
発表会場（131講堂） ポスター会場
（132講堂）

ポスター掲示

懇親会 （於  神楽坂 ・ 縁香園）

評議員会

開会挨拶
一般演題 1: 医学英語教育プログラム（1） 　座長： 服部しのぶ （藤田保健衛生大学）， Alan Hauk （東邦大学）
1. 医療人文学としての英語教育の可能性： 「貧困と医療」をひとつの題材として 横山彰三 （宮崎大学）
2. Evaluating a flipped learning course for third-year medical students 榎田一路 （広島大学）

3. Effectiveness of a medical English course taught by an all-Japanese clinician team 山田佳子 （徳島大学），他

4. Using social media in the pharmacy English classroom to promote active learning and professionalism
  Denise A. Epp （第一薬科大学）

一般演題 2: 医学英語教育プログラム（2） 　座長： 黒住和彦 （岡山大学）， James �omas （慶應義塾大学）
1. Creating an effective peer evaluation Can-do list for medical interviews in English Sean Chidlow （大分大学），他

2. Patient Talks: Motivating future doctors with patient stories �omas Mayers （筑波大学），他

3. English ward rounds for well-rounded Japanese medical students! Alexander Zaboronok （筑波大学），他

4. The case for teaching clinical case presentation skills Michael Guest （宮崎大学）

特別講演 1:  Innovative English education for 21st-century health care professionals

　座長： 影山幾男 （日本歯科大学）

　演者： 赤津晴子 （国際医療福祉大学）

第14回 植村研一賞 授賞式

ランチョンセミナー： 歯科医学英語教育に応用可能な，態度・コミュニケーション教育用シミュレーター「シムロイド®」の開発と応用
　座長： 影山幾男 （日本歯科大学）

　演者： 羽村　章 （日本歯科大学） （協賛：株式会社モリタ）
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一般演題 3: TOEFL ITP® 　座長： 岩田　淳 （島根大学）， Eric H. Jego （日本大学）
1. Can we improve TOEFL ITP® scores by teaching test-taking strategies? Cosmin Mihail Florescu （国際医療福祉大学），他

2. Application of active learning methods to language teaching of L2 medical students Barnabas J. Martin （国際医療福祉大学），他

3. English language proficiency and history-taking performance of first-year medical students 押味貴之 （国際医療福祉大学），他

一般演題 4: 医師－患者コミュニケーション 　座長： 下地一彰 （順天堂大学）， Flaminia Miyamasu （筑波大学）
1. Terminology, register and convergence: An analysis of “everyday English” use in medical interviews Timothy P. Williams （日本大学），他
2. Developing strategies to teach medical English at acupuncture and judo therapy schools 池上小湖 （Sakotrans Medical），他

3. ‘Empathy’ in English as a lingua franca: How student doctors solicit concerns from simulated 
 patients by turn-taking 野澤佑佳子 （早稲田大学），他
4. Usefulness of a history-taking communication skills assessment rubric: 
 A comparative study between Nihon University and Thammasat University Eric H. Jego （日本大学），他
5. 病院のスタッフで何人が日本医学英語検定試験を知っているのか？　
 原三信病院医学総会での外国人診療に関するアンケート調査の結果 高木陽一 （原三信病院）

一般演題 5: 英文ライティング／リーディング 　座長： 徳川城治 （順天堂大学），小島多香子 （東京医科大学）

1. How I mark papers: Shorthand for quick correction of written work Christopher Holmes （前・東京大学）

2. 医学英語論文の Move 解析とその論文執筆への応用 河本　健 （広島大学），他

3. ESP 的視点による英語医学論文抄録 Reading 授業の実践報告 浅野元子 （大阪医科大学）

4. Student-designed survey on the education of evidence-based medicine  平田智基（愛知医科大学 学生），他

ポスター貼付

＊ポスターは7月28日（土）
12時から29日（日）15時
まで展示会場（132講堂）
に掲示します。

　また29日（日）12時10分
～13時にポスター討論
を行います。
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一般演題 6: 海外研修 　座長： 遠藤美香 （東京女子医科大学），Christopher Holmes （前・東京大学）
1. Learning experiences and identity development of nursing students through study abroad Je�rey Hu�man （聖路加国際大学），他

2. Medical electives abroad: Do they contribute to the “globalization” of physicians? 芦田ルリ （東京慈恵会医科大学），他

3. Setting up for success: A workshop for Japanese medical students in preparation for overseas clinical electives Kris Siriatsivawong （昭和大学），他

4. Study abroad program for first-year students at Japanese comprehensive medical university Michael Myers （昭和大学），他

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1000

1210

1300

1500

1600

7月29日（日）プログラム

（132講堂）

ポスター掲示

会員報告会

招待講演: ::Dental education in the UK for dental students and dentists who are non-native speakers 
　　　　  
　座長： Omar Rodis （徳島大学）

　演者： Neil Patel （マンチェスター大学）

特別講演 2 ： 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における医療体制について

　座長： 伊達　勲 （岡山大学）

　演者： 宮本哲也 （東京オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会）

　   

閉会挨拶

ワークショップ： 
  ファシリテーター： 押味貴之 （国際医療福祉大学），他
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一般演題 7: 異文化理解 　座長： 五十嵐裕章 （河北総合病院）， Raoul Breugelmans （東京医科大学）
1. Teaching medical anthropology to future physicians: Content-based EMP for cultural competence, 

Donald Wood （秋田大学）
2. A course for cross-cultural competence Najma Janjua （香川県立保健医療大学）

ポスター発表 1: 活動報告 　座長： 亀岡淳一 （東北医科薬科大学）
1. Learn dental English 松尾恭子 （日本歯科大学），他
2. 診療放射線技師向け医療英語教育の取り組み 吉田智美 （大阪物療大学），他
3. 札幌英語医療通訳グループの役割 北間砂織 （北海道大学）
4. 石川美穂 （英語教育のジョバンニ株式会社），他
5.  Simon Capper （日本赤十字広島看護大学），他

ポスター発表 2: 教材開発 　座長： 高田　淳 （高知大学）
1. 医療現場のグローバル化に対応した e-learning 英語学習教材の提案：日本の医学部学生のニーズを考慮して 西村眞澄 （岡山大学），他
2. 医学英語教材の新たな形の作成と試用： VRとコミュニケーションロボットを活用した教材の検討 坂本洋子 （獨協医科大学），他
3. Building vocabulary-rich teaching materials through dialogue with a neurosurgeon Walter Davies （広島大学）
4. The neurosurgery/neurology component of a general medical word list Simon Fraser （広島大学）
5. 山崎てるみ （日本歯科大学），他

ポスター撤去

ポスター討論*
昼食としてサンド
イッチ（飲物付）が
用意されます。

＊ポスターは7月28日（土）
12時から29日（日）15時
まで展示会場（132講堂）
に掲示します。

　また29日（日）12時10分
～13時にポスター討論
を行います。

JASMEE now and in the future: 日本医学英語検定試験実施報告 
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