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１． 目的  

本事業は、途上国の医学部で行われている地域医療実習（地域基盤型医学教育 Community-based Medical 

Education）が持続発展教育(ESD)となるよう、モデル・カリキュラムを開発してその導入をはかることを目的とし

ている。地域基盤型医学教育では地域が学習の場となるが、保健・医療機関や福祉施設で実習が行われるこ

とが多い。一方、住民が真の意味で健康に過ごすための前提条件には、平和、教育、安定した環境、持続可

能な資源、社会的公正と公平など多様なテーマが含まれる。ＥＳＤという枠組みで地域医療実習を捉えなおす

ことで、学生が地域の環境、経済、社会、文化に目を向け、health advocate としての医師の役割についてより

深く学ぶことになる。こうした教育は、医療過疎地で働く医師の育成にもつながる可能性がある。さらに、学生

が地域の健康課題に応じた住民参加型のプロジェクトを展開することで、地域住民にとっても ESD に触れる機

会となる。地域における医学教育への協力は、住民のエンパワメントにもなると期待する。  

２． 活動  

対象地域: タイ・コンケン大学，タンザニア・ムヒンビリ健康科学大学，アラブ首長国連邦シャルジャ大学 

(1) モデル・カリキュラムづくりのためのワークショップの開催（本邦研修） 

2009 年 1 月に、ワークショップ(WS)を三重県で 1 週間開催した。WS には、タイ，タンザニア、アラブ首長

国連邦で地域医療教育に携わっている教員を招いた。国内からも、ESD、国際保健医療分野、医学教育カリキ

ュラム開発等の多様な知見を有する大学教員の参加を得て、シャルジャ大学も含め各大学の地域医療教育に

関する知見を提供し、医学教育における ESDの位置づけについて活発な意見交換を行った。 

(2) ESDの理念に基づいた地域基盤型医学教育実習の手引(Student's Guideと Teacher's Guide)作成 

WS のプロダクトとして、ESD を導入・推進するための教材を作成した。WS終了時点ではドラフトであっ

たものを、その後 1か月かけて参加者が電子メールを用いて校閲を続け印刷版を作成した(成果物参照)。 

(3)Action Planの作成と導入プロセスの検討 

ワークショップ終了時に、コンケン大学とムヒンビリ健康科学大学においてどのように ESD を導入するか検討し

た。コンケン大学では新年度の実習から ESDを組み込む予定。ムヒンビリ健康科学大学では、近隣ならびに周

辺諸国の医学部教員の参加による FDを計画している。両大学の実習を視察する相互訪問も検討中である。 

成果  

（1）期待する成果：卒前医学教育に ESD が導入され、ESDへの教員の理解が深まり、SDの視点をもった医師

の育成が進められる。また、学生の地域での活動を通して地域住民にも ESDが広がることを期待する。 

（2）成果物：地域基盤型医学教育のなかで ESDを実施するための手引書として以下を作成した。 

  ①「地域医療実習マニュアル（英語版 Student's Guide）」実習について概説している 

  ②「地域保健医療教育のための FD 教材（英語版 Teacher's Guide）」実習担当教員の手引書で FDに

も使用可能。どちらも今後実際に使用して、改訂していく予定である。 
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持続発展教育(ESD)の理念に基づいた

途上国における地域医療教育モデルの構築 三重大学

目 的 ：途上国の医学部で行われている地域医療実習（地域基盤型医学教育Community-based 
Medical Education）が持続発展教育(ESD)の理念を推進するものとなるよう、
教育モデルを開発して導入をはかる

活 動 ： ①ワークショップの開催（2009年1月18－23日於三重県）
地域医療教育に関する知見の提供・情報交換
医学教育におけるESDの位置づけ・地域医療教育への導入に関する意見交換

②ESDの理念に基づいた地域基盤型医学教育実習の手引作成（WS⇒電子メールで校閲）
③参加大学の2009年度アクション・プラン作成

・・・実習の導入（タイ），ファカルティ・ディベロプメント(FD)開催（タンザニア）
三重大学とシャルジャ大学は、実習実施支援とＦＤ開催支援

④実習手引書の改訂（③の活動で用いた経験を反映させる）
⑤近隣の他の医学部へのESDの紹介・資料提供

成 果 ：

●成果物：地域基盤型医学教育のなかでESDを実施するための手引書として以下を作成した。
①「地域医療実習マニュアル（英語版Student‘s Guide）」：学生用(実習目標・内容の概説)

②「地域保健医療教育のためのFD教材（英語版Teacher‘s Guide）」：実習担当教員の手引書
FDに利用可能・・・①、②とも、今後実際に使用して適宜改訂していく予定である(2009年度)

●期待する成果：
①卒前医学教育にESDが導入され、ESDに関する教員の理解が深まる
②SDの視点をもった医師の育成が進められる
③学生の地域での活動を通して、地域住民にもESDが広がることを期待する。
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Jan 18-23, 2009
Lectures:

ESD ( )
( )

( )
Group Discussion:

Workshop to develop a community-based medical 
education module incorporating and promoting the 
concepts of Education for Sustainable Development (ESD)

Goal of the workshop: to develop a community-based medical education 
(CBME) module incorporating and promoting the concepts of Education for 
Sustainable Development (ESD)

Objectives of the workshop:  During the workshop, the participants will:
Share information regarding community-based medical education (CBME) , 
including their own experiences and lessons learned regarding their 
medical schools’ curricula, curriculum development, and CBME activities
Consider the relevance, importance and implications of the concepts of 
Education for Sustainable Development (ESD) for medical education, and 
especially for CBME
Define shared goals and objectives for CBME
Based on the shared goals and objectives for CBME, develop a draft module 
of locally-adaptable guidelines and materials (one set for CBME 
teachers/organizers and one for medical students) for CBME that 
incorporates and promotes ESD
Discuss potential pilot testing of the CBME-ESD module by their medical 
schools
Draft an annotated outline for the report of/on the workshop
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Tanzania
ESD

Tanzania
I think it the curriculum will help to impart 
understanding of the community among 
students, and will serve as a strong 
foundation as a big part of the curriculum 
will be utilized for CBME before students are 
introduced to clinical rotation.

The students will go into clinical 
rotations( rural clinical rotations if available) 
with good understanding of how to interact 
with and serve in those communities, where 
clinical rural rotations are not available 
students will not miss much as they have 
been exposed to the community extensively.
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(CBME) ESD

Student’s Guide

FD Teacher’s Guide
FD

Version 1.0

Community-based Medical Education Module
Incorporating and Promoting the Concepts of 
Education for Sustainable Development (ESD)

Student’s Guide

Community-based Medical Education Module
Incorporating and Promoting the Concepts of 
Education for Sustainable Development (ESD)

Teacher‘s Guide

ESD
Sustainable Development

ESD

ESD SD
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