平成 29 年度 MD アンダーソンがんセンター
Clinical observation program 参加者募集要項
平成 29 年度 MD アンダーソンがんセンターにおける「Clinical observation program」への参
加について以下のとおり募集を行います。希望者は応募書類を準備の上、期日までにご提出をお
願いします。
１

趣旨
本学と MD アンダーソンがんセンターとの MOU に基づく人的交流の一環として、Clinical

observation program への参加を通じ、がん領域で世界トップレベルの診療や研究に触れること
で、医学知識や英語力の向上とともに、豊かな国際感覚を身につけることを目的とします。
２

留学先

テキサス州立大学 MD アンダーソンがんセンター
３

内容
MD アンダーソンがんセンターClinical observation program とは 海外からの学生を対象に

Dr.Liu の運営するプログラムで、oncology へ進む学生の育成を目的として始まりました。台湾か
らの留学生他、日本からは順天堂大学、秋田大学などから参加の実績があります。具体的な内容
としては、外来や病棟回診の随行、カンファレンスへの参加などが予定されています。
（臨床実習
ではありません）
（昨年度 Appointment Letter より抜粋）※原文のまま
Observers are not permitted hands-on activities of any kind. No patient care or research
activities are permitted(including data analysis or research papers). Observers have the
following privileges and restrictions:
Observers may
✔ attend conferences and lectures;
✔ observe clinics, the OR and rounds in accordance with appropriate medical staff policy;
Observers may not
✔ perform a primary medical evaluation or a history and physical;
✔ obtain patient consent for any procedure (clinical or research);
✔ participate in decisions concerning management of a patient;
✔ render treatment or other patient services;
✔ write in the medical record;
✔ order tests or services;
✔ wear a stethoscope when observing in clinic or on rounds, or in any other way give the
impression that they are practicing physicians at MD Anderson Cancer Center;
✔ participate in research;
✔ provide service to The University of Texas MD Anderson Cancer Center.
４

応募条件
① 応募時点で医学部医学科 5 年生であること。
② 海外での研修に参加するうえで十分な英語力及び学業成績を有している者。
③ 帰着後、研修での成果を還元することができ、本学のプレゼンス向上に貢献できる者。

５

留学時期（期間）
平成 30 年 3 月

６

（4 週間程度）

選考方法
【書類選考】志望動機、英語スコア、学業成績等をもとに総合的に審査。
日時：平成 29 年 9 月 29 日（金）～10 月 4 日（水）
【面接試験】英語力（リスニング／スピーキング）
、説明力、医学的な知識等をもとに総合的に審査。

日時：平成 29 年 10 月 6 日（金）
７ 派遣人数
最大 2 名まで
８

費用の目安
航

空

※実績をもとにした参考値です。金額は変動します。

券

： 10 万～20 万円程度

滞 在 費 用

海外旅行保険 ： 2 万～2.5 万円程度
９

： 10 万～30 万円程度

※その他に、現地の移動交通費や雑費などがかかります。

補助金の額
医学科臨床実数海外学生派遣補助金：9 万円
横浜市立大学医学部後援会補助金：9 万円
横浜市立大学同窓会倶進会：調整中
【平成 28 年実績】
医学科臨床実数海外学生派遣補助金：9 万円
横浜市立大学医学部後援会補助金：9 万円
横浜市立大学医学部医学科同窓会：25 万円

１０

応募方法

(1) 提出書類（コピーは A4 にそろえ、クリップ留めすること）
① Curriculum Vitae （Ａ４／様式別添）
② Letter of Intent （Ａ４／様式自由）
③ Intake form （Ａ４／様式別添）
④ 志望動機（和文／Ａ４ 様式自由）
⑤ 英語能力を証明する書類（TOEFL や IELTS 等、英語検定試験のスコア） ※写しでも可

(2) 提出締切
平成 29 年 9 月 29 日（金）

17：00

必着厳守

(3) 書類提出先
福浦キャンパス学務・教務課 医学国際化担当（基礎教育研究棟２階 事務室）
（郵送の場合は、下記住所宛に送付すること。但し必着。
）
【住所】〒236-0004 横浜市金沢区福浦 3-9 横浜市立大学 福浦キャンパス学務・教務課 医学国際化担当
１１

応募後の流れ
学内から 2 名選考後、MD アンダーソンがんセンターへ希望の診療科と共に申請、
受入先の調整が行われた後、正式に決定する。
＜お問い合わせ＞
福浦キャンパス 学務・教務課（担当:石井）電話：045－787－2980

