
 

医療英語をスキルアップするプログラム 

2016年 CBMS医療英語ラーニング・プログラムのご案内 
Certification for Bilingual Medical Staff 

  後援： 東京都医師会、日本医学会、日本医師会、日本看護協会、日本病院会、国立国際医療研究センター 

  主催：一般財団法人グローバルヘルスケア財団  共催：特定非営利活動法人先端医療推進機構 

 

私たちは、医療に携わる医師、看護師、専門職、事務職などのスタッフおよび学生が、医療英語のスキルアップを

図っていただけるよう、2011年より国際医療英語認定試験および医療英語セミナーを開催して参りました。 

２０１６年の医療英語ラーニング・プログラムをご案内致します。 

 

① 【セミナー】 CBMS医療英語セミナー （申込締切は各開催日の 1週間前） 

現場で使える医療英語を学ぶセミナー。Basic（入門）コースと Advanced（上級）コースを開催します。上級

コースはすべて英語でセミナーを行います。（※会場、講師および日程は変更になる可能性があります。） 

連続で受講していただければ高い学習効果が期待できますが、1回だけの受講も可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

・時間 Basicクラス 10:00～12:15（受付 9:30）／Advancedクラス  13:30～15:45（受付 13:00） 

・料金 1クラス 1回 8,000円（税込）（お申し込みから 1週間以内にお振込みください） 

 

≪東京会場≫ 国立国際医療研究センター 研究所 AB会議室（新宿区戸山 1-21-1） 

・日程と講師： 9月 18日（日）（Basic：飯田恭子先生、Adavnced：ジョナサン ワイルダー先生） 

       10月 16日（日）（Basic：井上真紀先生、Advanced：ジョナサン ワイルダー先生） 

 

≪名古屋会場≫ 名古屋大学 ES総合館 ES会議室（名古屋市千種区不老町） 

・日程と講師：9月 4日（日）（Basic：井上真紀先生、Adavnced：山中マーガレット先生） 

       10月 2日（日）（Basic：Runa Lisa先生、Advanced：山中マーガレット先生） 

 

・セミナーのテーマ（Basicコース、Advancedコース共通） 

 9月（9/4 名古屋・9/18 東京）Surgery , Orthopedics（外科、整形外科） 

 10月（10/2 名古屋・10/16 東京）Endocrinology, Nutrition（内分泌学、栄養） 

 

・Basicコースのカリキュラム（共通） 

 前半：トピックに関連する記事のリスニング練習、トピックに関連する記事の読解、語彙練習（15 分間休憩） 

 後半：ディスカッション、短いスピーチ練習、ＣＢＭＳ試験練習問題 

 



 

・Advanced コースのカリキュラム（共通） 

 First hour：4～6 short readings mostly newspapers (reading and discussion)(15 minutes break) 

 Second hour：1 long reading article from newspaper or journal summary (reading and discussion) 

        Test example 

・講師 

 ・飯田恭子：  日本医療科学大学保健医療学部長、専門は『国際保健・医学英語』、「カレント メディカル 

イングリッシュ」（医学書院）など著書多数。 

 ・ジョナサン ワイルダー：ビジネス英語講師、東京医科歯科大学元非常勤講師、専門は『医療倫理』。 

 ・井上真紀：  藤田保健衛生大学講師、名古屋市立大学講師、専門は『英語教育学』。 

 ・Runa Lisa：名古屋国際学園臨時教師、バンクーバー・コミュニティ・カレッジ準講師 

        ラージシャーヒ大学大学院理学研究科生化学専攻博士前期課程修了、専門は『生化学』。 

 ・山中マーガレット：岐阜女子大学教授、専門は『医療英語』、「現場ですぐに役立つ！看護・医療スタッフの

英語」（朝日出版社 2006年）など著書多数。 

国際医療英語認定試験（CBMS）は医療現場に求められる英語力を認定する試験です。試験問題の形式はリスニ

ングとリーディングの選択問題にマークシート形式で答える筆記試験です。合否判定をするのではなく、受験

者が獲得した得点を認定します。認定の有効期間は 5 年間です。従来、Basic と Advanced の 2 コースを行っ

てきましたが、2016年はそれらを 1本化し、1 つのコースのみの認定試験を行います。 

・日程：2016年 11月 12日(土)14:00〜16:00（13:20受付開始、13:50着席） 

・会場：東京会場：国立国際医療研究センター（東京都新宿区戸山 1-21-1） 

  名古屋会場：ウインクあいち（愛知県名古屋市中村区名駅 4丁目 4-38） 

  新潟会場：新潟リハビリテーション大学 

  岐阜会場：岐阜大学 医学部看護学科 

 ※他にも 10名以上の参加者が集まる場合は 

 サテライト会場の設置もご相談可能です。 

 ・受験料： 12,500円 

  ※お申し込みから 1週間以内に所定の口座に 

   料金をお振込みください。 

  ※10名以上の団体受験の場合は団体料金の 

   ご相談も可能です（個別にご相談ください） 

 

    得点表サンプル 

医療英語の学習で鍵となるボキャブラリー（語彙）を反復学習す

るための教材です。Basic と Advanced の２種類をご用意しまし

た。コンパクトなリーフレットに英単語 500 づつの綴りと意味が

まとめられており、CD で日本語と英語の発音を収録。 

料金：１冊 2,900 円（税込・送料込）。 

 

② 【認定試験】 第 6回 国際医療英語認定試験（CBMS） （申込締切は 10月 18日（金）） 

③ 【教材】 CD メディカル単語編 



 

CBMS の模擬テストが含まれた人気の教材です。冊子版と電子版があります。 

電子版はデータをダウンロードしていただきます。 

１．病院の受付、電話、診察、検査、患者対応など様々な場面で使える表現集 

２．CBMS の模擬テスト（入門、上級）リスニング問題の CD 付 

３．付録：厳選された医療英語単語集 

料金：冊子版 1,200 円（税・送料込）、電子版 1,000 円（税込） 

 

申込方法 

次頁の申込用紙をご記入のうえ、FAX（ 052-745-6882 ）または Eメール（ cbms@japsam.or.jp ） 

または郵送（次頁記載）にてご送付ください。Webサイト（ http://cbms.jp または  CBMS で検索 ）

からもお申込みいただけます。お申し込みから１週間以内に料金を下記の口座にお振込みください。 

   ①セミナー    料金： 受講料 8,000円/1 講座（税込） 

               ※お申し込みから 1週間以内にお振込みください。遅れる場合は事務局にご連絡ください。 

            申込・振込期限： 各開催日の１週間前 

   ②認定試験  受験料 12,500円（税込） 

               ※今年から Basic、Advanced を 1 本化した試験となります。 

               ※認定試験料の認定料と受験料は不可分とし、選択はできません。 

               ※お申し込みから 1週間以内にお振込みください。遅れる場合は事務局にご連絡ください。 

            申込・振込期限： １０月２８日（金） 

   ③CD メディカル単語編   1 冊につき 2,900 円（税込・送料込） 

   ④医療英語ハンドブック  冊子版 1,200円（税込・送料込）、電子版 1,000円（税込） 

【振込口座】 三菱東京 UFJ 銀行 八事（やごと）支店（２６６）  普通口座 ００７５７２８ 

         口座名 （財）グローバルヘルスケア財団 ｲｯﾊﾟﾝｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾍﾙｽｹｱｻﾞｲﾀﾞﾝ 

【申込・振込に関する注意事項】 

・いずれも振込手数料はご負担ください。お申込みから１週間以内にお振込みください。 

  ・ご入金確認もって正式にお申込みとさせていただきます。お振込み後の返金は対応致しかねます。 

  ・申込名義には受講者氏名をご入力下さい。振込手数料はご負担ください。 

・当財団にお送りいただいた個人情報は、個人情報保護法の趣旨にのっとり、適切に取り扱います。 

 

 【お問い合わせ先】   ＣＢＭＳ名古屋事務局 （一般財団法人グローバルヘルスケア財団） 

              〒464-0858  名古屋市千種区千種 2-24-2 千種タワーヒルズ１F 

              Tel ： 052-753-7932   Fax ： 052-745-6882   E-mail ： cbms@japsam.or.jp  

           URL ： http://cbms.jp    検索サイトで  CBMS  と検索してください。 

④ 【教材】 医療英語ハンドブック（冊子版・電子版） 

http://www.japsam.or.jp/japsam/CBMS_NEW/about_cbms.html


 

 

2016年 CBMS医療英語ラーニング・プログラム申込用紙 

下記にご記入のうえ、【送付先】FAX（ 052-745-6882 ）、E メール（ cbms@japsam.or.jp ）にお送りください。 

郵送も可。CBMSホームページからも申込いただけます（ http://cbms.jp ） 

一般財団法人グローバルヘルスケア財団御中 下記の通り申し込みます 

１．ご希望の日時・会場・コースをお選びください 

 

①医療英語セミナー 

 受講料 8,000円（税込） 

 （1講座) 

 東京会場か名古屋会場の 

 いずれかでご受講ください 

【東京会場】 Basic（入門） Advanced（上級） 

9月 18日（日） □ □ 

10月 16日（日） □ □ 

【名古屋会場】 Basic（入門） Advanced（上級） 

9月 4日（日） □ □ 

10月 2日（日） □ □ 

②国際医療英語認定試験 

 受験料 12,500円（税込） 

東京会場 名古屋会場 岐阜会場 新潟会場 

□ □ □ □ 

③CD メディカル単語編 を申し込む 1冊 2,900円（税・送料込） □ Basic □ Advanced 

④医療英語ハンドブックを申し込む（冊子版 1,200円（税・送料込）、 

 電子版 1,000円（税込、PDFデータをダウンロードする形式） 
□ 冊子版 □ 電子版 

２．あなたの情報をご記入ください 

 

職業   

勤務先名（部署名・役職）/学

校名・学部名 

  

  

フリガナ   性別 

氏名   □男性  □女性 

住所 
（〒     －       ） 

  

電話番号   

E-mailアドレス @ 

３．アンケートにもよろしければご回答ください 

 

このプログラムをどのように 

知りましたか 

（○をつけてください） 

・Yahoo!や Googleの検索    ・CBMSのホームページ 

・ポスター,パンフレット      ・職場や学校の勧め   

・知人からの紹介        ・以前もセミナーや試験に参加 

・その他（                                       ） 

医療英語の勉強の悩みや 

CBMSへのご要望があれば

お知らせください 

 

 

 

 

 



 

一般財団法人グローバルヘルスケア財団 


