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１１．時間割(7 月 3 日～7 月 11 日実施分のみ記入) 

月 火 水 木 金 

7 月 3 日 7 月 4 日 7 月 5 日 

1 関連科目／専門外国語／
医学の基礎 B 

関連科目 

2 
医療概論Ⅱオリエンテーション 
事例提示 (高屋敷(明)) 体育実技/医学の基礎Ｂ 

質問タイム 
（山本（由）、高屋敷(明)） 

3 
地域医療の現状と課題 

（前野(哲)） 家庭医療とは (横谷) （２時限目から連続） 

4 コアタイム１
在宅ケアにおける職種間
連携（春田、後藤（亮）) コアタイム２

5 高齢者の在宅ケア 
（浜野） 

質問項目検討 
（グループ学習） 

地域医療の将来 
(前野(哲) 

6 地域医療実習ガイダンス 

7 月 8 日 7 月 9 日 7 月 10 日 7 月 11 日 7 月 12 日 

1 医学の基礎 B 
ライフサイクルにおける青年
期の問題 （吉本） 予備 医学の基礎Ｂ 

地域医療実習 

2 医学の基礎 B 
自殺予防プログラム  

（太刀川 他） 

レジリエンス演習
（杉原 桂（ユアクリニ
ック秋葉原）

医学の基礎Ｂ 

3 
グループ学習 
（発表準備） 

ライフサイクルと心の発達
（横谷） 

4 
発表会 
（山本、春田、髙屋敷） 医師のプロフェッショナ

リズム （高屋敷(明)）
行動科学入門 1 （山海） 

5 総括（山本） 予備 行動科学入門 2 （山海） 

6 行動科学テスト 

A地域医療実習は夏休み期間（7 月 12日～19日、8月 22日～30日の一日） 

B行動科学 アルコールについて：9月 2,3日 

D職種間連携：2020年 1月 7、14日 

E Medical English TerminologyⅠ：2019年 9月～2020年 2月 
F情報倫理：9月 2,3日 
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M2 Medical English Terminology Course 
Coordinator Flaminia Miyamasu 

1. The goal of this course is for students to develop their mastery of English medical terminology
so that they can function competently in English-language clinical settings as well as academic
and research settings. Lectures will be organized according to a body systems approach. To
enhance learning efficiency, lectures will be held within the same time frame as medical lectures
about corresponding body systems. In addition, students will be required to fulfill self-study e-
learning components.

2. Course evaluation:
• Quiz scores:  70%
• E-learning study:  30%

3. Students must complete unit 0 (はじめに) before the first class (September 10).

4. Students must complete the e-learning units for each of the following:

• Gastrointestinal System (unit 5)
• Cardiovascular System (unit 2)
• Nervous System (unit 11)
• Respiratory System (unit 4)
• Endocrine System, (unit15)
•

(The e-learning site and each student’s login ID and password are provided on another 
sheet.) 

5. Cheating on tests will not be tolerated.

6. This course will be conducted entirely in English.

7. This course continues into the M3 Iryogairon Ⅲ Medical English Terminology course,
and all students are REQUIRED to take the TOEFL ITP held at the University of
Tsukuba in their 3rd year. Students who for some reason are unable to take the TOEFL
ITP at that time must take the TOEFL iBT. Students opting for the TOEFL iBT must
handle the exam arrangements and costs themselves, and the qualification must be
obtained before January 31 of the M3 year.

8. Ms Miyamasu’s email:  flaminia@md.tsukuba.ac.jp

mailto:flaminia@md.tsukuba.ac.jp
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