア地域では、シンガポール国立大学、北京大学、

メルボルン大学、清華大学が日本の大学より上位

にランクされている（1。このランキングでは、①

Teaching、②International Outlook、③Industry 

Income、④Research、⑤Citations が評価指標と

して用いられ、International Outlook の項目で

は、海外からの留学生受け入れが評価される。

2010 年の統計では、OECD 加盟国に留学してい

る外国人留学生の国別シェアは、米国 16.6%、英

国 13.0%、オーストラリア 6.6%、ドイツ 6.4%、

フランス 6.3%、カナダ 4.7％、ロシア 3.9%、日

本 3.4％であり、日本は先進国のなかで低位であ

った（2。日本政府は、2020 年までに 30 万人の留

学生を受け入れる計画を立て、2015 年時点での

日本国内の高等教育機関に留学している外国人留

学生数は 152,062 人になっている（3。 

 一方、日本人の海外留学は 2004 年の 82,945 人

をピークに減少しており、2013 年統計では 55,350

人であった(4。留学に対して前向きな意識を持つ

大学生は、全体の約 1/3 程度であるという調査結

果もある（5。 

 Citation で示される大学の研究力は、論文数で

測られるが、日本からの論文数シェア、トップ

10％補正論文数シェアは、2000 年以降漸減傾向に

ある（6。我が国の動向と異なり、中国と韓国から

の論文数は、1990 年代後半から急速に増加してい

る。 

 このような状況のなか、政府は第二期教育振興

基本計画に高等教育機関でのグローバル人材の育

成を掲げた。さらに、国立大学改革に向けた新方

針では、「三つの枠組み」の一つに、「卓越した成

果を創出している海外大学と伍して、全学的に卓

越した教育研究、社会実装を推進する取組を中核

とする国立大学」を規定した（表 1）。2016 年に開

始された文部科学省のスーパーグローバル大学創

生支援事業では、トップ型として東京大学など 13

大学を、グローバル化牽引型として東京外国語大

学など 24 大学を選定している。さらに、高校生、

大学生の海外留学の拡大を目指して、官民協働海

外留学支援制度である「トビタテ！留学 JAPAN 

日本代表プログラム」を開始している。 

 

Ⅲ．大学が取り組むべき地球規模課題 

 世界大学ランキングでは、外国人教員数や英語

による授業数、海外からの留学生数などで大学の

グローバル化が評価されている。しかし、これら

の指標が向上さえすればグローバル人材が育つ訳

ではない。いまを生きる若者が地球規模で存在す

る課題を理解することで視野を広げ、それらの課

題を解決する能力を修得するための学習能力と将

来の活動の基盤となる基礎的な知識を獲得するた

めの場を提供することが、グローバル人材の養成

に向けての大学の役割であると考える。 

 国際連合が、2015 年に「持続可能な開発目標

（Sustainable Development Goals, SDGs）」を採

択し、17 の目標を定めた。これらの目標には、

保健医療の課題に加え、気候変動、再生可能エネ

ルギー、貧困、男女平等、平和と正義など多領域

の課題が提示されている（7。大学は、地域内、

国内にある課題を解決する人材の養成だけではな

く、これらの地球規模課題を理解し、行動できる



JICHA (Japan International Child Health Association) Journal                          Vol 6. No. 1 2019 

人材を育成するための教育研究活動を強化すべき

である。 

 大学教育では、教員の経験則に基づく教育のみ

では不十分であり、時代と社会のニーズを捉え、

将来を見据えた教育の実践が求められている。ま

た、国際標準の教育や国際通用性のある人材の育

成を目指すことも望まれている。学生には、地球

規模課題をステレオタイプに理解するのではな

く、時代の変化と地域情勢により変化する課題を

適切に理解し、柔軟に対応することの大切さを教

えるべきである。地域社会にある課題は、やがて

グローバル社会の課題へと拡大していくこと、貧

困と医療格差などの人の安全保障の問題は、国際

社会だけでなく地域社会にも存在していることも

伝えなければならない。 

  中低所得国での飢餓・栄養不良の問題は、栄養

不良と栄養過多・生活習慣病が並存する状況に移

行している。人口問題も人口増加のみを考える時

代は終わった。日本の社会は既に人口減少社会、

高齢化社会に移行しているが、次の 10 年で多く

の欧州、アジアの国々が日本を追従する状況にな

ることが予測されている。中低所得国における疾

病構造も感染症と母子保健関連疾病が主体をなす

状況から生活習慣病やがんなどの非感染性疾患

（Non-communicable diseases, NCDs）が占める

割合が増加している。感染症対策においても重症

細菌感染症や寄生虫疾患の撲滅だけではなく、新

型インフルエンザ、薬剤耐性結核、デング熱、麻

疹など国境を超えて広がる感染症の対策が急務に

なっている。 

  

Ⅳ．地域圏大学としての三重大学の役割 

 三重大学は、中京圏と関西圏に挟まれた中規模

県である三重県にある唯一の国立大学であり、地

域社会の持続的発展への貢献を地域社会から期待

されている地域圏大学である。三重大学には、医

学部（医学科・看護学科）、生物資源学部（農学

系と水産系学科で構成）、工学部、人文学部（法

律経済学科・文化学科）、教育学部の 5 学部、そ

れぞれの学部に接続する研究科と地域イノベーシ

ョン研究科（地域の産業界が求める即戦力型研究

開発系人材の育成に特化した教育研究を展開する

研究科）の 6 大学院がある。学生数は、約 7,000

人の中規模大学である。 

 三重県は、南北に細長い地勢的特徴を有し、工

業地帯である北勢地域（四日市市を中心とする旧

伊勢の国北部）、行政・学術機関が多い中勢地域

（津市を中心とする旧伊勢の国中部）、2016 年

伊勢志摩サミットの会場となった観光産業が盛ん

な南勢・志摩地域（伊勢市を中心とする旧伊勢の

国南部と鳥羽市・志摩市のある旧志摩の国）、伊

賀忍者や俳聖・松尾芭蕉で有名な伊賀地域（伊賀

市・名張市のある旧伊賀の国）、農林水産業を主

たる産業とする東紀州地域（尾鷲市・熊野市など

旧紀伊の国の一部）に区分される。地球規模での

南北格差、日本国内での大都市圏と地方との格差

はそこで暮らす人々にとっての大きな問題である

が、人口 200 万人足らずのこの県においても、地

域内での格差が顕在化しており、県南部地域では

少子高齢化と産業の停滞、経済の後退が深刻な社

会問題になっている。（図 1）三重県内での地域

格差 

 

左から、市町村別の人口（人）、65 歳以上人口割合

（%）、収入（万円／人／年）を示す。 

三重大学は県内唯一の国立大学として、国が進め

る地域創生での役割を求められている。前述の文

部科学省による国立大学改革に向けた新方針で示

された「世界・特色・地域」の 3 つ枠組み（表

1）では、地域型の大学となることを選択し、文

科省の「地（知）の拠点大学による地方創生推進

事業」の採択を受けて、地域社会に貢献する人材

養成に向けての機構改革や地域内での教育研究拠

点の設置を進めている。 

 

表 1. 文部科学省の国立大学改革に向けた新方針

である「三つの枠組み」 

                                                                        

・重点支援①：主として、地域に貢献する取組と

ともに、専門分野の特性に 

配慮しつつ、強み・特色のある分野で世界･全国的

な教育研究を推進する取組 

を中核とする国立大学を支援 

 

・重点支援②：主として、専門分野の特性に配慮

しつつ、強み・特色のある 

分野で地域というより世界･全国的な教育研究を

推進する取組を中核とする国立大学を支援 
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・重点支援③：主として、卓越した成果を創出し

ている海外大学と伍して、 

全学的に卓越した教育研究、社会実装を推進する

取組を中核とする国立大学を支援 

                                           

 このような状況のなか、地域圏大学が目指すべ

き国際連携とグローバル人材の育成を考えると

き、地域志向型人材育成と世界に通用する学術活

動を融合させるという視点での大学運営が必要に

なる。そのためには、地域社会と連携して国際標

準の教育研究活動を展開し、地域にあるグローバ

ル課題に積極的にアプローチすることが重要にな

る。まさに、“Think globally, Act locally” の実践

こそが地域圏大学の使命となっている。 

 三重大学では、地域の文化的遺産である忍者や

海女をテーマにした国際的な学術活動の展開、公

害を克服し環境先進都市となった四日市市での経

験の新興国の環境問題への活用、特色ある事業を

展開している地域企業の海外進出への学術的支援

などを計画し、実践している。 

 

Ⅴ．医学部での国際連携 

 国際通用性のある能力を持って地域社会に貢献

する人材の育成には、キャンパス内での教育活動

に加えて、海外や地域での体験型学習による学習

への動機付けが有効である。三重大学全体では、

大学在籍中に一学事暦以上の留学をする学生割合

は 0.3%程度であり、カリキュラムの融通性や学生

の渡航費支援の状況から今後も大幅な増加は見込

めないと推測される。一方、在籍中に短期の海外

派遣（一学事暦未満のインターンシップを主体と

する海外研修）を経験する学生割合は 8.3%であり、

研修プログラムの開発努力により、海外研修に参

加する学生数の拡大は可能であると考えている。

三重大学では、短期海外派遣学生数の拡大の方針

に沿って、英国での英語研修、オーストラリアの

小学校での教育実習、欧州・アジアの工業系企業

でのインターンシップ、農林水産領域での海外フ

ィールド・スタディなどを展開している。そのな

かでも医学部が実施している第 6 学年学生を対象

にした海外臨床実習は、三重大学の特色ある教育

になっている（8-10。 

 欧米の大学から始まった医学生の海外臨床実習

は、現在では世界中の医学部で実施されるように

なった。日本でも多くの大学が実施しているが、

欧米の大学に比べるとその規模は小さく、欧米の

病院での実習への志向が強い。三重大学医学部の

海外臨床実習は、アジア・アフリカを中心とした

実習であり、語学力や成績、面接などによる選抜

は行なわない。海外実習に参加したいという希望

があれば、すべての学生に機会が与えられるとい

う特徴がある。図 2、3 に実習国と参加学生数の推

移を示す。 

図 2 第 6 学年海外臨床実習の実施国 

 

図 3 第 6 学年海外臨床実習参加学生数の推移 

 

毎年、約 60 名の学生が学術交流協定を締結した海

外大学の教育病院での実習に参加している。実習

大学・病院の多くが、これまでの小児科医師によ

る国際的な活動が交流基盤となっている。 

 本実習の目標は、①保健医療を地域の気候風土

や文化人類学的視点から理解すること、②恵まれ

ない医療環境で生活する人達の健康や命に対する

思いを知ること、③限られた医療資源の有効活用

や地域の保健医療ニーズに応える医療を理解する

ことである。そして、④海外での経験を通して、

日本の地域保健医療のあり方を考え、地域で活か

すことも重要な学習目標である。これは、筆者が

JICA 医療協力プロジェクトへの参加経験を通し

て学んだ、“中低所得国の保健医療現場には、地域

保健医療や公衆衛生を理解するための有効な学び

の場があり、その学習成果を日本での地域保健医

療の実践に活用することができる”という考えに

拠っている。 

 海外にある学びの一例として、乳児死亡率を例

に考えてみたい。我が国の第二次世界大戦直後の
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乳児死亡率は、現在のアフリカ諸国のそれと同程

度であった。しかし、日本は、世界に例をみない

早さで、世界で最も低い乳児死亡率を達成した。

若い世代にとって、国内の実習で日本の世界最高

水準の周産期医療や母子保健活動を理解すること

ができても、高い乳児死亡率を持つ社会の状況や

乳児死亡率改善の過程を理解することは容易では

ない。 

図 4 日本の乳児死亡率の推移 

 

図 4 は、日本の乳児死亡率の推移に現在の世界各

国の乳児死亡率を重ね合わせた図である。時間と

空間を重ね合わせることで、現在の日本の状況を

見るだけでは学べないことを海外の保健医療現場

で学ぶことができる可能性を示唆している。また、

乳児死亡率改善の背景を学習することで、母子手

帳などの日本の経験を地球規模に広げていくこと

の意味や価値を知ることができる。 

 第 6 学年次に本教育プログラムに参加した学生

数は 500 名を超えた。この実習に参加した学生は、

実習に対して高い評価をしている。学生の振り返

りでは、第６学年での海外実習の効果を高めるた

めに、医学部入学後早期からの海外での体験的学

習の機会を希望する声が多くあった。現在では、

第 1-4 学年学生対象の早期海外体験実習（タイ、

ザンビア、タンザニア、インド、米国などで実施）、

第 4-5 学年学生対象の海外リサーチインターンシ

ップ（ハーバード大学などの米国 3 大学で実施）

を海外臨床実習とともに実施し、6 年間の医学教

育カリキュラムを通して海外で学ぶことができる

カリキュラムを編成している。これらの国際的な

教育カリキュラムは、地域社会での保健医療に従

事する際に求められる視野や能力の獲得とともに、

将来のキャリア選択の一つとして海外の保健医療

現場での活動を考えるきっかけになると考えてい

る。著者らの海外臨床実習をテーマにした科学研

究費研究では、「中低所得国で実習した学生は、高

所得国で実習した学生に比べ、卒業後の医療過疎

地域での勤務を希望し、国際保健などの国際貢献

への協力を強く希望する傾向がある」という結果

が得られている（11。 

大規模かつ段階的な海外実習を実施するために

は、海外大学医学部との相互互恵的な関係の構築

による実習先の確保、学生の海外派遣に関するノ

ウハウの蓄積による安全対策が必要である。また、

国際交流の核となる教員の存在と学部の理解が必

須である。本学においては、アジア・アフリカで

の医療活動の経験がある小児科教員が中心となり、

海外のカウンターパートとの人的ネットワークを

活用した海外臨床実習を開始した。さらに、文部

科学省大学改革推進事業（平成 18 年度特色ある大

学教育支援プログラム、平成 21 年度大学教育推進

プログラム）に採択されることで、取組みを前進

させた。学生側には、アジア・アフリカでの実習

に対する心理的バリアや渡航費などの経済的負担

の課題があった。アジア・アフリカでの実習は、

少人数からの開始であったが、学生が低中所得国

での実習に価値を見出し、後輩に伝えることによ

り、参加希望者が増加した。学生の経済的負担に

対しては、競争的奨学金である日本学支援機構海

外留学支援制度（協定派遣）を活用している。 

 国際連携を基盤とする本学の特色ある医学教育

として、第 1-2 学年を対象にした地域基盤型保健

医療教育実習も紹介したい（図 5）。 

図 5 地域基盤型保健医療教育実習の概略 

 

この実習では、4-5 名の学生グループが三重県内

にある 29 自治体のいずれかを 2 年間継続して訪

問し、1 年目は医療人類学的手法（表 2）を用いて

community survey を行い、2 年目はその結果に基

づいて、community empowerment を目的とする

保健医療関連活動を実践する参加型の地域連携授

業である。この実習は、地域保健医療人材育成の

方針に沿った教育プログラムであるが、その導入

にあたっては、三重大学、アラブ首長国連邦・シ

ャルジャ大学、タンザニア・ムヒンビリ健康科学

大学、タイ・コンケーン大学との国際共同研究の

成果を活用している（12。 
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表 2. 地 域 基 盤 型 保 健 医 療 教 育 実 習 で の

community survey に 

     用いる 7 community tools （調査指針） 

                            

・Geo-social mapping        地理的および社会

的地図 

・Genogram                家族系統図・世代

関係図 

・Community organization   地域にある組織・

共同体 

・Local health systems       地域の保健医療シ

ステム 

・Community calendar       地域の年間行事・

冠婚葬祭 

・Local history              地域の成り立ち・

歴史 

・Biographies : Life stories    住民個々の生活

史・身の上話 

                             

 

 これらの学術協定大学との学生交換事業や国際

共同研究は、地域保健医療人材の育成に有効に活

かされており、本稿前半で述べた地域圏大学によ

る地域志向型人材育成と世界に通用する学術活動

の融合を実現している。 

 次に小児医療の専門領域での国際連携について

考える。アジア・アフリカの中低所得国における

小児医療では、子どもの NCDs へのニーズが高ま

っている。これは日本国内で専門医療に従事して

いる小児科医にとって、国際貢献の可能性が広が

ることを意味する。NCDs の一つである小児がん

は、日本を含む先進諸国では、約 80%に長期生存

を期待できる疾患であるが、中低所得国での生存

率は 20%程度にとどまっている（13）。欧州の小児

がん診療機関、米国の St. Jude Children’s Research 

Hospital などが、1990 年代から低所得国にある小

児 が ん 診 療 病 院 と の あ い だ で の Twinning 

program や Outreach program を行なっている。

しかし、日本からの中低所得国への専門家の派遣

や日本と中低所得国との国際共同研究の実施は少

ない。図 5 は、小児がん患者の 5 年生存率と国民

の医療費との相関を示している。 

 

図 6 小児がん患者の 5 年生存率と国民一人あた

り医療費との関係 

（Ribeiro RR, et al. Lancet Oncol. 2008 を一部改

変） 

 

5 年生存率が 10%以下の国は、一人当たりの年間

医療費が 10 米ドル以下のアジア・アフリカの国々

である（14。中低所得国では、その経済状況、医療

状況により、救えるはずの多くの子どもの命が小

児がんのために失われている。保健医療の費用対

効率を考えたとき、高額な抗がん薬治療が必要で

ある小児がん治療を低所得国で実施することの優

先順位は高くないとする考え方がある。しかし、

低所得国での小児がん診療に光を与える研究成果

も出始めている。アフリカ諸国で行われたバーキ

ットリンパ腫（アフリカにおける風土病的小児が

ん）に対する臨床研究では、ジェネリック薬品を

使用すれば１人当たり 50 米ドルの治療費で 50%

の１年後完全寛解率を達成できることが示されて

いる（15。日本の小児がん専門家も国内での経験を

中低所得国の小児がん診療に活かすことができる

時代になっていることを認識すべきである。 

 低所得国での小児がん診療では、欧米先進国で

は経験することがほとんどない Late presentation

（遅すぎる受診）や Abandonment（治療放棄）の

問題もあり、社会啓発や教育、医療人材育成体制

の整備などの課題も存在している。他の疾患同様、

小児がん領域の国際連携においてもそれぞれの国

の文化的背景や社会インフラへの配慮が必要であ

ることは言うまでもない。 

 筆者は、小児がん領域の国内専門学会や多施設

共同研究グループのメンバーとして、このような

地球規模での小児がん診療状況の変化に対応した

活動を行いたいと考えている（16。現在、アジアの

それぞれの国で利用可能な医療資源に基づいた診

断法、リスク分類、治療、支持療法、緩和医療の方

針の提案や抗白血病薬に対する感受性の人種差に

フォーカスを当てた安全な抗がん化学療法の開発
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を目指した国際共同研究などにも取り組んでいる
（17、18。 

 日本では、小児科診療においても専門分化が進

んでいる。日本の小児科医にとって、サブスペシ

ャルティ領域での活躍の場が与えられることが、

小児科医としてのアイデンティティの維持にもつ

ながる。これまでの中低所得国での小児科診療で

は、プライマリケアを中心とする総合診療的な活

動が求められてきたが、専門領域での活躍の場が

広がりつつあり、若い小児科医が、日本国内での

キャリアを積みながら、そのキャリアを海外で活

かすことができる時代になっている。 

 

Ⅵ．最後に 

 私の国際小児保健のキャリアは、31 歳のときガ

ーナから始まった。これまでのキャリアの積み重

ねを活かして、小児医療、国際保健、人材育成を

融合させた活動を展開したいと考えている。若い

医師が、自らが専門とする領域で、国際貢献への

思いと医科学者としての知的好奇心や探究心を満

たし、グローバルなキャリア形成を実現すること

を支援していきたい。 
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