
 
  

ご 案 内 

2019 年度 CBMS セミナー・認定試験 
～医療英語ラーニングプログラム～ 

知っておきたい医療英語！もっと知りたい医療英語！ 
 

一般財団法人 グローバルヘルスケア財団 

特定非営利活動法人 先 端 医 療推 進機 構 

 

後    援 

日本医師会 日本医学会 日本病院会 日本看護協会 東京都医師会 東京都看護協会 



日本の外国人居住者は 250万人を超え（2018年法務省調査）、外国人観光客については 3,000万人を突破しま
した。また、2020年の東京オリンピック、2025年の大阪万博開催を控え、医療を含め様々な分野で外国語コ
ミュニケーション能力が問われています。特に、医療に携わる医師、看護師、専門職、事務職などのスタッフや
医療系の学生にとって医療英語は必要不可欠なスキルになっています。通訳の方々も、医療分野で仕事をする機
会が増えています。医療英語のスキルアップを図っていただくために、2019年度 4月からの医療英語セミナー
および 2019年度認定試験をご案内いたします。 

①  医療英語セミナー 

現場で使える医療英語を学ぶセミナー。（※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講座ごとの受講も可能です。 
東京と大阪の2箇所にて実施いたします。 
各回前半はトピックに関連する記事のリスニング練習および記事の読解、語彙練習を行います。 
後半はディスカッションやスピーチ練習、CBMS模擬試験等より実践的な医療英語力を身につけます。 

・受講証明書： 受講証明書の発行も可能です。必要な場合は事務局にご連絡ください。 

・申込・入金締切： 申し込みは随時受付けておりますが、できるだけ 1 週間前までにご入金ください。 

≪東京会場≫   フクラシア品川高輪口（JR・京急品川駅高輪口より徒歩4分） （変更の場合あり） 

・日 程：9月14日（土）、9月28日（土）、10月12日（土）、10月26日（土）、11月9日（土） 

・講 師：・小山田幸永（Basic） 

         首都大学東京健康福祉学部、湘南医療大学、明海大学非常勤講師、専門は医療英語。 

・ジョナサン・ワイルダー（Practical） 

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。  

・時 間：10:00-12:15（Basic、前半60分、後半60分、途中休憩15分） 
     14:00-16:15（Practical、同上） 

・料 金： 1回 8,640円（税込）※Basic, Practicalそれぞれで1回と数えます 
 

≪大阪会場≫   コンファレンスプラザ大阪御堂筋 会議室（大阪メトロ本町駅から徒歩約3分） 
・日 程：Basic: 9月14日（土）、10月12日（土） 

Practical: 9月28日（土）、10月26日（土） 
試験対策プレセミナー: 11月9日（土） 

・講 師：・井上真紀 （Basic） 

名古屋市立大学講師、愛知教育大学講師、専門は英語教育学。 
医療英語教科書 Lifesaver, Because We Care, 『看護英語の練習帳』執筆者。 

・アレックス・バーク（Practical） 
揖斐川市英語講師。全国語学教育学会（JALT）。 
モナシュ大学大学院卒業。専門は医療経済学。 

    ・マーガレット山中（Basic * 9月14日のみ） 
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。 

・時 間：14:00-16:15（前半60分、後半60分、途中休憩15分） 

・料 金： 1回 7,560円（税込） 
  



② 【認定試験】第 9回 国際医療英語認定試験（CBMS）  

国際医療英語認定試験（CBMS）は医療現場に求められる英語コミュニケーション能力を認定する試験です。

問題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。獲得した得点を

認定し、認定証とスコアシートをお送りします。受験者はこのレポートを参考に、自分の医療英語力を客観的

に把握し、今後の学習に役立てることができます。認定証の有効期間は5年間です。 

CBMSは医療英語のスキルを表す指標となります。履歴書に記載していただき、就職面接や人事面談の際に、

医療英語のスキルや、それまでの努力を証明するものとして、就職やキャリアアップにご活用ください。 
・日 程： 11月16日（土）14:00〜16:00 (13:20受付開始) 
・会 場： 東京会場：フクラシア品川クリスタルスクエア 

（JR品川駅港南口から徒歩約8分） 
大阪会場：コンファレンスプラザ大阪御堂筋 会議室  

（大阪メトロ本町駅から徒歩約3分） 

・受験料： 12,500円（税込） 
・申込・入金締切：お申込み期限は11月7日(木)、入金期限は11月8日(金) 14:00となります。 

 

③  CBMS Basic試験 
医療系の学生や医療英語の基礎レベルの方々を対象にした試験です。CBMS 試験より問題数を絞ってあり、問

題も易しめになっているのが特徴です。※2019 年度より「ジュニア CBMS」から改称いたします。 
 
試験時間は 60 分。通常の CBMS 試験同様、リスニング及びリーディング問題によって認定します。 
・日 程： 11月16日（土）11:00〜12:00 (10:20受付開始) 
・会 場： CBMS試験に準ずる 

・受験料： 6,500円（税込） 
・申込・入金締切：お申込み期限は11月7日(木)、入金期限は11月8日(金) 14:00となります。 

 
 
④  ジュニア CBMS 

医療系各団体のための英語コミュニケーション認定試験です。大学・専門学校・病院・研究施設・企業などの

施設で受験していただきます。試験時間は60分。リスニング及びリーディング問題によって認定します。採

点・分析はCBMSプロジェクトで行います。 

ジュニア CBMS の活用例： 
・看護系・医療系の大学で外国語演習のクラスの成績評価として活用します。教員が学生の英語レベルを把握

することで、今後の学習方法を示すことができます。認定証は、各方面にご活用ください。 

団体申込を原則としますので、詳しくはお問い合わせください。 

認定証 得点票（スコアシート） 



 

 

2019年  CBMS 医療英語ラーニングプログラム申込用紙  
 申込用紙をご記入の上、FAX（ 052-745-6882 ）、Eメール（ cbms@fghc.or.jp ）または郵送（下記連絡先）

にてご送付ください。ホームページからもお申込みいただけます。お申し込み後に、該当する金額を下記の振込
口座にご入金ください。（※ご希望の日付・コース (Basic/Practical)または試験の種類を○で囲ってください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
【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 
 
※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。 
※申込・ご入金は原則 1 週間前まででお願いします。 
※振込手数料は申込者にてご負担下さい。申込名義には受講者氏名をご入力下さい。 
※ご入金確認を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いかなる場合も受け付けません。 

 お問い合わせ・お申し込み先   

一般財団法人グローバルヘルスケア財団 CBMS プロジェクト事務局 
〒464-0858  愛知県名古屋市千種区千種 2-22-8 名古屋医工連携インキュベータ410 
Tel： 090-7856-4676 / 052-753-7932   Fax：052-745-6882 E-mail：cbms@fghc.or.jp 
URL：https://cbms.jp 

 

① 医療英語セミナー 

東京:  1回 8,640 円 

大阪:  1回 7,560 円 

東京会場 大阪会場 

9月14日（土） 
(  Bas ic / Pract ica l  )  

9月14日（土） 
( Basic ) 

9月28日（土） 
(  Bas ic / Pract ica l  )  

9月28日（土） 
( Practical ) 

10月12日（土） 
(  Bas ic / Pract ica l  )  

10月12日（土） 
( Basic ) 

10月26日（土） 
(  Bas ic / Pract ica l  )  

10月26日（土） 
( Practical ) 

11月9日（土） 
(  Bas ic / Pract ica l  )  

11月9日（土） 
( Pre-exam ) 

②国際医療英語認定試験 

受験料 12,500円（Basicは6,500円） 

東京会場 (11/16) 

通常試験 ・ Basic試験 

大阪会場 (11/16) 

通常試験 ・ Basic試験 

職業  

勤務先名（部署名・役職名）/学校名  

Name (ローマ字)  

氏名（漢字）  

住所 
（〒 － ） 

電話番号  

Fax 番号（任意）  

E-mail アドレス  
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