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シンポジウム「国際医療翻訳･通訳の実務」 

Practice and Outlook of Medical Translation and Interpreting Services 

企画書 

 

一、 経緯 

 グローバル化に対応し、世界における国際医療実務と業界の動向を把握することを

目的として、輔仁大学外国語学部と大学院異文化研究所翻訳学修士コースは、外国語

研究と実務の融合および学際研究を推進するために、2014 年 9 月、台湾初の「国際医

療翻訳(修士)単位取得プログラム」を設立し、現在 2 年目に入っています。2015 年 6

月 5-6 日、台湾国際医療翻訳･通訳サービスを国際医療に取り組む施設に高い精度で

浸透させるべく、政府科技部･教育部･外交部等の関連部会の強力な支持と経費助成を

受け、輔仁大学においてシンポジウム「国際医療翻訳の推進：教育と実務」を開催し

ました。シンポジウムにはアジア各国(日本･タイ･中国･香港等)の国際医療分野におけ

る産官学を代表する識者を招き、基調講演とあわせ実務経験についてもお話しいただ

きました。 

 

二、 テーマ 

本シンポジウムは国際医療翻訳･通訳者と医療人材間の問題意識の共有を図り、国

際医療実務のマネジメント力の向上を目指して、国際医療の実質的成果と実務経験に

詳しい産官学各界の代表をお招きし、その経験とノウハウをご披露いただきます。シ

ンポジウムは「医療翻訳･通訳サービスの実践と展望」(Practice and Outlook of Medical 

Translation and Interpreting Services)をテーマとして、医療機関の国際化、医療提供

側と外国語サービス側におけるニーズのマッチング、医療従事者と翻訳･通訳者間の

有機的な連携関係、ケーススタディ、調査レポート、国際医療の推進と展望といった

内容を扱います。講演とディスカッションを通じて、それぞれの専門知識と実務経験

を共有し、国際医療サービスを提供しようとする各施設への有益な啓発となり、アク

ションに結びつくことを期待します。 

 

三、 目的 

 本シンポジウムでは、アジア各国で国際医療に取り組む研究者と業界の専門家を招

請し、医療現場の実務マネジメントとノウハウ･経験の交流から、医療翻訳･通訳人材

と国際医療提供者との最適な協力モデルを探ります。さらに、国際医療の知識と実績

の共有、国際医療機器等業界による産業動向と最新事情の提供を通じて、各国におけ

る国際医療発展のベストスキームと実践プランの構築を目指します。 

 

 また、国際医療における外国語の超分野的応用と人材育成ルートの構築に加え、国

内外の専門家による学識と実績を結集することにより、国際医療の現場における言語

サービスの充実とニーズ拡大を図ることを狙いとしています。このほか、本シンポジ
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ウムに参加される識者の交流を通じて、言語サービスと医療施設との異分野協力に必

要な超分野的人脈と相互理解を増進することにより、超分野的実務マネジメントの共

通目標を設定し、研究チームの組織と運営を促進したいと考えています。 

 

四、 特色 

国際医療の国際パートナーシップ体系への定着を目指し、シンポジウムは二大テー

マにフォーカスします。焦点の第一として、医療機関の国際化進捗において、適切な

セルフチェックとリソース運用によりアドバンテージ確立を図るマクロ的視点から

考察を行います。第二に、日台の国際医療産学協力体制の構築プラン、その実践と運

営に焦点を当て、国際的ビジョンと実力のある医療施設に浸透させ、研究・実務統合

の理念達成の道筋を探求するケーススタディを実施します。そこで、本シンポジウム

では 22 年の間に世界 100 か国 800 施設を超える医療機関に評価と認証を提供してき

た Joint Commission International (JCI)アジア太平洋オフィス担当ディレクター 

Ms. Joyce Chang、及び 95 年の歴史をもつ北海道大学病院･宝金清博病院長に基調講演

を賜り、国際医療現場における外国語と医療実務および両者間のチームワーク等、関

連する課題につき掘り下げていきます。 

 

五、 公募テーマ 

1. 医療機関の国際化(Internationalization of Medical Institutions) 

JCI / International Cooperation / Creation of Relevant Departments 

JCI 認証を取得した医療施設による、受審のプロセスと結果、及び、その後の成果

についての紹介。 

国際医療部を設置している医療施設による、専門部署設置の経緯と特色。 

2. 医療提供側と外国語サービス側におけるニーズのマッチング(Medical and Foreign 

Language Services) 

Demands / Challenges / Success Stories 

医療施設側から見た外国語サービスに対するニーズと課題、及びその成功事例。 

3. 医療従事者と翻訳･通訳者間の有機的な連携関係(Collaboration between Medical 

Personnel and Translators and Interpreters)  

Case Studies / Dialogs / Implementation 

外国語サービスを利用した経験のある医療従事者と、サービスを提供した翻訳･通

訳者による連携事例説明と実施計画に関する経験紹介及びアドバイス。 

4. ケーススタディ(Case Studies) Personal Experiences / Group Experiences / Platforms 

医療チームまたは施設による組織編成の在り方。利用したアプリケーション･デザ

イン、ウェブサイトの構築、その他プロジェクトのケース紹介等。 

5. 調査レポート(Surveys and Reports) Taiwan / Chinse-language Communities / Other 

Countries 

台湾・中国語圏・その他の国際医療事例におけるリサーチのレポート。 

6. パネルディスカッション：将来の展望(Current Status and Outlook) 
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Medical and T&I Professions / Academia / Medical and T&I Industries / Policies 

産官学各界のパネリストに、今後国際医療外国語サービスをどのように推進して

いくべきか、その展望について、産業・政策・教育等の視点から提言とディスカ

ッションをしていただきます。 

 

 

六、 開催要項 

◎ シンポジウムの言語：中国語、英語、日本語 

◎ 抄録投稿(中･英･日)締め切り：2016 年 3 月 20 日(日) 

文字数：400～600字。内容は現況報告または経験談(サブテーマに沿った内容であれば可)を

中心としてください。要旨を準備委員会宛て送付してください(E-mail：G28@mail.fju.edu.tw、

メールのタイトルに「シンポジウム国際医療翻訳・通訳の実務」と明記してください)。 

会期後に PPTのディスクを制作します。 

◎ 審査結果通知：2016 年 3 月 25 日(金) 

◎ シンポジウム日程：2016 年 6 月 24-25 日(土・日) 

◎ 主催： 輔仁大学外国語学部 

◎ 共催： 輔仁大学異文化研究所・輔仁大学医学部・国際医療翻訳協会・北海道大学病院 

◎ 会場： (6/24)輔仁大学野声楼谷欣庁 1Fカンファレンスホール 

        (6/25)輔仁大学野声楼 3F第一会議室 

担当：楊淑卿 E-mail：G28@mail.fju.edu.tw 

電話：+886-2-2905-2553 

FAX：+886-2-2905-2167 

 

七、 成果目標 

1. 国際医療翻訳･通訳実務と教育の交流協力開拓 

2. 国際医療翻訳･通訳人材の育成充実と、医療施設と教育機関の協力促進 

3. 国際的な医療施設の多言語文書の交換協力推進 

4. 多国間で利用可能な翻訳･通訳サービスプラットフォームの構築 

 

八、 準備スケジュール 

日程 項目 

2016 年 1 月 来賓に対する抄録要請、企画 

2016 年 2-3 月 投稿募集、審査、プログラム計画 

2016 年 3 月 25 日（金） 投稿募集結果発表 

2016 年 4 月 15 日（金） プログラム公開 

2016 年 6 月 24-25 日（金･土） シンポジウム開催 
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九、 準備委員氏名・所属・役職 

学内メンバーを除き、準備委員には「国際医療翻訳協会」と台湾国際医療産官学

界代表が含まれる。 

輔仁大学外国語学部          賴振南学部長 

輔仁大学医学部              林肇堂学部長 

輔仁大学附属病院            王水深院長 

台北市立聯合医院中興院区    劉志光院長 

輔仁大学医学部              盧国城副学部長 

輔仁大学医学部              洪啓峰副学部長 

輔仁大学大学院異文化研究所  楊承淑所長 

輔仁大学附属病院準備事務所  陳俊賢主任 

国際医療翻訳協会業界代表： 

    台北市翻訳業職業工会     張高維理事長 

    新光医院国際医療服務中心 許萱薇課長 

    長庚医院国際医療中心     陳憲葳専員 

 

十、 プログラム(付録参照) 

 

十一、 来賓 

 国際医療翻訳･通訳は新しい分野であり、議論の効果向上と国際医療実施施設およ

び関連分野の研究者･専門家への貢献を図るため、以下の代表者を特別招請します。 

1. シンガポール JCI アジア太平洋オフィス担当ディレクターMs. Joyce Chang 

2. 北海道大学病院 宝金清博院長(Kiyohiro Houkin) 

3. 北海道大学病院 院長補佐松浦亨教授(Toru Matsuura) 

4. 日本遠隔医療協会理事長/高崎市医師会看護専門学校副校長/群馬大学名誉教授 

IMIA(国際医療通訳者協会)日本支部顧問 酒卷哲夫教授(Tetsuo Sakamaki) 

5. 台安医院特別外来センター 齊龍駒醫師(招請中) 

6. 長庚紀念医院国際医療中心 

7. 台北医学大学附属医院  

8. 新光医院国際医療サービスセンター 

 

 


