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1.  Introduction

Most EFL programs at Japanese universities start with a 
language placement test, be it one developed by a company 
specializing in providing language testing services (such 
as the TOEIC® L&R or the TOEFL ITP®) or one developed 
by the educational institution itself. According to a 2016 
MEXT report, roughly three out of four (72.4%) Japanese 
universities decide class make-up based on the students’ 

English proficiency level.1

The English language program for first year students at 
the International University of Health and Welfare School 
of Medicine (henceforth, IUHW-SoM) has been using the 
TOEFL ITP® test to place students into four classes based 
on their Section 1 (listening) scores. While the average pre-
program English proficiency of our students has tended to 
be in the middle of the CEFR B1 range (see Table 1 below 
for mapping of TOEFL ITP® test scores on the CEFR scale), 
the top group has always included a significant number of 
returnee students (bringing the top class average level in 
the upper CEFR B2 – lower CEFR C1 range), whereas the 
bottom group often contains a number of students still at the 
beginner stage (making the bottom class average fall close 
to the lower cutoff score for CEFR B1). The other two groups 
are placed on the CEFR B1 – CEFR B2 continuum, with the 
second-to-top class near the CEFR B2 cutoff score and the 
second-to-bottom class somewhere in the middle of the 
CEFR B1 range.
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Background/Objectives. The IUHW School of Medicine has been using the TOEFL ITP® test as a placement 
test every year since it was established in 2017. As this became impossible in April 2020 due to the COVID-19 
pandemic, three alternative methods of assessing English language proficiency were deployed. The question 
we aim to answer here is whether online language proficiency tests can be reliably employed in such special 
circumstances to group students according to their proficiency level.
Methods. While studying remotely from home, first-year students (n = 120) took Paul Nation’s Vocabulary Size 
Test (VST), a mock TOEFL ITP test (online TOEFL), and the EF Standard English Test (EFSET). Once allowed 
back on campus, the students took the official TOEFL ITP® test twice, in September 2020 (the 1st TOEFL) 
and January 2021 (the 2nd TOEFL). A two-tailed Spearman correlation analysis was carried out to identify 
significant correlations between these tests.
Results. We found moderate correlations between VST and the 1st TOEFL listening scores (p = .490, p < 
.001), strong correlations between the online TOEFL and the 1st TOEFL listening scores (p = .765, p < .001), 
and moderate correlations between EFSET and the 2nd TOEFL listening scores (p = .566, p < .001).
Conclusion. The results indicate that online language proficiency tests may yield results that correlate well with 
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proficiency level and inform placement decision-making.
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This diversity in student proficiency levels, manifesting 
itself to varying degrees at every university, makes it 
imperative to have students allocated to groups in which the 
pace of instruction is appropriate for the greatest number of 
students, and in which pair- and group-work activities can 
be implemented without friction arising from a significant 
gap in communicative skills.

As the first English language placement test at IUHW-
SoM had been administered in-person pre-COVID, the switch 
to online learning in April 2020 (following the declaration 
of the first state of emergency in Japan) severely affected 
the teachers’ ability to accurately gauge their students’ 
English language proficiency and the means to place them 
according to their proficiency level. It can be reasonably 
assumed that our university was not alone in having to adapt 
to this new environment by finding alternative methods of 
administering the placement test. Indeed, a quick search 
of Japanese university websites reveals that in many cases 
freshmen were instructed to take a placement test online, 
either through the university’s e-learning portal (e.g, Nihon 
University 3) or by using a standardized online test (e.g., 
CASEC at Doshisha University 4).

As mentioned above, the use of English language 
placement tests is widespread at Japanese universities. A 
literature review by Inoue reveals that the proportion of 
universities employing this means of grouping students into 
different classes has been steadily growing since 2000.5

Most research on the topic of placement tests concerns 
itself with the validity of such tests since they can exert a 
significant impact on the students’ motivation and academic 
success. A study by Chun provides an analysis of an in-house 
placement test in an ESL context (at the English Language 
Institute at the University of Hawaii), revealing that language 
proficiency levels exert a much larger size effect on test 
performance compared with the L1 size effect, with some 
students coming from countries where English is an official 
language struggling as much as students from countries 
whose official languages are non-Indo European.6 Li’s 
doctoral thesis constitutes one of the most comprehensive 
works on the topic of placement tests since it follows 
students’ academic performance in subsequent courses and 
draws on interviews with both students and stakeholders.7 
There are also numerous articles looking at the validity of 
placement tests used in EFL contexts such as South Korea (for 
an in-house developed test)8 and Japan (for a commercial 
test developed for the Japanese market specifically).9 On the 

other hand, the existence of a body of research questioning 
the advisability of using established English proficiency 
tests for placement in academic programs must also be 
acknowledged.10

Given the lack of incentives to employ online test 
methods prior to the COVID-19 pandemic, there is a gap in 
research on how placement decisions can be made in the 
context of remote teaching and learning, a gap which this 
paper aims to address. In light of the fact that significant 
disruptions due to natural disasters or extreme weather 
events made more likely by global warming have a high 
probability of occurring, this paper aims to address the 
following research questions:

1. W h a t  p ro p o r t i o n  o f  s t u d e n t s  i s  l i ke ly  to  b e 
inaccurately placed if open-source, online English 
language proficiency tests are used?

2. Do open-source, online English language proficiency 
tests function as reliably as conventional, in-person 
language proficiency tests in placing students in 
different classes?

3. Which online language proficiency test components 
(vocabulary, reading, listening, etc.) offer the closest 
match to in-person test components?

Answering these research questions in relation to the 
TOEFL ITP® test will be of particular interest to those 
involved in English language programs at Japanese medical 
schools where this test is more commonly employed than in 
other faculties.11

2.  Methods

The typical cohort of IUHW-SoM freshmen consists 
of 120 Japanese students and 20 international students. 
In order to avoid the confounding factors inherent to the 
inclusion of international students, the analysis is limited 
to the Japanese freshmen students who were admitted to 
IUHW-SoM in April 2020 (n = 120). 

Following the school’s decision to switch to online 
classes in April 2020 and the lack of options to implement 
the regular TOEFL ITP® test for placement purposes, it was 
decided to use an open-source, online-delivered vocabulary 
test (Paul Nation’s Vocabulary Size Test;12 henceforth, “VST”) 
which had been pilot-tested by the lead author of this paper 
during the previous year. As the year progressed, a mock 
TOEFL ITP test (henceforth, “online TOEFL”) based on a 
commercially available textbook13 was also delivered in 
an online format making use of Zoom (to share the audio 
component) and GoogleForms. Lastly, in January 2021 
students were asked to complete a different open-source, 
online English proficiency test (EF Standard English Test, 
yielding a listening score and a reading score; henceforth, 
“EFSET”) as a part of the regular coursework assignment. 

Once students were allowed back on campus after the 
summer break, we were able to administer the official 

Table 1.  CEFR levels and TOEFL ITP® cutoff scores 2

CEFR 
Levels

Total Cut 
Score

Listening 
Comprehension

Structure and 
Written Expression

Reading 
Comprehension

C1 627 64 64 63

B2 543 54 53 56

B1 460 47 43 48

A2 337 38 32 31
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TOEFL ITP® test in-person twice, once in September 2020 
(the 1st TOEFL) and once in January 2021 (the 2nd TOEFL). 
The timeline for all five tests is presented in an easier-to-
grasp format in Figure 1 below (the white circles indicate 
online format, while the black circles indicate in-person, 
paper-based format).

Score data for all tests were collected and statistically 
analyzed using SPSS software to investigate frequency 
distribution and possible correlations (Spearman). After 
carrying out Shapiro-Wilk’s test of normality and confirming 
that the data violated the normality assumption, it was 
decided to use Spearman’s rank correlation coefficient 
instead of the more commonly used Pearson’s correlation 
coefficient.

Additionally, a custom tool was developed to analyze 
placement decisions using different tests; as this paper 
aims to establish the propriety of using open-source, online 
language proficiency tests (VST, online TOEFL and EFSET) 
as substitutes for the traditional, in-person language 
proficiency tests (the 1st TOEFL and the 2nd TOEFL), the 
comparison is made considering the latter as capable of 
accurately placing students according to their English 
proficiency level. 

Correlation analysis and assessment of placement 
accuracy were carried out by comparing tests implemented 
at close intervals of time, with the VST, online TOEFL and 
the 1st TOEFL corresponding to the best approximation of 
pre-program placement tests, while the EFSET and the 2nd 
TOEFL constitute nearly simultaneous post-program tests.

Test scores were used to rank students and divide them 
into four groups (Group 1=top, Group 4=bottom) following 
the format employed for class management at IUHW-SoM. 
A simple subtraction formula was used to assess whether 
students were accurately placed, with a difference of 0 
showing accurate placement, 1 or -1 showing an inaccurate 
placement by one level, 2 or -2 an inaccurate placement 
by two levels, and 3 or -3 by three levels; for example, if a 
student was placed in Group 2 using VST, and Group 3 using 
the 1st TOEFL, the difference of -1 would signify that this 
particular student was inaccurately placed by one level 
(OneUp). This algorithm for comparing placement accuracy 
has been independently developed by the lead author of this 
paper.

3.  Results

With regard to the first research question (what 
proportion of students is likely to be inaccurately placed 
if open-source, online English language proficiency tests 
are used?), our analysis revealed the following results (see 
Table 2 below) when comparing student placement in four 
classes using open-source, online test scores against student 
placement using in-person, paper-based test scores (in line 
with the standard procedure implemented at IUHW-SoM).

Figures 2, 3 and 4 below present a more detailed 
breakdown of the same data using the pie chart format.

The results of the Spearman correlation analysis revealed 
the following significant (p < .001) positive correlations. 
Our interpretation of correlation strength and the usage of 
qualifiers such as ‘weak’, ‘moderate’ or ‘strong’ correlations 
is based on Schober et al.14 To facilitate answering the second 
and third research questions, data is presented separately 
for each skill (vocabulary, listening, and reading). 

In terms of vocabulary skills, our analysis identified 
a moderate (p = 0.490) correlation between VST and the 
1st TOEFL listening scores, a weak (p = 0.282) correlation 
between VST and the 1st TOEFL grammar scores, and a weak 
(p = 0.365) correlation between VST and the 1st TOEFL 
reading scores.

In terms of listening skills, our analysis identified a 
strong (p = 0.765) correlation between online TOEFL 
listening and the 1st TOEFL listening scores, and a moderate 
(p = 0.566) correlation between EFSET listening and the 2nd 
TOEFL listening scores.

In terms of reading skills, our analysis identified a 
moderate (p = 0.679) correlation between online TOEFL 
reading and the 1st TOEFL reading scores, and a weak (p 
= 0.315) correlation between EFSET reading and the 2nd 
TOEFL reading scores.

Figure 1.  Timeline of English language proficiency tests in AY2020

Table 2. Student placement accuracy: Online tests versus In-
person tests

Accurate
Inaccurate 

by one 
level

Inaccurate 
by two 
levels

Inaccurate 
by three 
levels

VST (v. the 1st TOEFL listening) 49% 35% 14% 2%

Online TOEFL listening
　(v. the 1st TOEFL listening)

60% 31% 7% 2%

EFSET listening
　(v. the 2nd TOEFL listening)

43% 41% 11% 5%
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4.  Discussion

The results of the above analysis reveal that open-source, 
online language proficiency tests such as VST and EFSET can 
be reliably deployed when conventional in-person placement 
tests cannot be used due to disruptions caused by natural 
disasters or public health emergencies such as the COVID-19 
pandemic. 

If a school’s English language program can tolerate 
an error of misplacement of one level (up or down), our 
analysis would suggest that the VST can inform the decision 
to place 84% of the students (49% accurately plus 35% off 
by one level), the online TOEFL (listening component) can 
do so for 91% of the students (60% accurately plus 31% off 
by one level), while the EFSET (listening component) can do 
so for 84% of the students (43% accurately plus 41% off by 
one level). 

The above values seem to support the conclusion that 

the online test closest in format with the standard, in-person 
test would yield the closest match, although the other two 
options do not appear to be significantly inferior. Intuitively 
speaking, these results are not surprising if one assumes 
the best-case scenario for implementing these open-source, 
online language proficiency tests. In practice, however, 
having students take these tests on their own can introduce 
a wide variety of problems that would never occur when 
carrying out an in-person TOEFL ITP test. 

There were two types of issues we had to consider when 
looking at the online test scores of individual students: 
cheating behavior and technical difficulties.

Cheating behavior
The first and most obvious method of gaming the 

system for all three online tests would be for a student 
to have another person more proficient at English take 
the test instead. We attempted to pre-empt this by clearly 
communicating in advance that test scores would only be 
used for placement purposes.

For the VST specifically, students could use an electronic 
(or web) Japanese-English dictionary to select the best 
answer. While time-to-response is measured and recorded 
for each student taking the test, it is difficult to interpret a 
response time of 10 seconds and a program administrator 
would have to proceed on trust; nonetheless, the fact that 
students took, on average, 6.5 seconds to answer a question 
seems to indicate that few (if any) students abused our trust.

Regarding the grammar and reading sections of the 
online TOEFL, students could have used web sources 
to improve their chances of answering correctly. Our 
countermeasures consisted of having students keep their 
video feed on during the Zoom meeting and implementing a 
very strict time-keeping schedule that would minimize the 
value of searching the web for answer clues.

Regarding the EFSET (both listening and reading), the 
test questions and answers are identical and given in the 

Figure 2. Placement accuracy: VST versus the 1st TOEFL 
listening

Figure 3. Placement accuracy: Online TOEFL listening versus the 
1st TOEFL listening

Figure 4. Placement accuracy: EFSET listening versus the 2nd 
TOEFL listening
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same order no matter how many times a student takes the 
test. Fortunately, the amount of effort that would have to 
be spent by one person to take screenshots, write down 
the possible answers and figure out the correct answers 
based on the score feedback is significant enough (and the 
payoff low enough) as to render this unlikely. Nonetheless, 
educators need to bear this potential pitfall in mind when 
contemplating the use of the EFSET.

Technical difficulties
For all three online tests, a certain degree of IT literacy 

is required to complete the tasks successfully. Accidentally 
closing the browser before completing a test, using devices 
with unstable/weak internet connections, and failure to 
properly read and understand written instructions prior 
to taking a test are all aspects of online learning most 
educators will be aware of by now, but these are worth 
mentioning nevertheless in the context of placement tests 
when many students fresh out of high school are suddenly 
put in a situation of having to complete tasks autonomously. 
At IUHW-SoM, we attempted to deal with such issues by 
establishing dedicated troubleshooting support Zoom 
meetings.

Regarding the online TOEFL listening component 
specifically, the audio material was shared via Zoom in real-
time with the unsurprising result of having a few students 
complain of occasionally interrupted speech. We are not 
aware of any technical solution to this problem since 
copyright issues come into play if the original audio files are 
shared with students instead of streaming them live.

In spite of all of the potential problems mentioned 
above, our study reveals a reasonable degree of accuracy 
in placing students according to different proficiency levels 
and significant moderate to strong correlations between 
the online and in-person tests. This would indicate that the 
answer to the second research question (Do open-source, 
online English language proficiency tests function as reliably 
as conventional, in-person language proficiency tests in 
placing students in different classes?) is a qualified Yes. 

Regarding the third research question (Which online 
language proficiency test components (vocabulary, reading, 
listening, etc.) offer the closest match to in-person test 
components?), our analysis strongly supports the IUHW-
SoM policy of using listening skills as the main criterion for 
placement. Despite being designed to measure a learner’s 
vocabulary size, our analysis showed that VST scores 
correlate best with the listening component of the 1st TOEFL 
ITP and not (as could be expected) with the grammar or 
reading components. Additionally, the listening component 
of the online TOEFL yielded the strongest correlation 
with the listening component of the 1st TOEFL. The same 
phenomenon was observed for the listening components 
of the EFSET and the 2nd TOEFL, with the EFSET listening 
scores actually proving to be superior to EFSET reading 
scores in terms of correlation strength with the reading 

scores on the 2nd TOEFL (p = 0.485 versus p = 0.315). 

5.  Conclusions

Our analysis indicates that in situations when in-person 
testing is not possible for placement purposes, open-source, 
online language proficiency tests can be deployed with 
a reasonable degree of accuracy and with relatively few 
students being grossly misplaced (less than one in six for 
VST and EFSET and less than one in ten for online TOEFL). 

Although it is a challenging task to determine what an 
acceptable number of misplaced students is, it is worth 
remembering that the possibility of misplacing students has 
been on the minds of language program administrators long 
before alternative placement methods had to be developed 
and deployed on a short notice, as evidenced by the large 
number of studies focusing on the validity of traditional 
language proficiency tests. Our study is (to our knowledge) 
the first to provide a framework for evaluating placement 
decisions using real-world data to compare online test 
results with in-person test results. 

There are other methods that could be deployed for 
placement purposes (such as holding brief interviews or 
having students submit short compositions) and these 
methods may yield higher rates of accurately placed students 
when compared with online proficiency tests. On the other 
hand, such methods would involve a significant increase 
in the teachers’ workload and the time required to collect, 
organize and analyze data from hundreds of students. Our 
experience suggests that relatively little time and effort 
are required of faculty members to implement open-
source, online tests, especially when comparing these with 
alternative methods such as assessing students’ proficiency 
during interviews or based on their compositions. That 
being said, it is hoped that this paper can inspire other 
language program administrators who have employed 
different methods for placement purposes to carry out 
similar research and share their findings. 

Our experience of using online language proficiency 
tests at IUHW-SoM shows that, while certain issues such 
as cheating behavior and technical difficulties need to be 
carefully considered and appropriate countermeasures 
implemented, at least in the Japanese EFL context, students 
are not likely to abuse the system or to be significantly 
handicapped by technical issues as to render these online 
tests unreliable. This observation applies only to the use of 
online language proficiency tests for placement purposes; 
should such tests be used as part of formal assessment, the 
incentives to cheat and the impact of technical difficulties 
on a student’s grade would increase exponentially, thus 
rendering them impractical for assessment purposes.

An unexpected benefit  of  our analysis  was the 
development of an easy-to-use algorithm for comparing 
placement accuracy (as described in the Methods section) 
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when different tests are implemented at short intervals of 
time. As mentioned above, we hope that language program 
administrators can make use of this tool and publish their 
findings so that more generalizable conclusions can be 
drawn.

Additionally, the results of this analysis provide support 
to program policies which emphasize listening skills over 
other language skills, even though this is likely to change 
as more options for assessing speaking skills cheaply and 
reliably using AI automated scoring (such as the Versant for 
English Test) become more widely available. This finding 
is in line with an increase in an awareness of teaching real 
time communication skills in Japan.15 It follows that tests 
designed to measure listening and speaking skills are likely 
to be deployed more often when making decisions about 
which language proficiency group a student belongs to in 
such a way as to best ensure that students can optimally 
engage in the communicative tasks developed with a specific 
language proficiency group in mind.
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1．背景と目的

大学英語教育において授業を一般教養的な英語（English	

for	general	purposes：EGP）を志向したものとするか，

または学部の専門性を踏まえて特定の目的を持った英語

（English	for	speci�ic	purposes：ESP）を志向したものとす

るかは，その大学自体がどのような人材を育成しようとし

ているのかを示すディプロマポリシーと大きく関わる。医

療系大学では，各大学のホームページを見る限り昨今の英

語教育の主流が ESPを志向したものであることが拝察され

る。ほとんどの学生が学部時代の専攻に沿った進路へと進

むため，将来の業務に即効性のある教育を行おうとするの

は自然な流れであり，同時に，将来の優れた医療人育成には，

英語能力もその要件の一つと考えられていることが示され

ていると言える。しかしながら，その ESPを志向した授業

実践については，「何を」「どのように」「誰が」「いつ」教

えるのかの組み合わせによってさまざまなアプローチが存

在し，一口に医療系学部における「ESPを志向した英語教育」

といっても，その言葉が表す実態は多種多様である。医療

系の話題に特化した読物を中心に据えたリーディング授業

の他，多く見られるものの一つに，授業の一部を使って医

療系専門用語を扱う授業があり，アプリや Eラーニングを

併用して学生の自習を促す仕組みが併せて整えられている

場合もある。1─4	 	一方，将来の実際の医療場面を念頭に置き

「聞く・話す」に重点を置いたコミュニケーション授業や，

修得単位の一部に取り込んだ海外短期研修に絡めてそれを

行うという選択授業の実践報告もある。5,	6	 	さらには学会誌

から選んだ医学系と薬学系英語論文の比較をプロジェクト
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課題に仕立て授業外でグループ学習を行わせた実践報告も

ある。7

これらの授業実践は，当該論文の著者の所属を見ただけ

では英語教員による授業なのか，専門教員による授業なの

かを判別できないものが多いが，両教員のかかわり方とし

ては，1・2年次に英語教員による英語教育が与えられたの

ちに，3年次以降に専門教員による専門的内容を含めた英語

教育，さらに 5・6年次で卒業研究を進める上で英語を使用

する，というのが典型的な形態と考えられる。中には薬学

を専門とする英語母語話者の教員が英語教育に当たるとい

うケースや，8	 	英語教員と薬学専門教員が協働で教材を開発

し，学年の移行に伴う英語教員から専門科目教員への英語

教育の橋渡しが効果的に行われているケースもある。9		また，

英語教員と専門教員がチームとして学生のアカデミック・

ライティング，およびプレゼンテーション能力の育成に当

たる授業も報告されている。10	 	しかしこのようなケースはま

れな存在であり，実際に ESPを志向した英語教育を目指そ

うとすれば，英語教員には専門科目内容についての知識不

足からくる不安が，専門科目の教員には言語教育という観

点での不安が付きまとう。11,	12	 	加えて，英語力の点で上下差

が比較的大きな学生集団であった場合には，ESPを志向し

た英語教育というものがますます難しいと考えられるであ

ろう。

一方，医療現場における薬剤師の英語使用についての調

査研究では，薬剤師が必要とする英語と，薬学生が学部英

語教育で教授される英語とのギャップも指摘され，学部教

育の段階から，英語論文の読解や専門用語など，専門性に

焦点を当てた英語教育を望む声が報告されている。13,	14

北海道科学大学薬学部（以下，本学部）の英語教育に

ついて触れると，その前身である北海道薬科大学の頃より

（2018年 4月より現大学に統合），英語に強い薬剤師を育て

ようとするさまざまな取り組みがなされていた。古くは薬

学専門教員が選んだ英語圏の大学生向け理系教養科目の教

科書を用いて英語教員が授業を行う形態から，英語圏への

留学経験を持つ薬学専門教員による論文講読や医薬情報学，

そして近年の，低学年次にサイエンス系の読物を用いて英

語教員が基礎力固めとなる授業を実施した後に，高学年次

で薬学専門教員による専門の立場に立った英語授業に橋渡し

をするという形態まで，いくつかの変遷の歴史がある。15,	16		

しかしながらこれらは全て，英語教員はあくまでも英語教

員として ESPを志向した英語授業を与え，薬学専門教員は

専門の立場として英語授業を構成するもので，両教員間の

互いの立場の相互理解や緩い連携はあっても，互いの授業

内容にまで深く立ち入るような積極的な連携はなかった。

そこで本研究では，一つの試みとして「英語教員と薬学

専門教員の協働作業」によって ESP授業を設計・実践し，

薬学部の学生にとって有益となる授業の設計で何が重要と

なるのかを見極め，さらに英語が「好き」という肯定的認

知が学修にどれほどの影響を持つのかを検討する目的で，

受講学生に対してアンケート調査を行った。

2．方　　法

2.1　授業設計および実践の概要
2.1.1　本学部 6年間の英語授業について

現在，6年制薬学部として本学部英語教員が担当してい

るのは，以下の 10単位分の必修科目である。1年次前・後

期に 2単位ずつ，前期「英語Ⅰ」で高校英語までの文法総

復習を中心に行い，後期「英語Ⅱ」ではそれを基に科学系

の読物を教材に読解中心の授業を行う。続いて2年次では前・

後期に 2単位ずつ「医療英語Ⅰ・Ⅱ」で医療系の英文精読，

および医学用語の導入を行う。3年次では前・後期に 1単位

ずつ「医療英語Ⅲ・Ⅳ」で毎回 TOEIC	Part	5を中心とした

テスト演習を行うことによって，それまで培った英語力の

維持・向上を図り，その後の専門分野（直近では卒業研究）

での英語使用につなげていく体制をとっている。

上記のとおり，本学部の英語教育は読解力の養成に主眼

が置かれている。将来薬剤師として世界の最新の研究，医

薬品情報を正確に読み取る英語力を目指してのことである。

同時に，多数の専門科目を抱えて英語学習のために割く時

間が限られている薬学部生に対し，最少努力の最大効果的

な英語授業を考えると，最も頑強なスキル（「話す」「聞く」

と比較して「読む」力は一度身につけると長く残るという

こと）といわれている読解力の養成が中心に据えられるこ

とになったという経緯もある。このため，自主学習用のEラー

ニングや上記授業の一部を使って僅かながら「聞く」「話す」

活動を扱い，ネイティヴ講師による選択科目である「英語

コミュニケーション」において，プレゼンテーションおよ

びそのドラフト作成過程に「書く」活動を盛りこむことに

よって，「読解力」以外のスキル養成に努めている。

2.1.2　本研究の対象となった授業について

今回英語教員と薬学専門教員が協働で行った英語授業は

「薬学英語」で，3年次後期に配置される 8回の授業から成

る 1単位ものの必修科目で，2020年度においてはコロナ禍

の影響で全回とも Zoomによるライブ授業となった。本学

部での英語教員と薬学専門教員の本格的な協働による「薬

学英語」の授業は初の試みとなるため，2020年 9月の開講

に先立ち，年度初めから英語教員 3名と薬学専門科目教員

2名（薬学教育学専門 1名，生命科学専門 1名）の 5名で，
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数回にわたるミーティングをもち，入念な準備がなされた。

授業目標：授業の一般的目標を 1）薬学に関連した英文

を読解するための基本的知識と技能を修得すること，およ

び 2）医療現場で必要とされる実用的英語力を身につけるた

めの基本的知識と技能を修得することとし，到達目標とし

て以下の 6つを掲げた。：1）英文学術論文の基本的な構成

を説明できること，2）英文学術論文に頻用される薬学的な

専門用語の意味を理解できること，3）薬学的な基礎知識を

利用して，薬学および薬剤師業務に関連した英文を理解す

ること，4）薬学および薬剤師業務に関連した英文を読み，

理解した内容を説明できること，5）英語で書かれた医薬品

の情報や添付文書の医療現場への活用法を説明できること，

6）英語で書かれた医薬品の情報や添付文書の内容を理解し，

説明できること。

授業教材：中心となる教材には医薬学術論文の英文抄録

を用いることとし，専門的内容と英語教授内容の両観点か

ら 4本の論文（3本は英文抄録のみが英語で本論は日本語の

もの，1本はすべてが英語であるもの）を選定した。なお一

般的な科学論文の構成については初回授業で薬学専門教員

が説明した。

授業展開：授業は 2クラス展開とし，実際の授業には英

語教員 2名と薬学専門教員 2名が当たり，1本の論文につき，

まず薬学専門教員の授業を 1コマ，翌週に英語教員による

授業を 1コマを 4回繰り返した。薬学専門教員は，その場

で初めて英文抄録を学生に提示し，所定の作業時間内で和

訳し，その内容に関する簡単な問いに答えることを求めた。

その後，和訳の確認と問いの解答，および内容に絡めた専

門領域について教員が説明した。英語教員は，前の週に扱っ

た英文抄録について，文法や論文特有の単語の使用法や英語

表現についての解説や練習問題，気分転換となる関連の英語

クイズなどを行った。また，毎回の授業の最後にはその日の

授業で扱った内容や単語についての小テストを実施した。

2.2　対象者と調査方法
2020年後期開講の「薬学英語」を受講した薬学部 3年生

186名を対象に，最終回授業内でMoodle（オンライン上の

学習プラットフォーム）を用いたアンケート調査を行った。

最終的に，アンケート調査に参加した 171名から，研究の

ためのデータ使用に同意しなかった 10名を除いた 161名分

のデータを分析対象とした。

質問項目は「英語全般について：英語に対する【親和性（Q1,	

2）】・【必要性 Q3～ 6）】」，「『薬学英語』の授業について :【授

表 1．アンケート調査内容と各質問項目の略称

質問文 略称

＜英語全般について：「親和性」＞
Q1 英語は好きな教科である 好き
Q2 英語は得意な教科である 得意

＜英語全般について：「必要性」＞
Q3 一般的に言って，薬剤師には「英語を読む力」が必要だと思う 読む必要
Q4 一般的に言って，薬剤師には「英語を書く力」が必要だと思う 書く必要
Q5 一般的に言って，薬剤師には「英語を話す力」が必要だと思う 話す必要
Q6 一般的に言って，薬剤師には「英語を聞く力」が必要だと思う 聞く必要

＜本授業について：「授業評価」＞
Q7 「薬学英語」の授業は面白かった 面白い
Q8 「薬学英語」の授業の難易度は，自分とって…（1. とても難しかった 〜 3. ちょうどよかった 〜 5. とても易しかった） 難易
Q9 「薬学英語」で，薬学専門教員と英語教員の授業がうまくリンクしていると感じた 教員間リンク

＜本授業について：「自己評価」＞
Q10 「薬学英語」の目的に沿って，自分の将来の卒業研究や薬剤師業務に直結する内容であることを意識して授業に臨んだ 目的を意識
Q11 自分は与えられたワーク時間内，英文の読解に自力で（自動翻訳ツールを使わずに）取り組んだ 自力作業
Q12 授業中，自分は教員の解説を熱心に聞き，専門領域と英語を繋げるよう取り組んだ 専門と英語

＜本授業について：「達成実感」＞
Q13 「薬学英語」の授業を通して，論文の構成が理解できた 論文構成理解
Q14 「薬学英語」の授業を通して，アブストラクトの構成が理解できた 英文抄録構成理解
Q15 「薬学英語」の授業を通して，専門領域についての英単語を知ることができた 専門英単語
Q16 「薬学英語」で，専門領域の知識を得る or 深めることができた 専門知識
Q17 「薬学英語」で，科学論文独特の英語の使い方があることに気づいた 独特英語気づき

＜今後について：「利用価値」＞
Q18 薬剤師になる自分にとって，英語は将来必要だと感じている 将来必要
Q19 今後，自分が必要とする論文を，英語アブストラクトから探す機会があると思う 英文抄録利用
Q20 今後，自分が論文を探す際に，「薬学英語」の授業で得た知識を利用できると思う 授業利用
Q21 今後，自分にも英語アブストラクトを書く機会が来るかもしれないと思う 英文抄録書く

※回答は Q8 以外すべて 1. 全く当てはまらない　2. あまり当てはまらない　3. どちらでもない　4. やや当てはまる　 5. とても当てはまる　の 5 件法による
※ Q8 の回答は変則で 1. とても難しかった　2. 難しかった　3. ちょうどよかった　4. 易しかった　5. とても易しかった　の 5 件法による
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業評価（Q7～ 9）】・【自己評価（Q10～ 12）】・【達成実感（Q13

～ 17）】」，「今後について：【利用価値（Q18～ 21）】」と，

3つの大項目，6つの下位分野，計 21問で構成されており，

各問いについて「1.	全く当てはまらない」から「5.	とても

当てはまる」までの5件法による回答を求めた。またアンケー

トの最後には自由記述欄が設けられていた。アンケート調

査内容の詳細を表 1に示す。

2.3　解析方法
はじめにアンケートの各質問 21項目について「1.	全く当

てはまらない」，「2.	あまり当てはまらない」，「3.	どちらで

もない」，「4.	やや当てはまる」，「5.	とても当てはまる」の

5件法による回答を単純集計し全体像を把握した。次に各質

問項目間の相関分析をスピアマンの順位相関を用いて行い，

特に学生の【達成実感】や今後の【利用価値】に強く関係

する項目が何であるかを確認した。最後に「英語が好きか

そうでないか」が各質問への回答にどれほどの違いを生ん

でいるのかを見るために，「英語が好き」と「それ以外」の

2群分けによる層別分析を行った。2群分けの際には，積極

的に「好き」を示す，5と 4の回答をもって「『好き』群」

とし，3，2，1の回答をもって「『好き』に当てはまらない群」

（以下「non-『好き』群」と呼ぶ）とした。なお，相関分析

にはスピアマンの順位相関，層別の分析には正規性の有無

を確認後，マン・ホイットニーの U検定を用いた。すべて

の統計解析には SPSS（ver.	23,	IBM）を使用した。

2.4　倫理的配慮
アンケート調査に際し，学生にはアンケートへの協力は

自由であること，本調査が成績には何ら影響しないこと，

研究としてデータを利用することを拒否しても不利益を被

ることは一切ないこと，個人が特定されることは一切ない

こと，回答後には，自己のデータを研究に使用することを

拒否する権利も常に与えられていることを伝え，また回答

すべき質問項目も被験者の時間的負担を考えて 21問に抑

え，回答時間を 10分以内に終わるように設定した。本研究

は，北海道科学大学薬学部倫理審査委員会の承認（承認番号：

20-06-011）を得ている。

3．結果と考察

3.1　アンケート調査結果（単純集計）
図 1にアンケート調査結果（単純集計）を示す。以下，

結果の記述については，「5.	とても当てはまる」と「4.	やや

当てはまる」をもって回答した分を肯定的回答として扱った。

図 1で，「好き」（Q1）や「得意」（Q2）に対する肯定的

回答以外の回答の割合（それぞれ 66.5%と 77.6%）を鑑

みれば，本研究の対象となった学生集団が英語について苦

手意識の強い集団であることが分かる。しかしながら薬剤

師として英語が必要（Q3～ 6）との認識は高く，特に「読

む」「話す」「聞く」の 3技能で高くなっている（全てでほ

ぼ 70%）ことは，昨今のグローバル化からくる薬剤師の外

図 1．アンケート調査結果（単純集計）（N = 161）
（  ）の中の数字は，5 件法スコア平均値を示す。
Q8 のみ「5 とても易しかった　4 易しかった　3 ちょうど良かった　2 難しかった　1 とても難しかった」の 5 件法による。
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国人対応の機会の増加が想像にやすいこと，ならびに本学

部の英語教育の中心が，薬剤師にとっての「読み」の重要

性を反映したものであることから来ていると考えられる。

多くの必修専門科目の間にあって，本学部の英語教育は卒

後の必要性を視野に「最少努力の最大効果」を狙い，英語

で書かれた医薬品情報や最新の研究を正確に読めることを

第一に目指した，英語読解を中心とした授業を展開してい

る。また，選択科目として開講されている英語コミュニケー

ションの授業も「薬剤師の英会話」を念頭に置いたものと

なっているため，それらの授業目標が学生にも広く浸透し

ていることの表れと考える。そのような学生集団であるの

で本授業を積極的に面白いと思う（Q7）割合は 34.8%にと

どまることは教員として納得がいく一方で，薬学専門教員

と英語教員の授業がうまくリンクしている（Q9）と肯定的

回答が 50%強を示していたことは，両分野の効果的な統合

を目指した著者らの授業設計が，学生に一定の評価を持っ

て受け止められたことの表れと考え，成功した点といえる。

授業の難易度（Q8）については「ちょうど良い」の回答が

56.5%を占め，おおむね適当であったということが可能で

ある反面，「難しかった」という回答が 36.0%あった事実

を踏まえ，教材選択および授業展開の仕方で学生に応じた

難易度調整を行う必要があると考える。

本授業ではその場で初めて教材を与え学生に作業させる

形態をとっていたが，自力で課題を行った（Q11）との回答

がほぼ 50%を占めていたことは，特筆に値すると考える。

先に述べたとおり今回の授業はコロナ禍の中で Zoomを通

して行われ，手を抜こうと思えば自動翻訳の利用や友人同

士の連携が可能な環境であった。それでも自力で課題を行っ

ていたことは，この授業の目的を意識していた（Q10：肯定

的回答 37.3%）というよりは，それ以降の【達成実感】に

関わる質問項目（Q13～ 17）や本授業の【利用価値】に関

わる質問項目（Q18～ 21）への回答と関連があると考える。

つまり，授業目的を強く意識するというよりも，授業の流

れに誘導される中で専門領域と英語がつながるような取り

組みを行い（Q12：同，47.8%），英語論文や抄録の構成を

理解し（Q13,	14：それぞれ同，54.7%,	48.5%），専門知識

（Q16）や，特に専門英単語（Q15）を学び（それぞれ同，

46.6%,	70.8%），ひいてはこれまで触れてきた英語とは異な

る科学論文独特の英語表現や単語使いなどに気づきながら

（Q17：同，50.9%），実際に自分で作業したことが土台となっ

て新しい知識が広がる好ましい循環がある程度実現された

のではないかということである。さらには，目的をよく意

識していなかったとしても，本授業を通してこの知識は将

来使えそうだ（Q20：同，52.2%），今後英文抄録を利用で

きそうだ（Q19：同，49.1%）と学生に実感させ，ひいては

将来の英語の必要性（Q18：同，63.4%）を認識させるとい

う，今後の【利用価値】に直結する授業展開であったとい

うことである。教員側は授業目的を意識させることに努め

てはいたが，学生側は目的を意識する，しないにかかわら

ず実際の授業中の作業や教授内容そのものから，英語論文

や抄録の構成の理解が達成されていたのではないだろうか。

ただしここで，「論文構成理解」に比べ「抄録構成理解」に

ついて肯定的回答の割合が低かったことは，使用言語の違

いによるものなのか，抄録という短い文章を構造的に捉え

ることの難しさによるものなのか，あるいは教員側の教え

方の問題であったのか，次年度に向けた改善点として押さ

えておく必要があると考える。逆に，専門領域における英

単語の増強がなされたことの実感が特に大きいことは，1年

次から読解授業を通して専門用語に触れていること，2年次

後期で扱われる「医療用語」（Eラーニングの自主学習も含

め）の下地があったことで，その種の新しい知識に対して

感受性が高かったことや，授業で行った復習小テストによ

る結果であると推察される。「将来自分が英語で抄録を書く」

（Q21）についての肯定的回答が少なかったが（28.6%），こ

れはそもそも英語で何かを「書く」という経験が少なく，「書

く」技能の必要性が他の 3技能と比較して消極的な回答だっ

たことと連動していると思われる。

結果的に，英語に苦手意識を持つ集団に対して授業取り

組みの【自己評価】，【達成実感】，今後の【利用価値】とも

に多く肯定的な回答を得たことから，本授業の目的がおお

むね達成され，授業設計ならびに実践が学生にとって良好

なものであったと考える。

3.2　アンケートの各質問項目間の相関分析
表 2にアンケートの各質問項目間で相関分析を行った結果

を示す。一般的に強い相関を示しているとされる r =	0.7	17を

超えるものに濃い網掛を，中程度の相関を示すとされる r 

=	0.4～ 0.7未満のうち r =	0.5以上のもの（つまり説明率
25%を超える関係）には薄い網掛を施してある。

結果は，「4.	書く必要」と「8.	難易」，「9.	教員間リンク」

と「11.	自力作業」，「11.	自力作業」と「21.	英文抄録書く」

のそれぞれの項目間を除くすべての項目間で，有意な正の

相関関係が示された（p <	0.01および p <	0.05）。
ESP教育の設計において何が重要であるかを見極めよう

とする本研究の目的に照らして，ここでは主に，学習者が

授業をよく理解し授業を通して学びがあったことを示す【達

成実感】と深くかかわっている項目を中心に結果と考察を

述べる。

【達成実感】内にある全ての項目相互の間で r =	.547-.786
の相関が示されているが，これはアンケート作成の経緯か
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らすると当然のことであり，教員側が本授業を通して教授

しようとしていた内容が相互に関連しており，その関連付

けの中で学生も全般的によく理解したことの現れと捉える

ことができ，前節で触れたアンケート結果が示す高い平均

値とも一致する。

【達成実感】内の全ての項目と，それ以外の分野内の項目

との相関を見ると，「7.	面白い」，「10.	目的を意識」，「19.	英

文抄録利用」，「20.	授業利用」との間にそれぞれ r =	.506-

.584，	r =	.506-.605，r =	.463-.548，r =	.515-.611の中程度
以上の相関がみられる。このことから，学生の【達成実感】

を高めるための教員側の働きとして，授業を「面白い」と

思わせることと，授業の「目的を意識」させること，本授

業の内容の中心となっている英文抄録を実際に自分でも利

用してみようと思わせること，授業を通して得られる知識

の将来的な「利用価値」の認識を高めさせることが鍵とな

ると言えるであろう。逆に，【達成実感】が満たされること

によって授業を面白いと感じ，授業の目的がより明確に意

識され，英文抄録や本授業で得た知識の将来への利用価値

の認識が高まるという逆方向の作用も含まれているであろ

うことを考慮すると，授業設計において学生に「できた」

「わかった」と思わせることのできる教材や授業難易度の設

定が重要であると考える。面白いから理解が進むのか，理

解が進むから面白いのか，どちらにせよ学生にとっては新

規の知識である英語論文や抄録の構成についてよく理解さ

せ，さらにその知識の利用価値や将来自分も英文抄録を利

用できそうだと思わせることなど，教員側の入念な授業設

計と授業実践の工夫が重要である。加えて，授業を「面白い」

と感じることと【達成実感】との間に相関関係があるので

あれば，「面白い」と相関のある項目を刺激することによっ

て間接的に【達成実感】を高めることが可能と考えられる

かもしれない。その観点で「面白い」と r =	0.5以上の相関
のあるものを見ていくと，「9.	教員間リンク」や「10.	目的

を意識」，あるいは「12.	専門（領域）と英語」のつなぎを

意識することとの間にも同等な相関関係があることが分か

り，再度教員側の授業設計の周到さが求められることが示

された。

もう一つ着目したい点として，【利用価値】の項目の中の，

「18.	将来（に）必要」であると思うこと，および「19.	英文

抄録（を）利用」してみようと思うことが，薬剤師の英語

の【必要性】内の項目との間にそれぞれ r =	.614-.713，r =	
.421-.575の相関を示したことについてであるが，これは入

学以来，英語授業を通して薬剤師の英語の必要性について

聞かされていたこと，本授業の中心であった英文抄録の読

解からその利用価値を感じたことによるものと考える。英

語の必要性に関して早いうちからの意識づけ，ならびにそ

の実際を体験させることが大切であると考える。

その他，「9.	教員間リンク」が，「7.	面白い」，「16.	専門領

域の知識」，および「17.	（科学論文）独特の英語への気付き」

との間にそれぞれ r =	0.5程度の相関があったことは，教員
側にとって興味深い結果である。というのも，先にも述べ

たとおり，ここまで英語教員と薬学専門教員が強い連携を

もって授業設計と実践に臨んだのは本学部初の試みであり，

それが学生にもある一定以上の評価をもって受け止められ

た結果となっているからである。おそらく学生は，これま

で経験していない，英語教員と薬学専門教員が協働で授業

を行うということに目新しさを感じ，どのような授業にな

るのか少なからず好奇心をもって臨んだのではないだろう

か。そこへ，同一の英文抄録を教材として，初めに薬学専

門教員が内容に踏み込んだ授業を行い，その後英語教員が

科学論文読解の観点で英語授業を行えば，互いの分野の学

びが相対化され，知識の定着を促進する可能性があると言

えるのではないか。

最後に英語が「好き」であることについてであるが，「好

き」との間に r =	0.5以上の相関を示したのは「2.	得意」と「7.	
面白い」の 2項目のみであった。「面白い」と感じることと

の相関を鑑みれば，「好き」であることは動機付けなどの面

で間接的に学修上のメリットになると考えることは可能で

ある。しかし，先に述べたとおり，「好き」よりも直接的に【達

成実感】と高い相関を示す項目が他に複数あることは，「好

き」でなくとも学修の成功へ導くことが可能であることが

示唆されたと考える。

以上をまとめると，早くから学生へ薬剤師の英語の必要

性を訴えかけること，授業理解から得られる達成実感や，

今後に有益だと思う経験を多く誘発するような授業設計，

実践が重要であることが示唆された。

3.3 英語が「『好き』群」と「『好き』に当てはまらない群」
での比較

分析対象とした 161名のうち，「『好き』群」は 54名，「『好

き』に当てはまらない群」（以下『non-好き』群）は 107

名であった。各質問項目について 2群で比較した結果を表 3

に示す。結果は全ての質問項目において「好き」群が「non-

好き」群を上回る評価をもって，両群が互いに独立した集

団であることを示した（p <	0.05）。
2群が全ての質問項目において互いに独立した集団で，

なおかつ「好き」群が「non-好き」群を上回る評価であっ

たことで，「好き」であることが学びを進めるうえで絶対的

優位な要因であるとの印象を受ける。しかし，表 3に示さ

れた平均値，中央値，最頻値を 2群間の比較で眺めていくと，

「好き」群ほど高くないにしても，「non-好き」群でも薬剤
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師の英語に関して「書く」以外の 3技能の必要性において 3.5

を超える平均値を示し，中央値，最頻値が「好き」群と同

等であることが分かる。また，薬剤師になる自分の将来に

英語が必要との平均値も 3.4を示し，中央値，最頻値が「好き」

群と同等であることが分かる。さらに英語論文，抄録の理

解などの【達成実感】，および今後の「英文抄録利用」と「授

業利用」の【利用価値】についても「non-好き」群は「好き」

群ほどでないにしても 3.0以上の平均値を示している。授業

を積極的に「面白い」と感じさせることが難しくとも，早

いうちから薬剤師の英語の必要性について訴えかけ，本授

業のような，学生がそれまで経験したことがないであろう，

科学論文の構成理解を方便とした語学教育と薬学専門教育

の融合による ESPを志向した授業で「分かる」体験を与え

ることによって，英語に苦手意識を感じている学生に対し

ても有益な学びとなる授業の提供が可能であると考える。

4．結　　論

ESPを志向した授業として，英語教員と薬学専門教員の

協働作業による「薬学英語」の授業を設計し，授業実践を

表 3．マン・ホイットニーの U検定による「好き」群と「non-好き」群の比較 

アンケート項目 群／回答 1 2 3 4 5 平均値 中央値 最頻値 有意確率

2. 得意 好き 5.60% 7.40% 29.60% 57.40% 0.00% 3.4 4 4 <.0001
non- 好き 39.30% 31.80% 24.30% 4.70% 0.00% 1.9 2 1

3. 読む必要 好き 0.00% 3.70% 3.70% 57.40% 35.20% 4.2 4 4 <.0001
non- 好き 4.70% 7.50% 24.30% 54.20% 9.30% 3.6 4 4

4. 書く必要 好き 0.00% 14.80% 22.20% 48.10% 14.80% 3.6 4 4 <.0001
non- 好き 9.30% 29.00% 33.60% 27.10% 0.90% 2.8 3 3

5. 話す必要 好き 0.00% 3.70% 5.60% 55.60% 35.20% 4.2 4 4 <.0001
non- 好き 5.60% 10.30% 23.40% 49.50% 11.20% 3.5 4 4

6. 聞く必要 好き 0.00% 3.70% 3.70% 57.40% 35.20% 4.2 4 4 <.0001
non- 好き 5.60% 7.50% 27.10% 48.60% 11.20% 3.5 4 4

7. 面白い 好き 1.90% 7.40% 27.80% 53.70% 9.30% 3.6 4 4 <.0001
non- 好き 20.60% 17.80% 41.10% 20.60% 0.00% 2.6 3 3

8. 難易 好き 1.90% 16.70% 70.40% 11.10% 0.00% 2.9 3 3 0.004
non- 好き 14.00% 30.80% 49.50% 3.70% 1.90% 2.5 3 3

9. 教員間リンク 好き 0.00% 11.10% 24.10% 55.60% 9.30% 3.6 4 4 0.015
non- 好き 5.60% 14.00% 36.40% 37.40% 6.50% 3.3 3 4

10. 目的を意識 好き 3.70% 7.40% 29.60% 55.60% 3.70% 3.5 4 4 <.0001
non- 好き 11.20% 25.20% 37.40% 24.30% 1.90% 2.8 3 3

11. 自力作業 好き 1.90% 16.70% 11.10% 51.90% 18.50% 3.7 4 4 0.005
non- 好き 5.60% 27.10% 28.00% 23.40% 15.90% 3.2 3 3

12. 専門と英語 好き 0.00% 14.80% 11.10% 64.80% 9.30% 3.7 4 4 <.0001
non- 好き 5.60% 18.70% 41.10% 34.60% 0.00% 3 3 3

13. 論文構成理解 好き 0.00% 1.90% 16.70% 63.00% 18.50% 4 4 4 <.0001
non- 好き 7.50% 21.50% 29.90% 40.20% 0.90% 3.1 3 4

14. 英文抄録構成理解 好き 1.90% 5.60% 22.20% 57.40% 13.00% 3.7 4 4 <.0001
non- 好き 7.50% 22.40% 32.70% 36.40% 0.90% 3 3 4

15. 専門英単語 好き 0.00% 0.00% 5.60% 72.20% 22.20% 4.2 4 4 <.0001
non- 好き 7.50% 9.30% 24.30% 57.00% 1.90% 3.4 4 4

16. 専門知識 好き 0.00% 11.10% 22.20% 55.60% 11.10% 3.7 4 4 <.0001
non- 好き 8.40% 17.80% 37.40% 35.50% 0.90% 3 3 3

17. 独特英語気づき 好き 0.00% 5.60% 14.80% 66.70% 13.00% 3.9 4 4 <.0001
non- 好き 9.30% 16.80% 37.40% 32.70% 3.70% 3 3 3

18. 将来必要 好き 1.90% 7.40% 7.40% 51.90% 31.50% 4 4 4 <.0001
non- 好き 7.50% 12.10% 27.10% 43.00% 10.30% 3.4 4 4

19. 英文抄録利用 好き 0.00% 3.70% 27.80% 51.90% 16.70% 3.8 4 4 <.0001
non- 好き 6.50% 15.00% 39.30% 31.80% 7.50% 3.2 3 3

20. 授業利用 好き 0.00% 1.90% 20.40% 59.30% 18.50% 3.9 4 4 <.0001
non- 好き 7.50% 16.80% 36.40% 37.40% 1.90% 3.1 3 4

21. 英文抄録書く 好き 1.90% 16.70% 38.90% 33.30% 9.30% 3.3 3 3 0.001
non- 好き 13.10% 26.20% 39.30% 19.60% 1.90% 2.7 3 3

04_OA：Kato_CS4.indd   16 22/02/15   11:33



17Vol. 21 No. 1  February 2022    Journal of Medical English Education

薬学部における英語教員と薬学専門科目教員の協働授業による ESP教育の試み：学生はどう評価したか
Student perceptions of an English for Specific Purposes course designed through collaboration between English teachers and pharmacy teachers

行った。受講生を対象としたアンケート調査から，本授業

を通して英語学術論文および英文抄録の構成理解，専門英

単語の増強，科学論文独特の英語使用の気づき，薬学専門

知識の増強がおおむね達成されたことが明らかとなった。

同時にそれら達成実感に，「授業を面白いと感じること」，「授

業の目的を意識させること」，および「今後に役立つ授業だ

と思わせること」が強く影響することが示唆され，教員側

の授業準備，実践の工夫が重要であることが明らかとなっ

た。さらに，英語教員と薬学専門教員の強い連携体制をもっ

て学生に分野の異なる教員による授業がうまくリンクして

いると感じさせることが，おそらく学生の知的好奇心を刺

激することにつながり学修を支えていることも示唆された。

一方，英語が「好き」であることは確かに学びを進めるう

えでメリットとなるが，「好き」とは言えなくとも，「薬剤

師の英語の必要性」および「薬剤師になる『自分の』将来

における英語の必要性」を認知していることが学修を支え

得ることが示唆された。以上のことから，薬剤師としての

資質を高めることに直結可能なこの種の ESP授業は，実践

するだけの価値があると考える。

なお本研究では，学生の本授業に対する意識を問うにと

どまり実際の学習効果（成績），および学習前の学力との関

連付けはできていない。また 5件法による「3.	どちらでも

ない」の扱いによっては層別比較の結果が異なっていた可

能性も残る。今後の課題である。

利益相反
発表内容に関連し，開示すべき利益相反はない。
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1.  Introduction

Medical English is a significant area of English for specific 
purposes (ESP). In ESP, the concept of genre was defined 
by Swales in his seminal work.1 Genre-based instruction 
focuses on rhetorical functions of texts, which have lexical 
items that function to realize the textual purposes and the 

conventions. For novices such as first-year undergraduate 
students, familiarity with such items is crucial for developing 
their academic writing skills. However, such lexical items 
can also have general meanings in non-specialized texts 
and have been described as the most challenging part of 
academic English.2 Identifying these language items that 
play important roles in a discipline and understanding how 
they function in that context are essential.3 When learners 
become familiar with corpus tools that allow them to 
analyze samples of real-world texts, they can develop an 
awareness of genre-specific features of language use.4 Many 
scholars have attempted to apply a combination of genre 
and corpus approaches in classrooms, referred to as “data-
driven learning” (DDL),5 for teaching English for academic 
purposes.6 In such settings, DDL is conducted by students 
who do their language learning inductively by interacting 
with corpora with the help of an instructor.7

In learning English, the benefits of using learners’ first 
language (L1) have been underscored.8 In particular, the use 
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of parallel corpora, defined as “corpora of source texts and 
their translations,”9 has been recommended for classrooms 
in which students share similar difficulties related to their 
L1.10 Fortunately, the New England Journal of Medicine (NEJM) 
has a Japanese site,11 which provides Japanese translations 
of the abstracts of many original articles featured in the 
journal. Using the research article abstracts (RAAs) and their 
Japanese translations, we have started a project of building 
parallel corpora and developing a system for supporting 
medical English education.12

Our parallel corpora have allowed us to identify 
polysemic features of English expressions, including 
modal verbs such as may and punctuation marks such as 
semicolons when scrutinizing the English texts by referring 
to the Japanese translation.13 This led us to the hypothesis 
that if we could provide such parallel corpora in a form 
that is easily accessible for students to use, the learners 
would be more likely to understand how language is used 
in RAAs. This paper reports on our classes in which the 
Medical English Education SUpport System (MEESUS), 
which comprises parallel corpora, was introduced to 
our undergraduate first-year medical student classes in 
Japan. To our knowledge, MEESUS is the only existing 
concordancer of English medical RAAs with the official 
Japanese translations on a bilingual display. We used a DDL 
approach and examined whether the system would help the 
learners become aware of academic words and phrases. This 
article presents the classroom activities using MEESUS and 
comments from the students regarding their impressions of 
the language used in the abstracts.

2.  Methods

2.1  Objectives and research questions
The purpose of this study was to determine whether 

MEESUS, which is still under development, would be 
helpful for use in English classes for medical students. We 
hypothesized that MEESUS would help students become 
aware of vocabulary meanings specific to the research 
context. Our study seeks to address the following research 
questions (RQs):

1.  What language items (words, phrases, or punctuation 
marks) do the first-year students examine with 
MEESUS?

2. Do the students report contextual meanings of 
language items?

3. Does MEESUS expose students to unfamiliar, specialized 
meanings of language items in the context of medical 
RAAs?

We also surveyed 1) MEESUS search result screen 
functions the students found helpful and 2) devices they 
used to access MEESUS. The survey was administered with a 
learning management system (LMS).

MEESUS was introduced to first-year students in an 

academic English course in the spring semester. To help the 
newly admitted undergraduates increase their sensitivity 
to academic information literacy, using research-based 
materials such as science news in classrooms was considered 
essential. Therefore, our class activities used science news 
podcasts and their transcripts from Scientific American’s 
60-Second Science issued around 2016. At that time, most 
of the podcasts were around 60 seconds, as identified in 
our earlier project; the podcast texts were found to have 
rhetorical movement patterns conformable to the genre-
specific convention.14 We thought that using multiple science 
news to teach the discourse structure of science news and 
to provide a step-by-step explanation that the podcasts 
communicate the purpose, methods, results, and discussion 
of research by using the transcripts would prepare students 
to use MEESUS. The outline of our academic English course 
is shown in section 2.5.

2.2  Parallel corpora
Our parallel corpora consist of the titles and abstracts of 

1,481 articles published in over seven years (2010, 2015–
2020) in English and Japanese (Table 1). The texts from 
2011 through 2014 have not been “cleaned,” attributable to 
project staffing resources.

The texts, downloaded from the official websites, were 
formatted in Microsoft Excel. One cell on a spreadsheet 
contained one English sentence with the corresponding 
Japanese translation in the adjacent cell. The headings Title, 
Background, Methods, Results, and Conclusions were included 
in an additional column. Phrases and sentences describing 
funding and/or clinical trial registration information were 
isolated from the Conclusions and placed in independent cells.

2.3  The system
Our system has a keyword-in-context concordancing 

function with a bilingual display. Concordance lines 
show many instances of how a word or a phrase is used 
and, therefore, offer insight into lexico-grammatical and 
phraseological features rather than rhetorical patterns.6 
To negotiate this issue, the MEESUS prototype capitalizes 
on the structured presentation of the NEJM abstracts and 
their Japanese translations with the headings Background, 
Methods, Results, and Conclusions. At the top of the MEESUS 
screen, a search window for entering a search term is 
included. The search term can be in English or Japanese. 
An input of a search term produces concordance lines with 
section information; the search result screen has functions 
such as a link to an entire abstract text and a bilingual 

Table 1.  Quantitative profiles of our parallel corpora texts

Title Abstract
Aligned 

sentence
Token in 
English

Character in 
Japanese

Total 1,481 1,481 19,864 470,596 1,389,381
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display (Figure 1). The search result screen presents the 
frequency of language items to the left and right of the node 
word (Figure 2).

On the far left of the search result screen, links to the 
entire abstract text containing the returned sentences are 
shown. Clicking on each concordance line in one language 
shows the corresponding line in the other language, allowing 
a bilingual display (Figure 3). 

The detailed search function of the MEESUS prototype 
also contains the following additional functions: 1) Section 
selection, which allows users to specify the abstract section 
in which they wish to search; 2) AND/OR search, which 
enables searches for more than one search term across 
concordance sentences; 3) Selection of specifications for 
case sensitivity, conjugation form, and singular/plural 
distinction; 4) Selection of specifications for the number of 
language items to the left and right of the search term, or the 
node word, on each concordance line; 5) A sort function that 
affords to sort by the word before or after the node word, 
and; 6) Selection of specifications for indicating preferred 

language (English or Japanese) and adding a search text box.

2.4  Classroom population
To test the usefulness of MEESUS among undergraduate 

medical students, we sought to apply it in English classes 
held at a university in the Kansai area of Japan. A total of 
113 first-year students were divided into four groups of 28 
or 29 learners each and participated in 90-minute academic 
English classes, one of the four required components of 
the International Language and Culture 1 (English) course 
provided at the university. These weekly classes were 
designed to develop students’ academic English skills to join 
required medical English classes in the second year.

The students were given an explanation of the experiment 
before the target classes. Consequently, 75 students provided 
written consent to participate in the study.

2.5  Course outline and analytical procedure
Table 2 shows the course outline up until the classes for 

exposure to MEESUS. 

Figure 1.  An example of the MEESUS basic search concordance screen with medical as a search term

Figure 2. An example of the MEESUS search result screen showing the frequency of language items to the left and right of the 
node word disease: A part of the figure presented at the 96th Annual Meeting of the Chubu Branch of LET on May 22, 
2021 12
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The week 1 class gave the students explanations about 
the entire English program and instructions on how to use 
the class LMS and the science news websites.

The week 2 class was called a sample lesson class. The 
concept of ESP was explained. The students listened to a 
podcast and read its transcript. With the use of handouts 
(Figure 4), the students took note of the transcript’s textual 
patterns to learn how the research methods and findings are 
communicated.

At weeks 3 to 6, online Zoom classes featured activities 
using four science news podcasts and their transcripts, as 
shown in Table 2. The activities included summarizing 
the studies communicated in the podcasts and analyzing 
moves,1 or rhetorical units with communicative functions, by 
focusing on the purpose and target audience (Figure 5). An 
example handout for the students to do the move analysis 
of the transcript (Figure 5, Left) and its web-based version 
for a Zoom class (Figure 5, Right) were available. To help 
the learners become more familiar with the discourse, they 

were asked to record science news recitations as take-home 
assignments.

In the week 7 in-person class, the students used a 
science news podcast and its transcript to identify what 
research was being reported in the news. For move analysis, 
they were asked to identify expressions that conveyed the 
methods and results of the study. For example, the following 
sentence, stating what the researcher and his colleagues did, 
was labeled as methods: “Kwong and his team evaluated that 
risk by studying the histories of 20,000 older adults with 
confirmed cases of influenza” (emphasis added).15

The class introduced MEESUS to the students for use in 
a take-home assignment. They were asked to use MEESUS to 
explore the language used in RAAs. An example assignment 
worksheet examining the word study was provided for 
reference to the students (Figure 6). No other specific 
instructions were given about the types of language items 
they should choose for examination. The students examined 
language items they chose using the concordancing tool 

Figure 3.  An example of the MEESUS screen displaying the linked entire abstract text

Table 2. Course outline for the academic English course from the first class through the classes using 
MEESUS: In-person or online Zoom classes due to COVID-19 pandemic

Session (Style) In-class course structure

Week 1 (In-person) Orientation of the course
A take-home assignment: recording a one-minute self-introduction

Week 2 (In-person) Introduction to ESP
A sample lesson activity using a science news podcast entitled “Your cat thinks you’re cool”

Week 3 (Online) Activities using “Umbrellas plus sunscreen best bet to beat burns”

Week 4 (Online) Activities using “Breast-feeding benefi ts babies with genetic asthma risk”

Week 5 (Online) Activities using “Online sociality linked to lower death risk”

Week 6 (Online) Activities using “Ebola virus grew more infectious in the latest epidemic”

Week 7 (In-person) Activities using “Catching fl u also boosts heart risk”
A take-home assignment with MEESUS

Week 8 (In-person) Review of science news used at weeks 3 through 6
Writing a summary of the research conveyed in “Breast-feeding benefi ts babies with genetic asthma risk”
Peer-worksheet-viewing activity as a take-home assignment
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equipped with a bilingual display. They were asked to report 
their findings using a worksheet and upload it to the LMS.

Subsequently, individual students’ worksheets were 
downloaded, anonymized, and grouped to make class 
worksheets. The class worksheets were uploaded to the LMS 
for a peer-worksheet-viewing activity in the subsequent 
classes.

We had the peer-worksheet-viewing activity as a take-
home assignment for week 8. The students read the class 
worksheets and wrote their comments on the class LMS.

For analyses, several types of information were extracted 

from the class worksheets. The language items the students 
chose to search for corresponded to our first RQ: What 
language items (words, phrases, or punctuation marks) do 
the first-year students examine with MEESUS? The features 
of the language items they reported in their worksheets 
related to our second RQ: Do the students report contextual 
meanings of language items? From the students’ comments 
in the peer-worksheet-viewing activity at week 8, the 
instances of the word family of the verb odoroku [to be 
surprised] were extracted and quantitated with AntConc 
(Version 3.5.9).16 The information linked to our third RQ: 
Does MEESUS expose students to unfamiliar, specialized 
meanings of language items in the context of medical RAAs? 

The students’ comments in the peer-worksheet-viewing 
activity and the survey results were downloaded and 
imported into Microsoft Excel spreadsheets. The data were 
analyzed with Microsoft Excel and AntConc.

3.  Results

3.1  Participants
Data for the 75 first-year students, 48 men and 27 

women, who gave consent to participate in this study, were 
included in the analysis. The number of male and female 
students across the four class groups was 14 and 5, 10 and 9, 
8 and 7, and 16 and 6, respectively. The data for all students 
were analyzed cumulatively because the number of students 
in each class group was small.

3.2  Analyses
Many of the students chose to examine a single word, 

mainly nouns or verbs, which they were already familiar 
with (Table 3). No students chose multi-word phrases, such 
as n-grams, for investigation. Of 86 instances of language 
items reported in the individual students’ worksheets, the 
top three language items were case, subject, and find, all of 

Figure 5. An example class handout for science news move analysis (Left) and a screenshot of its web-based version on the class 
LMS (Right)

Figure 4. An example class handout: Visualizing the research 
with verbal descriptions and diagrams
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which have multiple meanings. These include meanings in 
English for general purposes and those specific to medical 
research contexts.2 The term respiratory was examined 
presumably because the students had learned it in a 
previous class in which a science news podcast related to 
respiratory functions was used as material.17

One instance each of the following language items was 
found in the students’ worksheets: academic, active, adjust, 
campaign, cancer, clinical, contract, COVID-19, diabetes, 
doctor, drive, evaluate, explore, finding, fire, foundation, free, 
freedom, given, growth, have, help, hospital, lean, live, mean, 
measurement, medical, medicine, nature, otherwise, physical, 
point, power, practice, present, product, safe, sound, source, 
study, system, test, treat, tumor, vaccine, work, and youth. A 
student who examined fire, source, and lean reported on the 
worksheet as follows, with Japanese words in the students’ 
comments being transliterated into roman letters by using 
the Hebon-shiki romaji system:

“I found that fire does not mean hi [fire] but shōbō 
[firefighting]; source is not minamoto [origin], but kansen 
gen [the source of infection]; and lean is not katamuku 
[to lean] but shibō no nai [fat-free]. All of these were 

translated [in the Japanese-language abstracts] as words 
related to medicine.”
The student’s worksheet showed sentences from 

concordance lines, including the phrase Fire Department of 
New York City (FDNY) rescue workers,18 and the translated 
sentences including the expression nyūyōku shi shōbō kyoku 
(Fire Department of New York City: FDNY). This seems to be 
a typical example of “fire + noun” collocations such as fire 
drills and fire crews shown in a collocations dictionary.19

One student reported on the use of semicolons and 
commented:

“As we can see from the two example sentences, some 
of the semicolons seem to be used to represent a big 
break, while others seem to be used to introduce specific 
examples.” 
The following sentence is one of the examples the 

student gave (emphasis added):
The three primary outcome measures were...on the 
Clinician-Administered PTSD Scale (CAPS) item B2 
(“recurrent distressing dreams”; scores range from 0 
to 8, with higher scores indicating more frequent and 
more distressing dreams); the change in score...on the 

Figure 6. An example of the assignment with MEESUS, provided to the students as a guide

Table 3. Language items with multiple instances of reports in the students’ 
worksheets

Rank Freq % Language item Rank Freq % Language item

1 7 8.1 subject 5 2 2.3 history

2 4 4.7 case 5 2 2.3 investigate

2 4 4.7 fi nd 5 2 2.3 life

4 3 3.5 treat 5 2 2.3 play

5 2 2.3 body 5 2 2.3 research

5 2 2.3 control 5 2 2.3 respiratory

5 2 2.3 develop 5 2 2.3 take
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Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI; scores range 
from 0 to 21, with higher scores indicating worse sleep 
quality); and . . . .20

On 79 of the 86 instances of the language items reported 
in the students’ worksheets, the learners mentioned 
meanings specific to research contexts. The students showed 
the Japanese translations on 73 of the 86 instances of the 
language items they observed.

A student examined case and noted its meaning in 
the context of medical articles while also considering the 
structure of the abstracts: 

“The word case means baai [instance or event], shōrei 
[case], and rei [case]. This item [case] is used in the 
background, methods, results, and conclusions. It is often 
used to mean shōrei. There are both a single word case 
and two words case patients meaning kanja [patient].”
One participant examined take and commented:
“There are idioms [involving take, for example, take into 
account] that we learn when preparing for university 
entrance exams. However, most of the occurrences are 
collocations of take and [some sort of] medication; they 
are translated as tōyo [to administer] or fukuyō [to take 
medication].” 
This comment was classified as both instances of 

meaning that the students had already known (referred 
to as “known meaning”) and “meaning specific to RAAs.” 
The students mentioned “known meaning” in 3 of the 86 
instances.

Twenty-four instances of language items about which the 
students reported on the worksheets featured the section-
specific comments. One student examined develop and 
reported: 

“The word develop is used in the background to mean 
shōjiru [to occur], and in the results and conclusions to 
mean hasshō suru or hattatsu suru [to develop]. It is also 
used in the methods section in the sense of kentō suru [to 
determine].”
Analysis of the students’ comments in the peer-

worksheet-viewing activity revealed that members of the 
word family of the Japanese verb odoroku [to be surprised] 
appeared in 20 comments. For example, one student stated:

“I had learned in high school that sound has various 
meanings, but I was surprised to find that it can also 
mean tekisetsu na [good]” (emphasis added).
As many as four participants made comments on mean. 

One student reported:
“I was surprised to find that items that I had never 
thought of as medical words before, such as mean for 
heikin [average], are used in medical papers” (emphasis 
added).
Three students commented on case. One of the students 

described:
“It was interesting because I had no idea that case could 
mean shōrei [case] or kanja [patient]. I was also surprised 

to learn that it can be used as a verb meaning shirabe 
ageru [to investigate] or used as an adjective” (emphasis 
added).
One student each commented on subject and find:
“I was surprised to learn that subject has the meaning 
of hikensha [subject]. I will keep this in mind as I will be 
using it a lot in the future” (emphasis added).
“I was especially surprised to learn that find has the 
meaning of mitomerareru [to be found]” (emphasis 
added).
Our survey results showed that 62 of the 75 students 

responded to indicate that a bilingual display was the 
most useful function, followed by a display of frequency 
of language items to the left and right of the node word (7 
students) and a link to an entire abstract text (6 students). 
Some students raised more than one function. 

According to the survey, among devices used by the 
students to access MEESUS, iPhones ranked first (38 
students), followed by Windows PCs (33), iPads (19), 
Android smartphones (10), and Mac computers (6). Some 
students used multiple devices.

4.  Discussion

We hypothesized that MEESUS would help first-year 
medical students become aware of academic conventions of 
language use. The learners should have been familiar with 
general English, as they had passed university entrance 
exams. However, we were not sure whether they had any 
familiarity with research contexts or academic language 
use before entering university. Our analyses revealed the 
following:

1.  The most frequently examined language items 
included terms with multiple meanings such as 
subject, case, and find (Table 3).

2.  Many students mentioned that the terms they 
searched on MEESUS had different meanings in RAAs 
compared to meanings in general English. Most of the 
reports revealed that the students used the function 
of showing the Japanese translation of the terms.

3. The learners encountered some words in a research 
context for the first time and seemed surprised to 
learn their meanings in this context.

From these findings, the following can be stated in 
response to our three research questions: 

RQ1. What language items (words, phrases, or punctuation 
marks) do the first-year students examine with MEESUS?

The students studied language items with multiple 
meanings: the learners were familiar with the definitions 
in general English but unfamiliar with the definitions in 
the research context. Most of them chose to study single 
words rather than multi-word expressions. This finding 
may be partly because they were not accustomed to reading 
RAAs and were unfamiliar with research-related n-grams. 
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Some students studied words specific to medicine. It can be 
considered natural for medical students to be interested in 
terms of this field. One student examined COVID, which is 
likely because the classes were held during the COVID-19 
pandemic. Another student studied the use of semicolons. 
The student’s comment suggests that the participant 
explored the corpora and examined the discourse 
conventions in detail: 

“I had learned that it [a semicolon] was a symbol to 
indicate a big break, but it seemed to me that there was 
more to it than that” (emphasis added).
RQ2. Do the students report contextual meanings of 

language items?
In over 90% (79 of 86) of the language item instances in 

the class worksheets, the learners described the meanings of 
language items in research contexts. In 85% (73 of 86) of the 
instances, the students referred to the Japanese translations 
of the terms. Our survey results revealed that a bilingual 
display was the most useful function of the MEESUS search 
result screen for 62 of the 75 participants. These findings 
suggest that a system that offers Japanese translations allows 
students to study the contextual use of language items.

RQ3.  Does MEESUS expose students to unfamiliar, 
specialized meanings of language items in the context of 
medical RAAs?

The comments  in  the  peer-worksheet-viewing 
activity included 20 instances of the odoroku word family 
(representing the verb “to be surprised”). The students 
seemed to be surprised to learn the meanings of case, 
explore, find, link, present, and subject in research contexts 
and the use of play to represent play a role. One student 
itemized their “newly learned” information as follows: 

“1) the term case patient means kanja [patient], 
 2) case can mean shuchō [claim] and shōko [evidence], 
 3) meanings of growth include shinchō no nobi [growth 
in height] and hidai [swell].”
Some of the students’ writings include language items 

such as fire for Fire Department, which might need further 
explanations of the context and relationship. However, the 
availability of accurate translations in Japanese may have 
contributed to the students’ surprise when they learned the 
meanings of language items used in the abstracts.

In addition, we found that students used smartphones 
more often than personal computers to access MEESUS. 
This finding is slightly different from an earlier study, 
which has stated, “there seems to be a slight preference 
for using laptops in the classroom over smartphones and 
tablets.”21 Although more thorough research is required for 
generalization, the findings from our classrooms suggest 
that first-year students in 2021 are more familiar with 
smartphones than those reported in the previous literature.

This study had some limitations. The parallel corpora 
only contained data for seven years of publications; this 
was because it was necessary to “clean” the data before it 

could be included in the parallel corpora. There may also be 
room for improvement with system convenience. However, 
in our classroom, our students were encouraged to explore 
the corpora for “heightening their awareness of discourse 
conventions.”6 

The students’ learning was significant because they could 
explore abstract texts in the parallel corpora and learn the 
contextualized meanings. The students’ comments indicated 
that the Japanese translations available in the corpora 
allowed them to learn the meanings of certain language 
items in research contexts.

5.  Conclusion

Our prototype of a concordancer, equipped with 
the paral lel  corpora of  RAAs in  English and their 
official translations in Japanese, afforded a wide range 
of opportunities to explore English language items in 
research contexts for the first-year medical students. The 
undergraduates learned the academic use of language 
items from the real-world texts published in a leading 
journal. Although the project has some limitations, the use 
of MEESUS can assist students who have just been admitted 
to university to understand why they need to learn English 
in academic settings even though they have finished their 
university entrance exams. The evidence of language use 
presented with MEESUS should be a powerful tool to make 
undergraduates aware that they are novice apprentices 
entering an academic discourse community.
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1．はじめに

1.1　学術誌価格の現状
学術誌の購読価格は高い。その平均価格は過去 30年で

10倍になった（図 1）。年あたりの価格上昇率に換算すると

年間 7.85%にもなる。高すぎる価格のために購読をあきら

める大学図書館が増えた。価格のために公開論文にアクセ

スできない状況は，壁に例えてペイウォールと呼ばれる。

高価な商業誌に対抗する切り札のように語られるのが，

オープンアクセス（Open	Access）誌である。オープンアク

セスあるいは OAとは，インターネット上で誰でも無料で閲

覧できることを意味する。つまり完全 OAの学術誌には，定

価や購読料がない。その出版コストや利潤は，論文著者が

APC（article	processing	charge）とよばれる掲載料を払っ

て賄う。完全 OAと呼ばれる学術誌はインターネットが普

及した 2000年前後に登場した，いわば研究者のフリーペー

パーである。今では国内で発表される論文のうちおよそ 3

割が OA形式で掲載される。

しかし 3割も OA化したにもかかわらず図書館による購

読料総額は下がっていない。その理由は論文単位で OA化さ

れても購読料を必要とする学術誌（ハイブリッド誌）があ

るからだ。さらに，完全 OA誌の多くは伝統的な商業出版

社によって刊行されている。表 1に新興の 4大 OA商業出

版社と，現在の運営母体を示す。Multidisciplinary	Digital	

Publishing	Institute（MDPI）社以外は古参の学術出版社が

経営権を握っている。これらOA出版社の平均的な掲載料は，

創業初期こそ 1,000ドル未満だったが，今は 2,000ドル以

上になった。その価格上昇率は購読型の学術誌すら上回る。

大手の学術出版がこうして OA出版社を傘下に収める理由

は，純粋に科学の公共性や発展を望むからではないだろう。

Original article

学術雑誌の発祥からオープンアクセス誌まで
From the first academic journals to open access publication

有田  正規
国立遺伝学研究所　生命情報・DDBJセンター

Masanori Arita
National Institute of Genetics

Abstract

The relationship between scholars, libraries, and academic journals was once called the linkage of knowledge; 
they helped each other to disseminate academic knowledge through publication. As the internet became 
popular, the relationship changed drastically. Through the open access movement, the publishing system has 
been fully commercialized; the number of published articles has increased and the publishing cost we pay 
has become the highest. Some researchers criticize the neo-liberal attitude of commercial sectors, but such 
opinions are often one-sided. The crucial linkage of knowledge, scholars, and libraries has also contributed, 
often unknowingly, to the current catastrophic situation. This paper summarizes the history of academic 
journals, from their origin to the ongoing open access movements, by examining the effects of cultural regimes, 
international politics, and scholarly rankings including the impact factor. The paper also refers to the role and 
function of a database from the data sharing perspective. Databases can, technically, serve as a permanent 
online resource of academic knowledge, but the social status of online content seems lower than that of printed 
materials. This will and should change as the size and variety of data we handle increases.

 J Med Eng Educ (2022) 21 (1): 27-40

Keywords 		scholarly	communication,	academic	journal,	STM	publishing,	database

Corresponding author: 

有田　正規
国立遺伝学研究所　生命情報・DDBJセンター
〒 411-8540		静岡県三島市谷田 1111		国立遺伝学研究所
TEL:	055-981-9449　FAX:	055-981-9447
E-mail:	arita@nig.ac.jp

本稿は第 24回医学英語教育学会学術集会（2021年 7月 17・18日，
オンライン開催）における口頭発表を一部改変したものである。

06_OA：Arita_CS4.indd   27 22/02/15   11:34



Journal of Medical English Education    Vol. 21 No. 1  February 202228

Original article

たやすく儲かるからである。

大手学術出版社の利益率はおおむね 3割から 4割弱を維

持している。出版不況といわれる時代において，この値は

極めて高い。国内に目を向ければ，出版業界の利益率は軒

並み 1割以下である。好調といわれるアップル社やグーグ

ル社の利益率ですら 3割には届かない（ただしフェイスブッ

ク社の利益率は 4割を超える）。

商業出版社である以上，利益率を追求することは当たり

前である。しかし一般とは異なる産業構造を作り上げてい

る点は問題である。学術出版の場合，需給に基づく価格決

定機構が働かない。どの学術誌も他誌で代替できないため，

その価格がどんなに高くても大学図書館は購読せざるを得

ないのである。売れるのだから購読料を下げる理由がない。

そして高い購読料を支払う原資は税金である。学術出版市

場の総額は少なくとも数兆円はあり，科学のあり方として

問題視されるのは当然だろう。

1.2　学術誌はなぜ高いのか
価格問題の根本は，研究者が無頓着に学術誌の購読や論

文掲載を望むところにある。研究者が先行研究を調査する

には，さまざまな学術誌にアクセスする必要が生じる。そ

のため，大学図書館はできるだけ幅広い学術誌を購読する

必要に迫られる。そのうえ，研究者は科学というよりもキャ

リア形成や名声のために論文を書きたがる。執筆競争が激

化すれば論文数も増える。その結果，学術誌のページ数や

タイトルが増え，価格が上昇するのである。

現在，日本の大学図書館は年間およそ 3百億円を学術誌

の購読に充てている。国立の総合大学になると年間数億円

を支払っているはずだ。近年はその額に上乗せして OA学術

誌へ掲載料を支払っている。個々の研究者が支払う掲載料

総額の把握は難しい。しかし大学図書館コンソーシアム連

合の論文公表実態調査報告（2018年度）によれば，全国で

少なくとも 30億円には達するらしい。つまり，図書館の購

読費用に追加して 30億円もの研究費が学術出版社に吸い上

げられている。

今後はさらに多額の論文掲載料が研究費から流出するだ

ろう。なぜなら Natureや Cellといった有名誌が 2021年
より論文単位の OAオプションを導入したからだ。それぞ

れ 11,390米ドルと 9,900米ドルを払えば，その論文だけ

は OA扱いになる。OA論文の方が引用される機会は増すた

め，研究予算に余裕のある人は OAオプションを選ぶだろう。

表 1．新興 4大OA商業出版社の現在の運営母体

出版社名 創業年 今の運営母体と取得年

BioMed Central （BMC） 2000 Springer Nature （2008）
Frontiers Media 2007 Nature Research （2013）
MDPI 1996 MDPI
Hindawi 1997 John Wiley & Sons （2021）

図 1．学術誌購読料の推移。エクセル図は大学図書館コンソーシアム連合のウェブサイトよりダウンロード
できる。黒い四角による線が平均値で，最も高額なのが化学と物理学分野。
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しかし学術誌としては従来と変わらぬ購読料が必要で，図書

館が払う費用は変わらない。出版社側は掲載料分が丸儲けで

ある（ダブル・ディッピングと呼ばれる。ただし，Nature

姉妹誌は将来の完全 OA化も約束している。7章参照）。

今後は学術誌の知名度に応じて掲載料を決定・上昇させ

る傾向が強まるだろう。表 2にネイチャー出版グループが

提供する OA出版料を示す。これらの価格はこれまで上昇の

一途であり，今後も下がることはない。

なぜ商業 OA出版が大きく躍進し，多額の研究費が学術

出版社に流れるようになったのか。その経緯を理解するに

は学術誌の歴史を知る必要がある。本稿における内容の詳

細や引用文献については拙著「学術出版の来た道」（岩波科

学ライブラリー）を参照していただきたい。1	 	ここではその

概要を紹介するとともに，本には盛り込めなかった話題も

追加してある。以降は講演の流れに従い，以下のトピック

を述べたい。2章に哲学紀要およびジュルナルという初期の

学術誌，3章にエルゼビアおよびシュプリンガー社のはじま

り，4章に学術誌ランキング，5章にデータベースと学術誌

の関係，6章にプロス（Public	Library	of	Science）によるオー

プンアクセス，7章にプラン Sによる改革，そして結語である。

2．哲学紀要とジュルナル

2.1　世界で最初の学術誌
最も古い学術誌としてよく紹介されるのが，ドイツ人の

オルデンブルク（Henry	Oldenburg：英語読みでオルデン

バーグ）による哲学紀要（The Philosophical Transactions 

of the Royal Society of London）である。創刊は 1665年
3月で，350年以上経過した現在も英国の王立協会が刊行

を続けている。しかし哲学紀要ばかりを最古とは言えない

だろう。その 2か月前，フランス王国でサロ（Denis	de	

Sallo）によりジュルナル・デ・サヴァン（Le Journal des 

Sçavans：以降ジュルナル）が創刊されている。オルデンブ
ルクとサロは互いに連絡をとっており，両誌ともに当時の

科学速報として幅広く読まれていた。この2誌が出るまでは，

科学情報の流通は書簡であった。オルデンブルクやサロは，

書簡という秘密通信を学術誌という公開制度に変えた立役者

である（図 2）。

2.2　オルデンブルクやサロの理想と時代背景
オルデンブルクもサロも，学術誌の刊行に際して高邁な

理想を掲げていた。刊行に際してオルデンブルクは初号で

以下のように書いている。

（この学術誌の）目的は，科学の進展と人類の福利，

および，世界に向けて，この雑誌を通し，協会のメンバー

だけなく，この国そして他国の識者の努力の成果を知

らしめることにある

図 2．左はパスカルの手紙。1662年に没した哲学者パスカルに著書はあっても論文はない。当時，学者の通信手
段は書簡であった。書籍になる前の論文を印刷して流通させることで，論文単位の引用が可能になった。

表 2．ネイチャー出版グループOA出版料

誌名
2021 年掲載料

（米ドル）

Nature 姉妹誌 （Nature 以外に 30 誌以上ある） 11,390
Nature Communications 5,560
Communications 姉妹誌 3,290 （Biology, Chemistry, Physics がある）
Scientific Reports 1,990
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ジュルナル刊行によせるサロの緒言は以下になる。

この学術誌の目的は文芸共和国の中に起こっている

ことを知らしめることである。その内容は…（中略）

最後に，ヨーロッパにおいて知識人が興味を持つ内容

であればこの学術誌で扱わない事項はないように努力

する

ヨーロッパ諸国では 17世紀初めに新聞という媒体が生

まれた。ただし，新聞は当たり前のように検閲されてい

た。つまり権力者による広報誌としての性格をもってい

た。1631年にフランスで創刊された週刊新聞ガゼット（Le 

Gazette）にはルイ 13世やその宰相リシュリューが多く寄
稿している。それを読んで育ったサロたちが，知識人の共

同体である文芸共和国（République	des	Lettres：lettres

とは文芸に限らず学術とでも訳すのが適切に思うが和訳で

は文芸共和国が標準的）の様子を世界に知らしめたいと考

えたのは自然の成行きだったろう。高等法院の判事だった

サロは，自分が読んだ書物の要約を写字生にまとめさせて

いた。それを広く公開したら役立つと考えて企画したのが

ジュルナルである。

当時のフランスは，ドイツからアルザス地方を獲得し（30

年戦争後のウエストファリア条約），スペインからはフラン

ドル地方などを獲得し（ピレネー条約），ヨーロッパ随一の

国力と軍事力を誇っていた。それを背景に，ルイ 14世はフ

ランス語を中心にした絢爛たる文化を作り上げた。ヴェル

サイユ宮殿は 1661年から数十年を費やして建設されたし，

オペラ座や数々のアカデミーも作られた。しかし宗教とい

う観点では，ユグノー（プロテスタント）が台頭し，ロー

マ教会とフランス国教会も微妙なバランスにあった。ルイ

14世がフォンテーヌブロー勅令を発してユグノーを国外に

追放するのはジュルナル創刊から 20年後（1685年）であ

る。宗教バランスの舵取りが難しかった時代，神学まで扱っ

たジュルナルの編集には細心の注意を要しただろう。

案の定，フランス国教会寄りの書評を掲載したジュルナ

ルはローマ教会の怒りを買ってしまう。ローマとの関係を

重視した国の意向で，サロは編集長を降りざるを得なくなっ

た。しかし財務大臣のコルベールはジュルナルの重要性を

認識していた。編集者をガロア（Jean	Galloys）にすげ替えて，

刊行を続けさせたのである。市民階級出身のコルベールは国

内産業の発展に尽くした人物で，この計らいがなければジュ

ルナルは創刊後わずか 3か月で消えてしまうところだった。

発行年はジュルナルと足並みを揃えておきつつ，こうし

た政治的諸問題を上手にくぐり抜けたのが哲学紀要である。

発行人のオルデンブルクはブレーメン（ドイツ）出身の元

外交官で，諸国の状況を熟知していた。もちろんサロのジュ

ルナルを知っていたし，その創刊号にも「オックスフォー

ドからの手紙の抜粋」という題名で寄稿している。彼は王

立協会の創立会員の一人で，当初から第二秘書という重役

だった。そうはいっても当時の王立協会とは，科学好きの

アマチュアの集まりだったらしい。

哲学紀要は，物議を醸しそうな神学や政治，法律の話題

を載せなかった。イングランド王国にも検閲はあったが，

フランス王国に比較すれば緩かったのではないか。そのた

め，少数の王立協会員が事前に閲読して内容に問題がない

ことを担保すれば刊行できる仕組みになっていた。

そうとはいえ，オルデンブルクは創刊後に数々の困難に

見舞われた。妻を亡くし，ロンドンの大火に遭い，ロンド

ン塔に投獄までされている。しかし，投獄されていた期間

を除けば，1677年に没する直前までの 13年間，ほぼ月

間で哲学紀要を執筆・刊行した。お騒がせな記事を掲載し

たジュルナルは次々と編集人が変わったが，哲学紀要は単

独編集人のまま長らく続いた。おそらくこれが最初の学術

誌といわれる理由なのだろう。読者層という観点ではジュ

ルナルの方が地域や幅が広かったようだ。ジュルナルはブ

リュッセル，ケルン，アムステルダムでも発行され，ラテ

ン語版まであった。

両誌とも知識人からの寄稿をそのまま掲載したわけでは

ない。今のような査読の仕組みもなかった。オルデンブル

クは自分が哲学紀要の著者（author）と書いているし，サ

ロたちはエドヴィルという架空の人物がジュルナルの著者

という形式をとっている。文章はすべて伝聞口調だが，寄

稿者の名前や日付もある。

今であればオルデンブルクやサロは学術誌のエディター

（editor）と呼ぶべきと思う人がいるかもしれない。しかし

当時，エディターという単語は生まれていなかった。出版

物を用意する意味のエディターという単語が出てくるのは

1700年以降であり，その言葉を世界に広めたのは 1845年

に米国で創刊された一般誌 Scientific Americanだという。2

3．エルゼビアとシュプリンガー

3.1　学術誌とインプリント
学術出版は伝統を重んじる業界である。企業買収や統合

を経たあとでも旧出版社名を名乗る場合が少なくない。こ

うした出版社のペンネームをインプリントと呼ぶ。その代

表例がエルゼビアである。同社は 1993年に英国の情報企

業リード社と合併してリード・エルゼビアとなり，さら

に 2015年からは情報サービス企業レレックス・グループ

（RELX）の 100%子会社となった。しかし学術誌や書籍に
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印刷される出版社名としては，依然としてエルゼビアのま

ま変わらない。

シュプリンガーというインプリントも，今はシュプリン

ガー・ネイチャー社の一部門にすぎない。シュプリンガー・

ネイチャー社が持つブランド名には，表 1にも示した BMC

のほか，Scientific	American，ネイチャー誌関連のブラン

ドとして使われる Nature	Portfolioなどがある。困ったこ

とに，名称はたびたび変わる。Nature	Portfolioはごく最近

登場しており，それまでは Nature	Publishing	Group（NPG）

や Nature	Researchという名前も使われていた。本稿では

適時旧名でも記載する。

シュプリンガー・ネイチャーにも親会社がある。ホルツ

ブリンク出版グループと呼ばれる家族経営の投資企業で，

その株式は非公開である。そのため，Nature誌を創刊した
マクミラン社がここに吸収されて以降は，ネイチャー関連

誌の利益率などは不明になってしまった。エルゼビアやシュ

プリンガーは古参の学術出版のように思われているが，実

際には投資主体の情報企業によって運営されている。だか

らこそ高い利益率を維持できるのだろう。

3.2　エルゼビアの躍進
エルゼビア社は 1880（明治 13）年に創業している。学

術出版の中では，マクミラン，ウォルターズ（どちらも現

在はシュプリンガー・ネイチャーのインプリント），ジョン

ワイリー＆サンズ，テイラー＆フランシスよりも後発であ

る。それでも最古参に思われている理由は，エルセフィル

として知られるライデン（オランダ）の出版社のイメージ

を上手く利用しているからだろう。

エルセフィル出版は 1580年に始まった小さな家族経営

の出版社で，古典や旅行ガイドなどのポケット本で有名だっ

た。1712年に廃業してしまうのだが，1633年に出版した

小型のギリシャ語聖書（ライデン二版）は後々まで語られ

る新約聖書の底本となる。その序文にエルセフィルは

あなたは今，世界中で受け入れられたテキストを手

に し て お り（Textum	ergo	habes	nunc	ab	omnibus	

receptum），我々は一切の変更や間違いを加えていま

せん

とラテン語で記した。3	 	この「受け入れられたテキスト」

（Textus	Receptus）という表現は世界中に広まり，エラス

ムスに始まるギリシャ語版の聖書を真正とする意味で用い

られている。国内では公認定本，公認本文などと訳される。

エルセフィルによる出版はルターのドイツ語版や欽定訳と

呼ばれるジェームズ王の英語版よりも後になる。それでも

この言葉をもってギリシャ語版が真正とされるほど普及し

た出版社であった。

エルセフィル出版はフランスの大作家ユーゴーによる

図 3．エルゼビア社の転機を作った BBAと，その躍進を述べたスレーターの著書。どの学術誌も 1960
年代に論文掲載数を増やしているが，BBAの躍進は際立っている。
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「レ・ミゼラブル」（1862年）にも登場する。コゼットに想

いを寄せるマリユス青年の，友人として登場するマブーフ

老人が大事にするものとして「女性よりもチューリップの

球根，男性よりもエルセフィル本が好きだった」と書かれ

ている。廃業から 100年以上経過した 19世紀になっても，

一般小説にエルセフィル本と書いて通じるぐらい著名な出

版社だったのである。

このエルセフィルのイメージを拝借して 1880年に始まっ

た出版社が現在のエルゼビアである。古典からスタートした

が，第二次世界大戦後まで小さな出版社のままだった。そ

のエルゼビアを大きく変えたのが Biochimica et Biophysica 

Acta （BBA）という学術誌だった。もともとはユトレヒト大
学のヴェステンブリンク（Hendrik	Westenbrink）が大戦

後に開始した小さな学術誌。誌名を英語ではなくラテン語

にしたのは，英語のみならず，どの言語でも論文を投稿で

きるようにするためだった。

当時，生化学研究の中心は米国である。米国の生化学会

が刊行する Journal of Biological Chemistry （JBC）誌のペー

ジ数は BBAの 2倍以上あった。4		しかし，二代目編集長のス
レーター（Edward	C	Slater：オーストラリア出身で当時ア

ムステルダム大学教授）の時代に BBAは大変革を遂げる（図
3）。1960年代は東西冷戦が激化し，政府からの研究資金援

助を背景に基礎科学ブームが訪れていた。JBCと異なり学会

や言語という枠に縛られなかった BBAには，誰でも論文を
投稿できた。それまでの学術誌は，アカデミー誌や学会誌

のように会員制度と紐付くものであった。しかし国際的に

誰でも投稿できる商業誌というジャンルを，小国オランダ

の出版社が切り開いたのである。

掲載論文数が急上昇すると BBAの価格も比例して上昇す
ることを，研究者肌のスレーターは憂慮した。そして 1966

年には BBAの年間刊行数を 18巻に抑える方針を打ち出し
た。5	 	これに反発したのが版元のエルゼビアである。出版社

と編集長の間で紛糾した結果，エルゼビア側の主張が通る。

BBAは複数のシリーズに分冊されることになった。分冊化

によって掲載論文数はさらに増え，BBAはエルゼビアのド
ル箱となった。当時から利益率は 50%を超えていたため，

BBAだけで毎年少なくとも数億円の利益を生んでいる。こ
の大成功により，エルゼビアは一流学術出版の仲間入りを

果たすのである。BBAは現在も続く有名誌で，9シリーズ
に分冊されている。

3.3　シュプリンガーの凋落
エルゼビアとは反対に，第二次世界大戦後にその地位を

失ったのがシュプリンガー社である。同社は 19世紀末にド

イツ帝国の形成とともに発展し，化学や工学系の書籍を出

版するヨーロッパ随一の学術出版社だった。エンジンを開

発したディーゼルの著作や，発電機を開発して世界に電信

用海底ケーブルを敷設したジーメンスの著作も，シュプリ

ンガーから出版されている。

ドイツ帝国の発展は国民国家の形成を促し，日本におけ

る大学教育制度にも影響している。この時期にドイツで学

んだ有名人は森鴎外だけではない。科学分野では味の素の

池田菊苗，ビタミンの鈴木梅太郎，細菌学の北里柴三郎，

原子モデルの長岡半太郎もドイツで学んだ。日本の大学制

度はドイツを見習って作られている。日本の大学は講座制

で教授が主催するゼミを重視するが，これらの言葉はそれ

ぞれドイツ語のLehrstuhl，Seminarの直訳である。

第二次世界大戦までは各国の科学アカデミーが強い力を

持っていた。学術出版の大多数は，学会やアカデミーから

書籍の出版を請け負う零細産業だった。その例外が，英国

のオックスフォード大学およびケンブリッジ大学出版局や

ドイツのシュプリンガー社である。ヨーロッパでは，英国

以外での出版言語はほぼドイツ語だった。

しかし第二次世界大戦前後のわずか 20年足らずで，ドイ

ツはその地位をすべて失ってしまう。そして科学のリンガ・

フランカはドイツ語から英語に移るのである。その原因は

東西冷戦である。科学における覇権を握るため，米国は潤

沢な研究資金を基礎科学に注ぎ込んだ。その研究を支える

には学術出版という受け皿も必要になる。ヒトラー時代に

ドイツから米国に拠点を移したアカデミック・プレスやイ

ンターサイエンス社は英語での出版に転じた。エルゼビア

やノース・ホランドなどオランダの出版社，デンマークの

ムンクスガード出版も，いち早くドイツ語に見切りをつけ

た。その間，学問の中枢にいたシュプリンガー社は動きを

封じられていた。戦後しばらく，主力の学術誌や学術書を

出版・販売する許可が占領軍から下りなかったからである。

そうこうするうち，知識のビッグバンとも呼べる学術誌の

創刊ラッシュが 1960年代に起こった。

4．学術誌ランキングの登場

4.1　商業学術誌の台頭
1957年，突然にスプートニク・ショックが起きた。そ

の後米国大統領に就任したケネディは，ソ連への対抗策と

して基礎科学への投資をさらに増加させた。国立科学財団

（NSF）が申請する予算はすべて承認，大学の研究予算は 5

年間で3倍に増えている。1961年には非営利の学術誌に限っ

て，論文のページ代金（掲載料の一種）を研究費から支払

える制度を導入した。

この施策で目立った躍進をみせたのは商業出版社であっ
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た。従来型の学会出版もページ代金を値上げして利益を享

受できたが，米国が拠点のペルガモン社，アカデミック・

プレス社などはページ代金が無料であることを看板にした。

ページ代金という仕組みはもともと米国の制度である。ア

カデミーの力が強い欧州には普及していなかったため，無

料で掲載できる商業誌は欧米の研究を集約する存在となっ

た。商業出版社はコンピュータや分子生物学などの新分野

に向けて次々と学術誌を創刊し，それを高い値段で大学図

書館に販売した。

第二次世界大戦までの学術誌とはアカデミーや学会員，

つまり個人が対象だった。学会がある程度育たないと発行

できなかったし，論文を投稿できるのも会員に限られてい

た。しかし科学が国策となり基礎研究が職業化したことで，

大学や研究所はその環境を提供する必要に迫られた。結果

として大学図書館が学術誌を購読する仕組みが生まれ，そ

こに高額な商業出版誌というビジネスモデルが成立した。

こうして 1960年代，さまざまな商業誌が生まれた。書

籍よりも論文の方が出版サイクルが早い。研究で一番乗り

を目指す科学者にとって，学術誌は都合の良い媒体だった。

速報性を重視したレター誌が生まれ，掲載決定までに数週

間という早さを売り物にした。当時は複写機が普及してい

ない。そのため，論文の著者はオリジナル原稿とカーボン

紙によるコピーを編集部に送った。編集部ではカーボンコ

ピーを掲載の可否判断に用い，オリジナル原稿は出版部門

に回して組版を急がせた。

1960年代後半にはコンピュータ制御による写真植字機

（電算写植機）が普及し，出版社の作業は様変わりした。電

子化によってさまざまなフォントや紙面が構成できるよう

になり，出版される論文の量は 10年間で 2倍を超える伸び

をみせた。

4.2　ガーフィールドによる学術誌ランキング
しかし，すべての研究者がすべての論文を読むことはで

きない。データベース検索以前に普及していたのは，抄録誌

や索引誌と呼ばれる冊子だった。これは論文タイトルや概要

を集めて作成した索引辞書のような刊行物で，医学分野で

有名なのは米国の国立医学図書館による Index Medicus誌

と，躍進したエルゼビア社が傘下に収めた Excerpta Medica

誌であった。Index Medicusのデータベース版がMEDLINE
であり，それを一般に公開したのが現在の PubMEDである。

Index Medicusより後発の Excerpta Medicaは，アブス
トラクターと呼ばれる抄録作成者が実際の文献を読んで 60

～ 150語程度の分かりやすい要旨を作成するところが看板

だった。抄録は国際的な分類番号に従って分野ごとに整理

された。6

抄録の作製には相応の知識を必要とする。文献の著者自

身が抄録を書く場合もあったが，多くは専門の職人が作成

した。1970年代までは，そうして作られた抄録誌をさら

に各国語に翻訳する産業まで盛んだった。ただし，こうし

た事業は増大する文献をカバーできないと破綻してしまう。

追いつけなくなった Excerpta Medicaは今，エルゼビア傘
下のコンサルティング会社に様変わりしている。今でも世

図 4．ガーフィールドが 1972年 Scienceに掲載した学術誌ランキング。7  トップにくるのは生化学の総
説誌で Scienceは全体の 77位，Natureは 114位だった。
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界中の文献を網羅する抄録づくりができているのは米国化

学会のデータベース Chemical	Abstract	Service（CAS）ぐ

らいだろう。

複数の言語で流通していた科学を英語へと強力に統一し

たのは学術誌ランキング，つまりインパクト・ファクター

である。このアイデアを 1955年に発表し，実際にランクし

てみせたのがガーフィールド（Eugene	Garfield）で，彼は

Institute	for	Scientific	Information（ISI）社（現在のクラ

リベイト社）を立ち上げた人物だ。

ガーフィールドが 1972年に発表した学術誌のランキング

および引用統計は衝撃的だった（図 4）。7		全科学分野の 2,200

学術誌における引用情報を集計すると，全引用の 24%はわ

ずか 25学術誌，全引用の 50%は 152誌に集中していた。

この結果からガーフィールドは，上位 500誌のコア・コレ

クションだけ押さえれば科学の動向は把握できると述べた。

学術誌のランキングは出版社同士の熾烈な競争を生み出

した。どの編集部も高インパクト・ファクターを目指した。

読者の数が多いほど，引用されるチャンスは増える。また

著名人の論文を掲載するほど引用もされやすい。そのため

Nature誌や Science誌といった英語総合誌は徐々にランク

を上げていった。今でこそ Cell, Nature, Scienceと並び称さ
れる最高峰には総合誌が多いが，きちんとした査読すらな

かった 1972年当時，紙面の限られた総合誌は研究者が自分

の重要成果を載せたい場ではなかったのである。

4.3　クラリベイト社とWeb of Science

ガーフィールドの ISI社は 1992年にカナダの情報企業

トムソン社に買収され，そのトムソン社は 2008年にロイ

ター社と合併してトムソン・ロイター社となった。そして

2016年に知財・科学部門を投資ファンドに売却して生まれ

たのが現在のクラリベイト・アナリティクス社である。ガー

フィールドが作った引用統計 Science	Citation	Index	（SCI）

（図 4）は，人文科学分野のインデクスとあわせてWeb	of	

Science	（WoS）と呼ばれるデータベースになっている。

クラリベイト社は 2万以上の学術誌の引用解析を実施し，

上位に来る 9千弱の学術誌にインパクト・ファクターを付

与する。自己引用率が高すぎるなど引用動向がおかしな学

術誌を排除する措置も実施する。その結果から国や研究機

関ごとの研究パフォーマンスを算出し，主に政府機関にデー

タベースや分析結果を販売する事業を展開している。毎年

ノーベル賞の時期になると，引用データから候補者を予測

する企業としても知られている。つまり個々の大学図書館

や研究者を相手にするよりも，科学の動向を差配するプラッ

トフォーム企業として国家にアプローチするようになって

いる。

ガーフィールドが引用解析を開始したきっかけは，論文

ばかり増えても科学が進展しないという洞察にあった。分

野をまたいだ動向を把握するための指標として SCIは生ま

れている。しかしいったん数値化されると，研究者はイン

パクト・ファクターが高い学術誌へ投稿する競争を自発的

に開始しはじめた。そして数値の誤用は，研究者の給与や

昇進にまで及んでいる。例えば中国政府は高インパクト・

ファクターの学術誌掲載に対する現金ボーナスを禁止する

命令まで出している。ガーフィールドもこうした誤用を警

告していたが，なかなか改善されないのが現状である。

5．データベースの挑戦

5.1　国際塩基配列データベースの登場
サンガー（Frederick	Sanger）により DNAの読取り技

術が開発されると，長大な塩基配列情報が学術誌に掲載

されるようになった。その代表例がサンガー自身による	

λ ファージ全ゲノム情報の論文である。8	 	Journal of 

Molecular Biology誌に発表された論文は 45ページもあり，
そのうち 19ページは ATGCの塩基配列だけで占められてい

る。しかし誌面に塩基配列を掲載されても全く役に立たな

い。見るだけでは配列の新規性や類似性を判断できないか

らだ。だからといって配列を載せないゲノム解読の論文は

あり得ない。そのため，世界中で発表される配列を集約す

るデータベースの必要性は明らかだった。その結果，1982

年に相次いで立ち上がったのが欧州の EMBLデータライブ

ラリと，米国の GenBankである。1987年からは日本の

DDBJも開始された。

アクセス無料のインターネットを基盤にしたデータベー

スは知識の新しい流通形態だった。その登場は伝統学術誌

と競合する可能性を秘めていた。さらには，データベース

と連携したデジタル教科書など，新しい媒体を作り出すチャ

ンスでもあった。実際，二代目 EMBL所長のフィリップソ

ン（Lennart	Philipson）は，

（データベースの）方針は，一般学術誌と競合するこ

とにある（work	against	publication）…（中略）…そ

してデータバンクにおけるアクセッション番号は出版と

同じ意味であることが著者たちにも理解されつつある

とさえ述べていた（図 5）。9	 	データベースに情報を登録する

際には，アクセッション番号とよばれる ID番号を付与する。

これをもってデータの出版とみなせばよい。論文の被引用

数のように ID番号の被引用数や科学への貢献度を測定しは

じめていたら，知識のあり方は大きく変わっていただろう。
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しかし世界中の研究者はデータベースに対して冷淡だっ

た。当時のインターネットは今ほど便利ではなかったし，学

術誌にはすでにインパクト・ファクターに基づく序列があっ

た。有名誌への掲載競争に没頭する研究者にとって，デー

タベースからの配列公開や，それにより実現される研究の

インテグリティなど，どうでもよい事項だった。配列公開

の重要性をよく理解していたのは，主要学術誌の編集者た

ちである。とりわけオックスフォード大学出版の Nucleic 

Acids Research誌や米国 JBC誌の編集者たちは，率先して
データベースからの配列公開を論文出版の必須条件とした。

この制度が次第に普及してようやく，生命科学データベー

スが成り立つようになった。

5.2　国際ヒトゲノム計画とオープンアクセス
国際ヒトゲノム計画は 1990年に開始された。DNAの読

取り技術が進んだとはいえ，当時は一人が 1日かけて 300

塩基を読むのが精一杯だった。ヒトゲノムのサイズは 30億

塩基，重複せずに読んでも 1,000人で 10年間かかる規模

である。実際にはヒト染色体を部分に分けて酵母で増幅し，

それを部分に分けて大腸菌で増幅し，それを部分に分けて

ウイルスを用いて読み取っていく。気の遠くなるような作

業だが，この国際計画は米国主導でスタートした。

ヒトゲノムの情報は医療や創薬に直結する。自分だけ成

果を先取りしたいと考える研究者は少なくなかった。その

好例が，当時米国National	Institute	of	Health（NIH）の職

員だったベンター（Craig	Venter）である。彼がヒトゲノム

計画で得た配列を NIHから大量に特許申請するなどと言い

出したため，国際プロジェクトは大混乱に陥った。その後

ベンターは NIHを辞し，セレラ・ジェノミクスというベン

チャー企業の社長として国際ヒトゲノム計画に競争を挑む

ことになる。

この大混乱をきっかけに，国際ヒトゲノム計画のリーダー

が 1996年に合意したのがバミューダ原則である。これは国

際ヒトゲノム計画で読んだ配列情報は全て 24時間以内に公

開するという驚くべき合意だった。そして完成したゲノム

情報を公開する気運も一気に広まった。その延長として学

術情報のオープン化も叫ばれるようになった。

ゲノム科学のオープン化は伝統学術出版社の危機とも

考えられた。インターネットがこのまま発展すれば電子書

籍が主流になり，従来型の学術出版は不要になると考える

人もいた。教科書 Genesを書き，Cell誌を刊行するセル
プレスを立ち上げたルーウィン（Benjamin	Lewin）など，

1999年に全てを売り払ってワイン評論家に転向し，ワイン

マスターになっている（https://www.mastersofwine.org/

benjamin-lewin-mw）。そのため，Cell誌は今，エルゼビ
アから出版されている。

6．PLoSと商業オープンアクセス誌

6.1　プロスの失敗
1990年代にはウェブブラウザが普及し，科学の知識は無

料で流通すべきだという気運が盛り上がっていた。ヒトゲ

ノム計画に携わる研究者からも，科学知識は人類共通の資

産であり，公開されるべきだと公言するグループが現れた。

図 5．いま国際塩基配列データベースと呼ばれる DDBJ/ENA/GenBankは 1980年代に生まれた。
1992年からは 3極でデータを交換し，同じ情報を日米欧で提供する体制ができた。
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最も有名なのがプロス（PLoS:	Public	Library	of	Science）

である。ヒトゲノムのドラフト配列が発表された 2000年，

プロスは

出版後半年以内に論文をオープンアクセス化する出

版社からしか論文を出さないし査読にも協力しない

と宣言するオープンレターを公開した（https://plos.org/

open-letter/）。これは 3万人以上の署名を世界中から集め

たが，署名した研究者たちはそのようには行動しなかった。

あいも変わらず商業出版社の論文を査読し，投稿も続けた

のである。業を煮やしたプロスは自らが競合出版社となる

ことを決意し，PLoS Biology誌を創刊した。その目標は，
印刷体を持たない完全 OAの一流学術誌を作ることだった。

プロスの目標はまもなく達せられた。高邁な理想を掲げ

た PLoS Biologyには質の高い論文が集まり，高いインパク
ト・ファクターを獲得できた。しかし採算は全く取れなかっ

た。質の高い学術誌には多くの論文が投稿される。そこか

ら優れた論文を編集部が選抜するコスト，また選び抜いた

論文を校閲・校正するコストは，プロスが当初掲げた掲載

料 1,500ドルでは到底足りなかった。赤字額は年間 4億円

に達し，掲載料を 2,500ドルにしたところで焼け石に水で

あった。その赤字を補填するためにプロスは奇抜な企画を

持ち出した。

そのアイデアとは，一般研究者に公開で論文を評価させ

る学術誌 PLoS ONEの創刊だった（現在は PLOS ONEと全
部大文字で記載する）。公開での論文評価とは，要するに実

名のAmazonカスタマーレビューである。2006年の創刊時，

PLoS ONEは編集部が中身を読まず，校閲どころか校正すら
しない学術誌だった。アカデミック・エディターと呼ばれ

るボランティア研究者が一読して OKなら掲載し，インター

ネット上で公開したあとから一般研究者にコメントや評価

を求めた。公開時に図のサイズや位置を調整する作業はウェ

ブブラウザから著者自身に行わせた。要するに何から何ま

で著者とボランティアにやらせる仕組みで，それでも掲載

料は 1,250ドルに設定された。実コストは 250ドルすらか

からなかっただろう。これで年間 4,000報を発行できれば，

年間 4億円の赤字は解消できる試算だった。

6.2　プロスの成功と商業OA誌の成功

プロスを静観していた伝統出版社の予測とは裏腹に PLoS 

ONEは大ヒットした。論文の書き方に制約がなく，出版が
早いこと，そしてアカデミック・エディターによるチェッ

クを査読と呼べなくもないところが研究者には好都合だっ

た。年間 4,000報という数は冊子体を発行していた学術

誌の中で最大手の JBC誌に並ぶ規模である。しかし PLoS 

ONEは編集部が中身を読まず紙に印刷する必要すらない。
掲載数はうなぎ登りに伸び続け，2013年には年間 3万報の

掲載を達成した。

この利潤を伝統出版社が見過ごすはずがない。各社は相

次いでメガ・ジャーナルと呼ばれるものを創刊した。その

定義は曖昧だが，要するに何でも出版してしまう完全 OA誌

を意味する。ネイチャー出版グループによるメガ・ジャー

ナルは，表 2の最下段にある Scientific Reports誌である。

図 6．右は Scientific Reportsの発刊に際してプロスが発表した挑戦状。これはアップル社が IBMのパ
ソコン参入に際して発表した声明（左）のパロディになっている。
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このほかエルゼビアは Heliyon誌，英国医学会は BMJ Open

誌など，さまざまなメガ・ジャーナルが生まれた。プロス

は商業出版社に対抗して作られたはずだったのに，商業 OA

出版というパンドラの箱を開けたのである。

数多く生まれたメガ・ジャーナルの中で，大成功してい

るのはネイチャーによる Scientific Reportsだろう。プロス
が挑戦状を叩きつけて迎え撃ってからしばらく，ネイチャー

側は掲載料を PLOS ONEと全くの同額に揃えて対立した

（図 6）。しかし最近は PLOS ONEより少し高額（プロスの
1,749ドルに対して 1,990ドル）に設定しはじめた。表 2

に示す OA序列を確立したネイチャーは，論文誌のステータ

スと掲載料の相関を印象づけている。そして暗に Scientific 

Reportsは PLOS ONEよりもレベルが上であると言いたい
のだろう。

6.3　BioMed Central（BMC）の成功
新興OA出版社の中で最初に成功したのはBMC社である。

シュプリンガー社は，ネイチャー出版グループと合併する

前の 2008年，BMC社を吸収した。同社はわずか 150人の

従業員で 190以上の学術誌を刊行し，年商が 25億円に達し

ていた。この数字からもその利益が想像できる。投稿数さ

え稼げれば，何でも出版する OA誌ほど美味しい商売はない。

知名度を上げるたびに掲載料も上昇させ，刊行する誌数は

今 250を超えている。

この BMC社を始めたのはトラッチ（Vitek	Tracz）と

いう投資家である。BMCの前には，生命科学系で有名な

Current Opinionという総説シリーズを立ち上げ，これも伝
統出版社へ上手に売却している。

トラッチはインパクト・ファクターを作ったガーフィー

ルドの友人である。そして総説の重要さや OA出版の可能

性を熟知していた。総説の被引用数が高いことを知ったト

ラッチはまず，総説誌のシリーズ企画を考えついた。生命

科学分野のテーマごとに総説誌を立ち上げ，毎号異なるテー

マの特集を組むのである。もともとの総説とは，分野の大

御所が時間をかけて全体像を記載する教育的な長編論文で

あった。しかし，インパクト・ファクターの登場以降，被引

用数が多い総説を誰もが書きたがるようになった。総説は

実験をしなくても書ける。それを利用して若手が何でも書

ける仕組みを作れば，意見ばかりの総説誌ができる。それ

でも大学図書館はシリーズを全部購読せねばならない。そ

うして生まれたのがカレント・サイエンス社の看板 Current 

Opinionシリーズである。研究者に流行（カレント）を追い
求めさせ，オピニオンを何でも書いてもらうのだ。競争好

き研究者の嗜好をよく捉えた優れたセンスとしか言いよう

がない。

7．プラン Sによる改革

7.1　OA学術誌の掲載料

OA学術誌の収入は掲載する論文数で決まる。PLOS ONE

のように 1報 1,749ドルで薄利多売を目指す出版社もあれ

ば，Nature姉妹誌のように研究者がどこまで払えるのか試
す出版社もある。OA論文の妥当な掲載料はいくらだろう

か。Nature姉妹誌の 11,390ドル，Cell誌の 9,900ドル，
Lancet誌の 5,000ドルは暴利と言えるのだろうか。各誌に
おける実コストの内訳は不明である。ただ，ヒンダウィ社

のような新興 OA出版社の利益率は 50%を超えるらしい。

各社とも高い利益率を確保していることは想像に難くない。

非営利団体である欧州分子生物学機構（EMBO）の看板

誌EMBO Journalは，一流誌ながらその出版コスト（2017年）
を公開し，完全 OA誌に移行するなら 1報あたり 9,000ユー

ロと試算している。10	 	その経費のうち 4割は外注費になる。

出版を委託するワイリー社に 3割，デジタル基盤に 1割弱

である。残りはスタッフ雇用に 5割，オフィス等のコスト

と続き，アカデミアやフリーランス記事のコストは全体の

1%にすぎない。そして 2017年の掲載本数は表 3のように

なっている。

この数字から見る限り，掲載数の 1／4を占める編集部記

事はコストが高そうだ。5割もある人件費には，魅力あるオ

ピニオンや News	&	Viewsを執筆する専属記者も含まれる

だろう。これを全部カットすれば 1報あたり 5,000ユーロ

ぐらいになるのではないか。そもそも編集部記事を持たな

い学術誌も多い。なぜ一流誌はみな News	&	Viewsに力を

入れるのだろう。

その理由はインパクト・ファクターにある。インパクト・

ファクターとは掲載する論文の単なる平均被引用数ではな

い。学術誌全体の被引用数を，その学術誌が掲載する論文

数で割り算した値であり，どの記事を論文とみなすかは学

術誌によって異なる（クラリベイト社が独自に決めている）。

そのため一流誌は，編集部記事の被引用数が論文のそれに

上乗せされるように工夫する。この事実は研究者にもあま

り知られていないようだ。

図 7には Natureおよび Scienceという編集部記事が充
実した超一流誌と，そうでない完全 OA誌における論文ごと

の被引用数が示してある。11	 	矢印で示したところが各誌のイ

表 3．EMBO Journalにおける掲載記事数 （2017年）

Primary research papers 495

Reviews 29
Opinions, editorials, News & Views 182
TOTAL 706
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ンパクト・ファクターに相当する。編集部記事がほとんど

な い Nature Communications，Scientific Reports，PLOS 

Biologyに比較すると，超一流誌のインパクト・ファクター
は論文だけの平均値よりも高いところにある。論文に引用

されるような魅力ある編集部記事を多く掲載することでイ

ンパクト・ファクターを上げているのだ。

一流誌同士が News	&	Views欄で互いの論文を宣伝し

あう理由はここにある。他誌の論文を引用することで，自

誌も同様に引用してもらえる。また一流誌になるほど，

Perspectiveや Commentaryなど，論文なのかそうでない

のか，曖昧な記事が多い。そうした記事の内容も少なから

ず投稿論文から成り立っている。当然ながらこうした記事

は，クラリベイト社によるインパクト・ファクター算出の

計算法を調べたうえで構成する。つまり，投稿論文を編集

部記事へと仕立て上げるのである。

実際，4大医学誌と呼ばれる The New England Journal 

of Medicine （NEJM），The Journal of the American 

Medical Association （JAMA），The Lancet, The British 

Medical Journal （BMJ）に掲載される論文の総数は 2000

年以降減少の一途をたどった。15年程度で半分にまで減ら

している。それに対して編集部記事の割合は倍以上も増加

し，4誌のインパクト・ファクターはいずれも 2倍以上に増

加した。12	 	難関誌になればなるほど研究者は競って掲載を望

む。そのため，学術誌側はあらゆる手段を講じてインパクト・

ファクターを上げたいのだ。

7.2　購読型とOA型の経済学
プロスのオープンレターが 3万人以上の署名を集めたよ

うに，社会におけるプロスのイメージは良い。学術出版社

にとって重要な事実は，それだけ社会から好意的にみられ

るプロスでも赤字という点である。PLOS Biologyのような
一流誌は掲載料 4,000ドルでもコストに見合わない。商業

学術出版社の利益率 3割を維持しようとしたら，一流誌は

それこそ 1万ドルでも足りないだろう。

イメージが良いとはいえ，プロスは内部留保（いわゆる

利益にあたる）を 2割も残し，最高経営責任者（CEO）に

は年俸を 40万ドルも払っている。編集部すら読まない学術

誌 PLOS ONEを発行したのに，ハゲタカ出版社とは言われ
ない。実際，ハゲタカ学術出版を名指しで避難する Beall’s	

List（https://beallslist.net/）というサイトには，上述し

た新興 OA出版の MDPI社や Frontiers	Media社も挙げら

れていた。しかしプロスが名指しされたことはない。判断

の境目はよく分からない。

学術出版の経営がどうあるべきかはもっと議論された方

がよい。医学系の最高峰 NEJM誌の編集長は年俸 70万ドル
という。非営利の学術組織といっても，その給料は驚くほ

ど高い。Science誌を発行する AAASの CEOは年俸 84万
ドル，米国化学会の CEOは 93万ドルである。13		国際的に著

図 7．学術誌に掲載された論文の被引用数統計。11  編集部記事がほとんどない Nature Communicationsや
PLOS Biologyはインパクトファクターの位置がほぼ中央にくる。
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学術雑誌の発祥からオープンアクセス誌まで
From the first academic journals to open access publication

明な組織になるとこれぐらいが相場らしい。米国では一流

大学の学長も年俸 100万ドルに届く。それから類推すると，

一流の学術出版社における給与も相応の額なのだろう。

有名購読誌の編集部は，OA誌への移行をできる限り避け

たいはずだ。OA誌になると収入の内訳が透明化され，プロ

ス並みの給与になってしまうかもしれない。NEJM誌は年間
1,600報の掲載で 1億ドルも収入がある。単純計算では，1

報あたり掲載料を 700万円に設定しないと執行部の給料を

維持できない。14	 	AAASにしても ACSにしても同じである。

ではなぜ，学術出版社は一流誌における OA化を進めている

のだろうか。その大きな理由はプラン Sと呼ばれるヨーロッ

パの動きである。

7.3　プラン S改革とその影響
プラン Sは欧州の研究（助成）機関が組織するサイエン

ス・ヨーロッパが 2018年に打ち出した方針である（https://

www.coalition-s.org/）。オープンサイエンスを推進するた

め，メンバー機関が助成する研究成果は完全 OAの学術誌

からしか発表できないとする。参画機関は cOAlition	Sと

呼ばれ（OAだけ大文字で書く），当初から北欧諸国やフラ

ンス，イタリア，オーストリアなど 10カ国以上の研究機

関が含まれていた。さらにここへ，ウェルカム・トラスト，

ハワード・ヒューズ医学研究所，ビル＆メリンダ・ゲイツ

財団，世界保健機構まで参加してきたのである（https://

en.wikipedia.org/wiki/Plan_S）。

多くの研究者にいきなり完全 OA出版を義務付けること

は無理である。そこで猶予期間を設け，実施は 2021年から

と設定された。このプラン Sに，主要な商業出版社は当初

猛反発した。しかし世界中の研究助成機関や財団が賛同し

た以上，互いに譲歩して落とし所を探るしかない。3年にわ

たる厳しい交渉が始まった。

この cOAlition	Sにドイツ政府系や米国政府系の研究機関

は含まれていない。また 2021年の施行を目前にして，欧州

研究会議（European	Research	Council）も不参加を決め

た。意見が分かれた理由は，発表の自由に対する認識であ

る。完全 OA誌と呼べる学術誌は全体の 3割程度しかない。

そのため完全 OA誌からの公開を義務付けると選択の幅が著

しく狭まる。しかしそれでも，プラン Sの参画機関は増加し，

最後には研究費総額が 1兆円を超えてきた。こうなると出

版社側も無視するわけにはいかない。

長い交渉の結果，ネイチャー関連誌は 7年以上かけ

て完全 OAへ転向する意志を表明した。移行するまでは

ハイブリッド誌（ダブル・ディッピング）だが，転換誌

（Transformative	Journal）と名乗って cOAlition	Sの論文

でも掲載できることになった。そして初年度の論文 OA化費

用として Nature姉妹誌が設定したのが 11,390ドルなのだ。
完全 OA化までこの掲載料を二重取りし，準備をするのだろ

う。そして転換誌になったことを，あたかも望んだかのよ

うにポジティブに宣伝しているのが現状である。

同様に大きな変化として，米国生化学会による JBC誌は
2021年から完全 OA化した。図書館が支払う購読料はなく

なり，過去 115年分のバックナンバーを含め，エルゼビア

から全論文が無償でアクセスできる。JBCは年間 4千報を
掲載する超有名誌である。エルゼビアとの交渉経緯は不明

だが，初年度の掲載料は学会員 2,000ドル，非会員は 2,500

ドルと低く抑えられている。エルゼビアの利益を確保しつ

つ PLOS ONE並みの掲載料で伝統ある JBCを継続できるの
かは未知数である。

8．おわりに

オープンアクセスの聞こえは良いが，その裏側には複

雑なお金の流れがある。その流れを研究者がよく理解して

行動しないと，いわゆる健全な科学は育ちにくいだろう。

2021年はプラン Sの実施を迎え，学術出版の地殻変動とも

いえる変化が起きている。しかし国内にはそうした臨場感

や危機感は全くない。日本に cOAlition	Sに加入する機関が

ないことも理由だが，もともと学術誌のあり方や学術情報

流通に関して大学図書館に任せきりにしてきた文化も原因

だろう。日本の科学アカデミーといえる学術会議において

も，任命問題をきっかけに再編を含めた議論が立ち上がっ

ている。しかし本来は研究者の内側からそうした議論があ

ることが望ましいだろう。本稿および拙著をきっかけにし

て学術出版や OAの問題点に興味を持っていただけたら幸い

である。

プラン Sによって JBCや Nature姉妹誌を含む一流学術

誌が完全 OA化する影響は大きい。JBCはすでに紙媒体がな

くなっているが，Nature姉妹誌の紙媒体はどうなるのか，
News	&	Viewsはどうなるのか，そして OA費用はどうなる

のか，現状では全てが未定である。

インターネット上で完結する完全 OA誌とは，見方を

変えれば自由記述形式のデータベースともいえる。つまり

完全 OA化時代とは，データベースを作ってきたコミュニ

ティーが再度学術誌に挑戦できる機会でもある。DDBJセン

ターの人間としては，この機会を上手に捉えてデータベー

スの地位向上を目指したいところである。

謝辞　本講演の機会を与えてくださり内容を議論させてい

ただいた津谷喜一郎先生と JASMEE2021年会長の元雄良治

先生に感謝します。
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1.  Introduction

1.1  Background of the current situation
LGBTQ+ issues are closely related to the medical field, as 

the LGBTQ+ population are at higher risk for health issues 
such as psychiatric diseases, cancers, sexually transmitted 
diseases, and obesity.1 Gender affirming care including 
counseling, hormone replacement therapy, and gender-
affirming surgery made available to the LGBTQ+ community 
is provided across multiple departments, meaning that 
LGBTQ+ issues are not relevant to just a specific field.2

Despite this widespread need for accessible healthcare 
for the LGBTQ+ community in all disciplines, they still face 
barriers to healthcare services, unequal treatment, and 
unfavorable outcomes.3 In fact, half of the participants in a 
survey of the transgender community in Japan answered 

that they hesitate to visit healthcare facilities due to having 
negative experiences in the past.2 A study by the National 
Center for Transgender Equality in the USA reported that 
28% of patients had postponed care due to discrimination, 
19% of LGBTQ+ patients were rejected healthcare, and 50% 
of patients had to teach their doctors about transgender 
care.4 Among the reasons for this are the implicit biases 
of healthcare providers—which are often underestimated 
or overlooked especially when rushed or fatigued—that 
impact their behavior and judgments and contribute to 
health disparities experienced by the LBGTQ+ population.5 
There is also social stigma towards LGBTQ+ patients, and 
many of the LGBTQ+ community are reluctant to reveal their 
sexual orientation and gender identity (hereafter, “SOGI”) 
to their attending doctors. This can be attributed to a lack 
of knowledgeable and culturally competent healthcare 
professionals, as well as a lack of appropriate education in 
the medical field.6

With the current prevalence of the LGBTQ+ population, 
all future physicians will meet LGBTQ+ patients throughout 
their clinical work. To meet these demands, it is necessary 
for current medical students to learn more about LGBTQ+ 
related content in healthcare. In spite of this situation, 
LGBTQ+ education is new and still underprovided in 
Japan, even in the medical field. “Explain gender formation, 
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sexual orientation, and ways of consideration for gender 
identification.” was first added as a learning objective to the 
Model Core Curriculum for Medical Education in its 2016 
revision.7 Through LGBTQ+ education, medical students 
should ideally learn not just basic knowledge but also how to 
conduct LGBTQ+ inclusive patient interviews appropriately, 
how to recognize and mitigate their own unconscious biases, 
the difficulties LGBTQ+ patients face and how these shape 
their attitudes, and other unique health risks, challenges, 
and legal issues that the community faces.8

Currently, according to a preliminary questionnaire 
from the 2017 Workshop for Medical and Dental Educators, 
53 out of 82 medical schools (65%) in Japan answered ‘No 
opportunity’ in response to whether there are enrollment 
opportunities for courses on ‘Caring for and accommodating 
LGBT patients’.9 Whilst the first two years of medical school 
are the best time to develop core values,10 only 10 schools 
conducted any education during the first year, and only eight 
did so during the second year. As of 2020, only 22 medical 
schools in Japan were confirmed to be providing any kind 
of education on sexual minorities or gender identity.11 
Even when looking at post-medical education, over 90% 
of hospitals in Tokyo, Ishikawa, and Shizuoka did not offer 
LGBTQ+ training as of 2019.12 The main reasons for schools 
not offering LGBTQ+ education were a lack of suitable 
instructors, preparation and knowledge, and a lack of a 
formal school policy.13

To tackle this issue, and to increase LGBTQ+ education 
and awareness in the medical field, Voice Up Japan IUHW 
(International University of Health and Welfare) branch 
(hereafter, “VUJ IUHW”) took the initiative to lead a three-
hour class on an introduction to LGBTQ+ issues, focusing 
on the encouragement of a positive attitude towards 
approaching the topic. VUJ IUHW is one of Voice Up Japan’s 
university branches consisting of 15 medical students, with a 
vision “To create a society where everyone feels comfortable 
to live in, and where each person is respected”.

The purpose of this report is to outline the class 
proceedings and evaluate the effectiveness of peer-led 
LGBTQ+ education in English, which is a second language to 
most students in the class.

1.2  Overview of the class
‘English Communication’ (hereafter “EC”) is an elective 

English learning course for first- and second-year students 
at the International University of Health and Welfare School 
of Medicine (hereafter, “IUHW”). VUJ IUHW was approached 
by English teachers to design and teach three hours of class 
time during ‘EC Summer Boot Camp’, which is a one-week 
intensive session before the summer break.

Increasing LGBTQ+ awareness is a major goal for the VUJ 
IUHW branch. Prior to the EC class, most actions towards this 
goal consisted of online discussion events between students 
who had a prior interest in, or knowledge about the topic, as 

registration was required to participate. In contrast, the EC 
course had a much larger number of students who possessed 
varying levels of interest and knowledge regarding LGBTQ+. 
To us, this was an opportunity to increase not just the depth 
of awareness but also the breadth, by targeting students who 
were previously indifferent to this topic.

In total, 190 EC students from the first and second years 
participated in these classes. These students were split (with 
mixed year levels) into seven classes of 24-28 students, led by 
two VUJ IUHW members each, and supervised by an EC teacher.

The content of the classes was created mainly by four 
members of the VUJ IUHW branch. Although many members 
of this group are fluent in English, a script was created to 
maintain consistency of the content and quality provided 
throughout the seven classes. Most group members based 
their lecture on the script, even though some freely adapted 
it to suit their style.

2.  Content

The lecture was created based on the following three 
main objectives set by the VUJ IUHW team. The objectives 
were as follows:

• Objective 1.  To make the topic of LGBTQ+ less 
intimidating and more approachable

• Objective 2. To encourage positive attitudes and reduce 
negative connotations towards the LGBTQ+ topic 
through an enjoyable and relatable class

• Objective 3. To raise awareness of the need to learn 
more about LGBTQ+ and to motivate students to learn 
more themselves

The detailed contents of the three hours of activities 
are explained in the following section along with the minor 
objectives behind each activity.

2.1  First hour
2.1.1  Introduction

The lectures began with an introduction of VUJ IUHW 
members and an outline of the day’s activities. The 
introductions of VUJ IUHW members (as instructors) were 
done including pronouns indicating gender identity. This 
was followed by a definition of diversity and how it can be 
achieved by learning and acknowledging the differences 
among them. We then reminded the students that an open 
discussion is desirable, yet there is a need to be careful and 
respectful in the words being used to communicate with each 
other. Students then engaged in a small ice breaker session to 
get to know their peers from different years better.

This introduction allowed students to understand how 
to introduce themselves with their pronouns, a concept 
that ShareAmerica (a platform the U.S. Department of State 
uses to communicate American foreign policy worldwide) 
describes as ‘becoming increasingly common’ in the USA.14 
This is being reflected through how major social media sites 
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such as LinkedIn, Twitter and Instagram are introducing 
the options to add pronouns to their profile.14 The self-
introduction activity also had the purpose of revisiting the 
definition of diversity; to widen the definition of diversity 
beyond its customary use as a superficial buzzword, and 
to expand it for its true meaning in how people should 
access all parts of society equally despite differences in age, 
gender, sexuality, internationality and so on. Students were 
encouraged to recognize the broader concept of diversity 
and learn the various ways to achieve diversity.15 Finally, it 
was important to include a firm reminder about word choice 
to ensure a safe space where everyone is protected, especially 
as there may have been LGBTQ+ people in the classroom.

2.1.2  “Truck driver” and “Nursery teacher” paragraph
In the next activity, the students discussed what advice 

they would give the couple described in the text below. 
“I’m a nursery teacher, and my partner is a truck driver. 

As a dual-income family, we do pretty well financially but my 
partner often comes home late from work and has irregular 
leaves. My job has more regular hours, so I come home earlier 
and take care of the housework and our 1-year-old son. But I’ve 
been exhausted. Between my career, household chores, and 
childcare, my energy is spent. I don’t think I want to go on like 
this, but I don’t know what to do.”

After discussions, students were made aware of their 
use of gender-based terms such as “husband” or “wife” 
in their discussions. The instructors then explained this 
unintentional assignment of genders to characteristics as 
unconscious bias. The purpose of this activity was to have 
students realize the existence of their unconscious bias 
to prevent biased behaviors, interactions and decision-
making,16 and understand how their preconceptions affect 
how we interact with the world.

In the next activity, students were shown illustrations 
of characters with ambiguous genders and contexts and 
were asked to describe what they saw and predict their 
backgrounds. The illustrations are shown in Appendix 
A. Some aspects of the illustrations have a connotation 
to a certain gender, such as the clothes in Illustration A 
resembling a boys school uniform. The ‘answer’ regarding 
the background of each character was that anything was 
possible. This activity was done to show how sexual 
orientation, gender identity, and other traits of a person 
cannot be determined just from visual information. This 
linked to a brief explanation of the term metacognition and 
‘thinking about thinking’. 

2.1.3  Lecture
To close off the first hour, a short lecture was given 

to introduce basic knowledge concerning the topic. Most 
students had minimum level knowledge, and this lecture 
aimed to reinforce and add to this framework. The content 
included the difference between stereotyping, prejudice and 

discrimination, definitions of LGBTQ+ and SOGIE, and a brief 
explanation of gender-neutral pronouns and language which 
is currently expanding rapidly.

2.2  Second hour
2.2.1  True Colors

The second hour was opened with the ‘True Colors’ 
project, which was based on an activity introduced by the 
Trevor Project.17 For the activity, the students were asked 
to assign each other a ‘color’ based on their impressions 
and assumptions about each other. This was followed by 
discussions about how they felt being assumed a certain 
color which partially mirror the feelings of the LGBTQ+ 
people facing assumptions about and being assigned their 
gender identity or sexual orientation based on impressions 
and/or appearance.

2.2.2  Quiz competition
The quiz competition was the main activity of the second 

hour. It was done as a team competition in an active learning 
style where the students had to walk up to the front of the 
classroom with the correct answer to one question in order 
to receive a subsequent question they would attempt to 
answer. The content consisted of statistics regarding the 
current LGBTQ+ situation, and videos and articles which 
focused on LGBTQ+ celebrities. There were additional 
explanations of new terminology, and other fun-fact type 
knowledge included in the quiz. This active, unique style of 
lecture was selected to achieve our initial aim of introducing 
LGBTQ+ in a fun manner to create positive impressions. 
Furthermore, the content aimed to familiarize students with 
the topic by introducing the actual data showing the high 
ratio of LGBTQ+ persons in the general population, and by 
introducing well-known celebrities and companies who are 
a part of or are supporting the LGBTQ+ community. 

2.3  Third hour
2.3.1  Case studies

The entire third hour was dedicated to reviewing 
multiple case studies. Many situations close to real-life 
were illustrated and the students were asked to discuss 
how they would react in each situation. By placing the case 
studies in settings we are likely to encounter, the students 
were encouraged to think about and gain ideas on how to 
react when faced with these situations. Examples of the case 
studies and examples of the responses that the instructors 
introduced are as follows.  

Case study 1:
You’re helping out with a program when someone comes 

over and says, “Hey this is Andra. Andra is here to help us 
set up.” And then walks away leaving you with Andra. You’ve 
never met before. Andra appears very androgynous and you’re 
not really sure what pronouns to use with Andra. You’re going 
to be introducing them to others helping set up, so you want to 
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know. What might you do?
The instructors first took up this case study by 

explaining some of the terminology used. This included a 
brief explanation of the term ‘androgynous’ and the use of 
‘them’ in the given case. The response that we suggested for 
the students was to simply ask what pronouns Andra uses. 
For those who are hesitant to go straight to the question, 
we suggested that they introduce themselves first using 
pronouns and then encourage Andra to do the same. The 
case study aimed to convey the message that it is not rude to 
simply ask. It is a common pattern of many cultures to think 
that it is rude to ask personal questions. However, LGBTQ+ 
people often appreciate being politely asked to prevent 
misgendering or other false assumptions. Instead of getting 
things wrong when introducing Andra to others, simply 
asking would prevent hurting someone’s feelings.

Case study 2:
Ethan came out to you and you guys had a good talk 

discussing his problems. After you got home, you remembered 
some of your classmates making jokes about being gay and 
you thought that Ethan could be hurt by that. The next day, 
you decided to talk to those guys who were making jokes. 
When doing this you told them about Ethan’s status as being 
gay and made them realize that there are LGBTQ+ community 
people around us so that they need to be careful. What is the 
problem with this case?

To properly consider this case, a review of the concepts 
of ‘coming out’ and ‘outing’ was carried out. The case study 
aims to convey that sometimes we can end up outing others 
unwittingly, even with good intentions. The instructors 
proceeded to explain the reasons why so many LGBTQ+ 
people have not come out and the risks entailed in coming 
out. There was special emphasis on how coming out requires 
trust, and that their identity represents sensitive personal 
information that others do not have the right to disclose.

Case study 3:
You have just taken a class about LGBTQ+ and you are 

shocked to be taught about the LGBTQ+ community for the 
first time. The teacher mentions that there are many more 
people from the LGBTQ+ community than we think; she tells us 
to be careful with word choices when talking to other people. 
After class, you are talking to a friend about this topic and 
they seem upset. Your friend felt that having to be careful with 
their words was a strong restriction to them.

This case study was used to close the day’s lecture, by 
validating and addressing what some students may be feeling at 
the end of the day. It was to convey a message that the LGBTQ+ 
rights movement may require a change in the way people think, 
but should not be considered a burden. It is natural to feel 
uncomfortable when transitioning to a new normal.

Reflecting on the differences between stereotypes, 
prejudice and discrimination, the students were encouraged 
to move beyond feeling as if they were restricted but to 
keep in mind that this consideration towards the LGBTQ+ 

community is no different from the everyday consideration 
and respect we show towards the people around us. It is only 
an extension of being a little considerate towards people’s 
food preferences for example.

2.3.2  Conclusion & Survey
We wrapped up with a final message from the VUJ 

IUHW team asking the students to treat the day as a day 
for all students to reflect upon their own identities. In the 
final 10 minutes, students provided feedback by filling in a 
questionnaire.

3.  Methods

Feedback was col lected from the participating 
students via a questionnaire conducted in Japanese, and 
all respondents answered in Japanese (see Appendix B). 
Students provided responses regarding the following: (i) 
the change in familiarity and awareness the students felt 
towards the LGBTQ+ community (ii) the overall satisfaction 
for the day’s class (iii) whether the students thought it 
should be repeated for the new students in the following 
year. The items of the survey were measured on a 0-5 scale 
and included a free answer section. All 155 students who 
were present on the day submitted their responses.

4.  Results

4.1  Student satisfaction
Regarding overall satisfaction, the questionnaire 

revealed high levels of satisfaction (question 8) and 
enjoyment (question 9). The understanding of the content 
in English was also at a satisfactory level (question 12). 
In the free answer section (question 14), many comments 
were received on how the active learning style evoked more 
commitment and enjoyment from the students. Regarding 
specific activities, the quiz competition was most frequently 
mentioned in a positive manner. There were also comments 
on how the case studies were a good way to apply the 
acquired knowledge, and how they were satisfied that the 
day did not end with just learning simple terminology. 

Looking in detail at the free answer comments for 
questions 13 and 14, frequently seen comments included ‘the 
quiz competition was fun’, ‘the active learning style really 
promoted my understanding’ and ‘the case studies helped 
me to be prepared for encounters with LGBTQ+ people’. 
Although deviating from the LGBTQ+ topic, some students 
gave comments that they were truly inspired by the fact 
that people of the same year level were taking up such a 
challenging task. 

4.2  Content
With respect to the content, the feedback showed 

great increases in overall familiarity (questions 3 and 4) 
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and awareness (questions 5 and 6) towards the LGBTQ+ 
community. This shows that the objective of this course 
was achieved with these positive reflections of the lecture. 
The students felt a profound need to be aware of the fact 
that there may be LGBTQ+ people around them and that 
they had to act accordingly (question 7). The answers to 
question 15, which asked for reasons why the students 
should be acquainted with the LGBTQ+ topic as future 
medical professionals, showed a reflection of the learnings 
of the day. There was a diverse range of responses including 
“for rapport with LGBTQ+ patients”, “to prevent myself from 
unintentionally hurting the LGBTQ+ patients”, “as I will meet 
LBGTQ+ patients and colleagues”, and “because medicine 
should be given equally and fairly to all patients”. Although 
there was no mention of medicine throughout the lecture, 
the students were able to integrate this as a reason as to why 
the LGBTQ+ topic will be important to them in the future. 
Many students responded with an affirmative position 
towards the learning of this content of future students of the 
school (question 11).

4.3  Improvement of the lecture
In response to question 14, which asked for possible 

improvements to the course, students gave candid opinions. 
Many comments were received regarding the language of the 
lecture. The class was held during the EC course hence the 
lecture and discussions were held in English. Many students 
commented that they felt strong limitations in what they 
could say, and were hesitant in making comments due to 
the language barrier, especially on such an unfamiliar topic. 
While the session could not be carried out as a part of the EC 
course if taught in Japanese, it may be beneficial for students 
to use their own language in order to have more open 
discussions to broaden their views regarding this topic.

A suggestion for improving the course was to change 
the time allocated to each activity throughout the lecture. 
Many students found the explanations following the quiz 
competition tedious, commenting that they had already 
selected the correct answers to the quiz and hence there was 
no need for lengthy explanations. Further, some students felt 
the class was proceeding too quickly based on the fact that 
so many slides were covered quickly in a limited time. It was 
suggested that the balance between speech and slides could 
be improved as there was an excessive amount of text on 
each slide.

A few students offered suggestions for more medicine-
based topics to be taken up in the lecture; however, this was 
outside the scope of the lecture. This came from the belief 
that before linking it to such a specialized field as that of 
medicine, there was a need for the students to obtain basic 
general knowledge about the LGBTQ+ topic. That said, 
it would potentially be effective to discuss medicine and 
LGBTQ+ as an integrated topic that could be more appealing 
for medical students to learn. 

5.  Discussion

5.1  Student response
This section outlines some of the student responses that 

the student instructors considered notable. 
In response to the “Truck driver and Nursery teacher” 

paragraph, nearly all students expressed emotions of shock 
and surprise hearing that no genders had been assigned in 
the text. These expressions showed how students came to 
realize their unconscious bias at work and how our brains 
unconsciously assign genders to characters and assume 
things based on prior knowledge.

For the quiz competition, instructors observed many 
students enjoying the communication between team 
members to find the correct answer. There were students 
disappointed after dealing with difficult questions and those 
who were enthusiastic about gaining a prize. Considering 
responses in the free answer section, this activity played 
a major part by adding to our initial objective of leaving a 
positive impression on the LGBTQ+ topic. Many other studies 
have also expressed the importance of active learning, 
especially active discussion in learning LGBTQ+ context.18, 19

The case study section was observed to have played 
an important role in the students’ construction of their 
understanding of the topic. Most students actively took part 
in the discussion (even though some did this in Japanese) 
applying their knowledge from the preceding parts of the 
class. As the instructors circulated among the groups, many 
received questions; however, instead of answering these 
questions, instructors joined the discussion ongoing in the 
groups. 

On the other hand, the instructors observed lower 
interest from the students in the first-hour lecture and the 
explanation of the quiz answers in the second hour, both of 
which were sections that involved a passive style of learning 
for the students.

Instructors actively sought to attain comments and 
answers from the students but despite passing the 
microphone to the students, many students remained 
hesitant to speak up. Several instructors noticed that they 
had a few students falling asleep in the classroom, especially 
in the quiz answer explanations. This noticeably emphasizes 
the benefits of having active learning tasks in the classroom.

5.2  Merits of a student-led class
After the classes, some of the VUJ IUHW members 

collected comments directly from the participating students. 
These comments instigated further discussion between the 
VUJ IUHW member and the students. The continuation of 
these constructive conversations helped students to gain 
new perspectives and broaden their horizons. The LGBTQ+ 
topic will grow through discussions and active exchange of 
ideas as conflicting opinions are expressed reflecting each 
other's thoughts and feelings.20, 21 The class provided a good 
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opportunity to negotiate a topic that is said to be difficult for 
students to discuss.22

However, there is no single correct approach towards 
teaching about LGBTQ+ issues. There will be a wide range 
of opinions and the number of ‘correct answers’ will 
correspond to the number of both LGBTQ+ and non-LGBTQ+ 
people in the world. Therefore, we would like to actively take 
in suggestions and opinions from the students to improve 
and broaden the class to find a style closest to ‘correct’, even 
though we will never reach 100%. We received a great deal 
of constructive criticism, which we believe is due to having 
students in the same position as the teachers, making them 
able to make suggestions and share honest opinions more 
freely.

Most importantly,  the nature of the topic is one 
reason for students to be taking up the class. LGBTQ+ is 
predominantly an issue currently finding expression in 
the student generation; as this allows them to have more 
opportunities to think about and gain experience concerning 
the topic, compared to the older generations who may find 
the LGBTQ+ topic less familiar. This allows for the content 
being taught to hold more reality to allow stronger sympathy 
and compassion among the students. Therefore, we strongly 
felt that a class on a topic is more effective and meaningful 
when taught by students of the younger generation.

Another significant factor in our context was that 
some group members are close to the LGBTQ+ community, 
allowing for a more personal touch and more empathy 
adding to the effectiveness of the class.

5.3  Limitations
There are several limitations to this report. The first 

limitation is the small number of participants who are 
all from similar academic environments. Further, all 
participants are similar in that they have a certain degree of 
open-mindedness, as students of IUHW medical school have 
to pass a one-hour interview that is designed to select open-
minded and diverse students. A larger population of students 
from different schools would allow more generalizable and 
concrete conclusions about the session's efficacy. 

Secondly, the findings presented in the results and 
discussion are based on self-reported measurements and 
individual reflections. This is accentuated by the fact that 
there may be a bias in the responses given by the students 
as VUJ IUHW members are classmates or friends with the 
respondents. Whilst these qualitative measures are useful 
indicators, the LGBTQ+ topic cannot be measured by these 
types of indicators alone. With that said, incorporating more 
objective measures to reflect on a LGBTQ+ session would 
allow for better consideration of the results. 

Thirdly, these results reflect a combination of seven 
classes that were taught separately by several VUJ IUHW 
members. Although there was a manuscript to follow, each 
VUJ IUHW member carried out the lecture in a manner 

adapted to suit their particular style, which could have 
created discrepancies between the content of the classes and 
thus influenced the students’ responses.

6.  Conclusion

To conclude, the results of the questionnaire survey used 
in this report suggest high levels of student satisfaction and 
a self-reported increased understanding of the LGBTQ+ topic 
through the student-led classes. Furthermore, the students 
were able to realize their implicit bias which is important 
to prevent unintentionally hurting others. This helped us in 
achieving our goals of creating a positive and approachable 
outlook towards the LGBTQ+ topic and the class was 
effective in encouraging conversations to exchange ideas 
such as students’ beliefs and opinions of the topic.  

The lesson format presented here could be implemented 
at other medical schools to promote an environment of 
inclusiveness and to raise confidence for students to speak 
in front of other people. However, as the content of these 
lectures had an introductory role, the lesson format could 
next be adapted to include education on how to provide 
appropriate care for LGBTQ+ patients with gender sensitive 
medical interview techniques and understanding the unique 
health requirements and gender-affirming therapy for 
LGBTQ+ patients.
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Appendix B: 
English Communication Post-Class Survey

  1．この授業を受ける前，意味を知っていたものに丸をつ

けてください。

L・G・B・T・Q・＋・全て知っていた

  2．この授業を受けた後，意味を理解できたものに丸をつ

けてください。

L・G・B・T・Q・＋・全て知ることができた

  3．この授業を受ける前，LGBTQ+の状況をどの程度知っ

ていたと思いますか？

０・１・２・３・４・５

* Questions 4-10,12 were asked in the same manner as 

Question 3

  4．この授業を受けた後，LGBTQ+の状況をどの程度知れ

たと思いますか？

  5．この授業を受ける前，LGBTQ+のことをどの程度身近

に感じていましたか？

  6．この授業を受けた後，LGBTQ+のことをどの程度身近

に感じることができましたか？

  7．これから LGBTQ+の人たちが身近にいることを自覚し

て行動する必要性があると思った。

  8．全体を通して授業内容にどの程度満足できましたか？

  9．全体を通してこの授業は楽しかったですか？

10．もっと LGBTQ+について勉強したいと思いましたか？

11．来年度の生徒（新 1年生）も受けるべき授業だと思いま

すか？（英語コミュニケーションの授業にかかわらず）

いらない・やらなくてもいい・どちらでもいい・

 やってもいい・やったほうがいい・やるべき

12．英語での内容は理解できましたか？

13．この授業に改善点／要望があれば教えてください。

14．この授業を通して LGBTQ+に関して学んだことや率直

なご意見があれば教えてください。

15．将来医療従事者になるうえで，LGBTQ+に関する知識

は医療現場で必要だと思いますか？ 

 ・なぜ必要だと思いますか？（必要だと思う場合）

 ・なぜ必要ないと思いますか？（必要ないと思う場合）
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1.  Introduction 

1.1  Background 
Opportunities for international learning experiences 

have traditionally relied on intensive overseas study tours 
and education programs which are increasingly available in 
Japan.1, 2 Shimane University, Faculty of Medicine, has many 
educational opportunities available with sister institutions 
worldwide, including a 2-week overseas study tour in New 
Zealand for 1st- and 2nd-year medical and nursing students. 
It was developed in 2008 in partnership with Wintec to 
establish educational, research and cultural exchange 
opportunities. Each year in March, 15-25 of our students 
have joined the tour and more than 200 students have 
enjoyed studying overseas through this tour since 2009.

In 2020, all the overseas study tours at our university 

were suspended due to COVID. To mitigate this significant 
loss, we designed an online international healthcare program 
in partnership with Wintec to provide a global educational 
opportunity to our 1st- and 2nd-year medical and nursing 
students. 

1.2  What is COIL?
COIL is a cutting-edge pedagogical approach using 

Information Communication Technology (ICT) tools to 
provide international learning without international travel. 
COIL’s mission is to “encourage and support the development 
and implementation of collaborative online international 
courses as a format for experiential cross-cultural learning.”3 
Meta-analysis of experimental studies found that, on average, 
students learning online performed modestly better than 
those receiving face-to-face instruction.4 COIL has rightfully 
been gaining attention among educators worldwide who are 
searching for innovative ways to educate students.5 

1.3  Approach 
We  s o u gh t  to  u s e  a  we b - b a s e d ,  i n te r n a t i o n a l , 

collaborative online exchange program would help us 
provide international educational opportunities for our 
medical and nursing students. We presumed COIL would 
be valuable preparation for the increasingly diverse work 
environments of today’s healthcare professionals.
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2.  Method

2.1  Collaborative development
Our university  international  af fa irs  of f ice  and 

English language teachers collaborated with the Wintec 
International Center, School of Languages and School of 
Health to design a COIL program for our undergraduate 
nursing and medical students to connect globally with New 
Zealand healthcare educators. Through online meetings 
and email correspondence, the course objectives, schedule, 
communication tools and costs were all agreed upon.

2.2  Overall course framework
Both institutions envisioned the new COIL program as a 

multicultural experience combining online English lessons 
with lectures about the New Zealand healthcare system.

The course goals were:
(1) To help students improve English communication 

skills through online English language lessons with 
extensive question and answer time. 

(2) To broaden student thinking and increase their 
knowledge of New Zealand’s medical system through 
online lectures and interactions.

(3) To stimulate our students’ motivation for their 
medical and nursing studies.

2.3  Tools
We chose to use the popular online conference tool Zoom 

because both institutions were familiar with it and because 
Zoom easily facilitated small-group interactive activities 
through its breakout rooms.

2.4  Dates and Schedule
The 1-week course was scheduled from March 22-26, 

2021 with 3 hours per day (am in Japan, pm in New Zealand) 
allotted for online course study (Figure 1).

2.5  Cost of the course
The online COIL program cost 30,000 yen (about US 

$280) per participant and Shimane University lowered 
that cost by offering each participant a 15,000-yen 
scholarship. For comparison, our regular 2-week onsite 
New Zealand exchange program cost around 450,000 yen 
(about US $4,000) for tuition fees, homestay and hotel 
accommodations, food, travel insurance, and all travel 
expenses.

2.6  Timetable
Each of the 5 study days started with language and 

cultural lessons instructed by an experienced, certified 
TESOL educator who had taught our study groups for 
the past 5 years. From her experience, she knew our 
students’ basic characteristics, which helped her effectively 
introduce New Zealand’s culture and healthcare system 
while simultaneously helping our students improve their 
communication skills. Her lessons prepared our students to 
better understand the lectures and healthcare workshops 
that followed. COIL lectures focused on the New Zealand 
healthcare system as well as primary and mental care 
and also included 4 interactive workshops for students to 
diagnose simulated patients. On the final day, all staff and 
participants joined an online farewell ceremony in which we 
heard several short speeches and each student received a 

Figure 1.  COIL Timetable
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digital certificate.
The time for language and healthcare studies in this COIL 

program was quite limited compared with the regular onsite 
2-week tours (Figure 2) and students could not experience 
homestays, site visits to healthcare facilities or sightseeing 
trips. To replicate these missed experiences as much as 
possible, virtual tour videos were made by Wintec staff.  

2.7  Recruitment and participants
After both institutions agreed on the course schedule 

and cost, we announced the course to our students and 9 

medical plus 2 nursing students participated.

2.8  Institutional support
To support the students, we offered the same 10-week 

intensive study course for the COIL program participants as 
for the participants of the regular onsite New Zealand study 
tours. Our students prepared by studying English (especially 
with a Kiwi accent), travel and safety tips, homestay advice, 
presentation skills, and New Zealand’s history and culture. A 
week before the COIL program started, we also gave special 
online lessons on the New Zealand healthcare system to 

Figure 2.  Timetable of regular onsite study tour (2019)
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further prepare our students.
During the COIL program, 2 Shimane University English 

teachers and 1 medical doctor joined all sessions to help 
as necessary. However, assistance was given sparingly in 
order to encourage the participants to help each other and 
subjectively interact with Wintec instructors and students. 
A feedback session at the end of each day helped students 
review the day’s lessons.

2.9  Credit
This online tour program was accredited by the academic 

affairs committee of our faculty and 1 class credit was given 
to each participant upon course completion.

3.  Results 

After the course,  we investigated the students’ 
perceptions through an online survey in 6 areas to give us 
an accurate idea of what our students thought of this COIL 
program. All 11 students reported overwhelmingly positive 
impressions. Survey results are available upon request.

4.  Discussion and Concluding remarks

In the book, ‘Globally Networked Teaching in the 
Humanities,’ Administrator James R. Jansen focuses on ways 
COIL courses integrate inter- and cross-cultural literacies 
with discipline-based knowledge and methodologies.5 
Jansen sees globally networked learning environments 
directly impacting student learning in various disciplines. 
We agree with Jansen and feel the increased importance for 
medical professionals to be able to communicate in English 
with their patients and understand non-Japanese cultural 
backgrounds. 

Though the COVID pandemic prevented us from sending 
students to other countries to study, we developed an 
online study program that was reasonably successful. The 
evaluation survey results indicate that the tour participants 
felt the course helped them improve their English language 
skills. The program also increased their overall awareness 
of New Zealand’s culture and medical system. We agree with 
Vahed and Rodriguez that COIL allows students to improve 

their educational experience.6

After completing this COIL experience, educators in 
both New Zealand and Japan were encouraged. Student 
participants indicated that COIL can be an effective tool to 
provide opportunities for students to engage with peers 
and educators around the world. COIL has great potential to 
enhance students’ skills, which will allow them to function 
effectively in an increasingly diverse world.

The current study has several weaknesses. The sample 
size was small, the instruction time was limited, and there 
was no technical language proficiency assessment before or 
after the study. Although these weaknesses potentially limit 
the generalizability of our findings, we still believe COIL has 
value as an educational tool to open new avenues of learning 
for our students. Even after we restart our regular 2-week 
course to New Zealand, we will probably still offer COIL as 
an option. Considering the benefits from online learning, it is 
hard to envision a future in education without COIL. 
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1．はじめに

私の所属する株式会社アスカコーポレーションは，1995

年に薬の町，大阪は道修町で医薬翻訳分野に特化した翻

訳会社としてスタートした。中心業務は翻訳だが，近年の

論文ライティングへのニーズの高まりを受け，3年前にメ

ディカルライティング・論文課を立ち上げることになった。

2019年～ 2021年 9月までの 3年間で 100本ほどの論文ラ

イティングとそのアクセプトに携わり，その内訳は，医師

主導臨床試験，治験，市販後調査，2次解析データに基づく

原著論文，アドバイザリーボードミーティングをもとにし

た総説など多岐にわたる。アクセプトされるジャーナルは，

研究の内容や，迅速・確実な出版を目指されるご希望もあっ

てインパクトファクターが 5以下のジャーナルが多いが，

2019年末に JCO（Journal of Clinical Oncology）に 1報，

2020年にLancet Oncologyに1報アクセプトされたことで，

Top Journalに掲載されるまでに必要とされる，厳しい査読

対応の経験も積むことができた。

メディカルライティング・論文課のみの案件数ではある

が，論文ライティング，英文校正，投稿規定合わせ，投稿

論文の翻訳も含め，年平均 900件ほどをこなす中で積み重

ねてきた経験を通じ，投稿支援をサービスとして提供する

ベンダーの立場から，論文分業化のメリットと限界につい

Conference proceedings

論文ライティング分業化は論文発表促進の切り札になりうるか
Could systematic outsourcing solve fundamental issues involving medical 
publication practice in Japan?

橘　  尚子
株式会社アスカコーポレーション営業制作部メディカルライティング・論文課

Naoko Tachibana
Medical Writing Unit, ASCA Corporation

Abstract

Publication of research papers on clinical practice in Japan has been stalling, an issue ongoing since around 
2012. Due to pressure of work, Japanese doctors are unable to write papers despite having research topics 
and data available. They need external support, but for social and cultural reasons, apart from various obstacles 
involving communication, research system and funding, facilitating mechanisms are in short supply. Not only 
that, but the Clinical Trials Act instituted in 2017 resulted in heavier demands on doctors. With more stringent 
requirements regarding publication ethics, doctors are under much greater pressure when authoring papers. 
Speed in research paper publication is even harder for medical researchers to achieve now. This paper 
investigates whether systematic outsourcing could provide a solution to these issues. First, we will examine 
the prevailing factors regarding background changes in clinical trials and authoring that prevent speedy 
publication despite researchers’ efforts. Then we will discuss what outsourcing could do to facilitate clinical 
research publications, what benefits it could bring and what problems it could encounter. Outsourcing write-
up should ease pressure on medical researchers and bring in expertise from language and other services to 
assist Japanese doctors in streamlining the publication of clinical research findings. Finally, we will consider the 
usefulness of outsourcing as a key instrument in addressing fundamental issues in Japanese clinical research 
publication, with the aim of casting some light on future directions in multidisciplinary collaboration.
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て考えたい。

本稿のテーマは，「論文ライティング分業化は論文発表

促進の切り札になりうるか」である。まず，その問いに対

する答えは「Yes」である，と答えておきたい。論文は著者

（Author）のものであるが，それぞれの研究が置かれた位置

づけや得られた結果に基づき，適切な投稿先を選び，戦略

的に，タイムリーに形にしていく必要がある。研究成果が

ポジティブであろうがネガティブであろうが，それらは人，

時間，資金といった貴重なリソースを費やして得られたも

のであり，広く共有されることが待たれているからである。

そのため，私たちのような投稿支援職と連携いただくこと

も含め，適切な分業化は不可欠ではないだろうか。私たち

の経験上，適切な分業化が図れ，それぞれのプロフェッショ

ナルが専門性を活かすことができれば，迅速な論文化の助

けになりうる。

ただし，特に臨床の論文においては多職種連携を図る必

要があり，また著者には全体をとりまとめる指揮をとって

もらわねばならない。論文のコンセプトを固め，仕上がり

イメージを持つとともに，協力する諸機関をうまく連携さ

せるためにも，著者には論文に求められる要件について十

分知っておいていただく必要がある。

まずは日本の医薬論文執筆の現場で，著者が置かれてい

る状況について概観しつつ，論文作成時に起こりがちな問

題と，適切な分業化がその問題をどのように解決しうるか

を考えてみたい。

2．日本の臨床医学論文数

まずは日本からの論文発表は促進されるべきであるとい

う前提に基づき，日本の臨床論文の発表数が少ないという

現状について概観したい（図 1）。

日本の臨床医学分野の論文発表数が少ない，ということ

が問題化したのは 2012年ごろのことである。まず，基礎研

究の分野では，いわゆる Top journalを含む基礎医学系のラ

ンキングで Top 5に入っている分野があるのに対し，臨床

医学分野の論文数は世界 25位になり，その少なさが大きな

問題として取り上げられた。1  その後現場の努力により臨床

医学分野の論文数は増えているが，2021年 8月の『文部科

学省科学技術指標 2021』の報告では，中国が米国の国際競

争相手国として存在感を増しているのに対し，日本の位置

づけが低下傾向であることが指摘されており，引き続き英

語論文作成への支援が求められる状況であると考えられる。2

同じように，2000～ 2015年の NEJM，Lancet，JAMA

など臨床医学の Top Journalにおける日本人発表論文数の問

題を取り上げた 2017年の西村らの論文によると，日本人の

Top Journal掲載数は全論文数の 1%前後で推移しており，

そもそも決して多くはなく，日本の国際競争力を高めるに

は，日本人を筆頭著者とする論文をいかに増やすかという

議論が必要と論じられている。3  ちなみに，米国は安定して

40%程度の掲載数をキープしているとの結果であり，近年，

中国が発表論文数，引用数において躍進を遂げている事実

に照らしても，この状況について日本では目覚ましい改善

が起こっているとはいいがたい状況にあると思われる。

3．Publish or Perish

出版か死か，4  これは研究者がさらされているプレッ

シャーを表す言葉としてつとに有名であるが，図 2では

Publish or Perishがさらに進化して，研究者ががっくり

と膝をつくイラストとともに Publish frequently in high 

impact journals and maybe you won’t perishと吹き出し

がついている。研究者とは，出版への過剰なプレッシャー

図 1．日本の臨床医学論文数の問題点
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を受け続ける存在である，ということを示すカリカチュア

だが，実は日本の状況も同様であることを示すデータがあ

る。図 3はその国際ランキングを示しているが，10位まで

に日本人 5人がランクインしている。

カッコ内の数字は論文の本数で，日本人が 1位で 183本，

3位 105本，4位 81本，7位 53本。2021年 6月に日本人

研究者がさらに 1名仲間入りをすることになった（117本）。

4．取り下げ論文件数ランキング 

実は，図 3のランキングは Retraction Watch，つまり取

り下げ論文数の世界ランキングであり，2021年にランクイ

ンした日本人研究者の取り下げ論文の種類は，Letter to the 

Editor，Original Article，Case Reportなど多岐にわたる

上，それらすべてにデータ改ざん，不適切な Authorshipが

確認されているとのことである。5  2019年 8月 17日号の

Science誌でも日本の生命医学系分野で研究不正が多いこと
が 『Tide of Lies』として大きく取り上げられたが，6  この取

り下げ論文ランキング上位にランクインしている 6名の日

本人は，すべて医師，医療系研究者で，研究者本人の問題

もさることながら，所属先のレビュー，管理体制の問題も

指摘されている。7

1本の論文を Journalに投稿し，その論文がアクセプトに

至るまでにはさまざまな準備と，共著者，貢献者，また編集

者とのやり取りがあるはずで，これら共著者たちの労力もレ

ビューするレビュアーや編集者の労力も含め，多くのリソー

図 2．Publish or Perish

図 3．日本人著者のランキング
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スが無駄になっているということが本当に惜しまれる。

Publish or Perish のプレッシャーにさらされてい

る，ということが引き起こす最も大きな負の側面がこ

の Retraction Watchにみられるような 改ざん，不正な

Authorshipの問題と言えると思うが，この問題の重要なポ

イントとして，日本では Authorshipの意識が希薄で，共著

者を含む著者責任が論文作成にあたって適切に果たされて

いないのではないことが考えられる。その点について少し

詳しく見ておきたい。

5．著者とは何か 

結局，これら問題を含んだ論文が，共著者がいる論文で

あるにもかかわらず公になっているということは，共著者

の責任でもある。著者とはいったい何なのか，何をする存

在が著者なのか。論文の分業化を促進するためには，この

問題を，論文作成にかかわる関係者全員がはっきり認識し

ておくことが必要である。これは論文が書ける，書けない，

英語ができる，できないといったテクニカルな問題以前の

出版倫理の問題であり，知らなかったでは済まされず，研

究者生命を失うこともあり得るからである。

国際医学雑誌編集者会議（ICMJE）の Recommendations

では著者の 4条件を定めており，著者であるためにはこれら

4条件すべてを満たすことが求められている （図 4）。8名前だ

けを論文に貸してもらうといったような，いわゆる名誉著

者，ゴーストオーサーなどは認められない。著者の 4条件

は以下のとおり。

1. 研究のコンセプトやデザイン，または研究データの収

集や解析，解釈に十分貢献している 

2. 論文の重要な知的な内容について，執筆，修正を十分

に行っている 

3. 発表原稿について最終的な承認をしている 

4. その論文のいかなる部分に対する正確性や整合性に関

連した疑問をも適切に調査し，解決することを保証す

ることで，論文の全ての側面に責任を持つことに同意

する

執筆修正を十分に行っているという側面に関しては，物

理的なコメント分量とお考えいただければよい。内容にか

かわる本質的なコメントを加え，論文を仕上げることに責

任を持つことを意味している。 

Retraction Watchの例では，共著者の博士号剥奪，降格，

免職などの処分がとられた例もある。分業化をテーマとし

た本稿の最初に Authorshipを取り上げたのは，著者として

名前を掲載されるということは，不正や誤りがあったとき

に自分は知らなかったとは言えない，ということをまずご

理解いただきたかったからである。

6．ライターと著者の違い

Authorshipの問題と関連して，次にライターの位置づ

けについて考えたい。分業化で著者を助ける一番の立役者

はライターであるが，ライターは ICMJEの 4つの著者要

件を満たさないことも多く，著者にはあたらず，貢献者

（Contributor）として論文に名を残すことが多い。9

ライターは著者のインプットに基づいてライティングを

実施する役割を果たすプロフェッショナルであり，著者の

手足となる存在であるが，コンセプトの作成，データのイ

ンプットや解釈，研究のリサーチクエスチョンおよび得ら

れた結果からどのような結論を導くのかは，著者の役割で

ある。お金を支払ったのだから，あとは全部ライターにおま

かせ，というわけにはいかないことをご理解いただきたい。

ライターを起用するメリットについて，企業主宰による医

図 4．著者とは何か
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学研究の公表の実施に関する基準である Good Publication 

Practice （GPP） 3 10では下記のように述べている。

「特に著者に時間の制約がある場合や，または著者が公

表倫理や最新の公表および研究報告に関するガイドライン

に精通していない場合に，適切に訓練を受け経験を積んだ

メディカルライターは，著者がコンプライアンスを遵守し，

報告に必要な内容を欠くところなく，また，適時に公表を

作成できるよう著者を補佐することができる」，「プロフェッ

ショナルのメディカルライターには，研究結果が必ず，明

確かつ正確に読者に示され，恣意的に誤解を招くことがな

いように努める責任がある。新たに出現しつつあるエビデ

ンスから，プロフェッショナルのメディカルライターの起

用が論文の質を向上させ，また研究不正による（論文）撤

回のリスク減少に寄与している，ということも明らかになっ

ている」。10

実際，ライターや私たちのようなライティング支援企業

のスタッフは投稿に求められる Publication Ethicsについ

ても把握しているため，論文作成や投稿に関連する煩雑な

手続きや，ジャーナルごとに異なる細かい投稿規定合わせ

を著者に代わって実施することが可能である。

これらの論文作成にかかるテクニカルな部分は，著者で

なくても対応できるため，分業することで忙しい著者の負

担を減らすことが十分可能である。

臨床試験の公表運営委員会（Steering Committee）など

がある場合は，ライターの起用を計画に含めておき，可能

であればライターが参加できるようにする， あるいは試験の

進捗について議事録や中間解析などの資料を共有しておく

などの工夫をすれば，よりスムーズに論文ライティングに

着手可能であろう。

なお，論文執筆時の国際的なルールとして，ライターに

執筆サポートを依頼した場合は，必ず謝辞あるいは funding

のセクションに氏名および所属を，ライティング費用の出

資先名とともに記載しなければならない。9, 11  同じように，

論文執筆にあたって英文校正や投稿規定合わせ，翻訳など

のエディティングサポートを受けた場合も必ずその旨を謝

辞に記載する必要があるが，9, 11 日本人の論文ではその点が

守られていないことが多く，初回投稿時に，ジャーナル編

集者による quality checkで差し戻されるケースが後を絶た

ない。実際には英文校正を受けていても，謝辞に記載がな

ければ「英語を母語としない日本人が英文校正を受けずに

投稿している＝英語が悪い」と判断されて差し戻されてし

まうこともある。「貢献者は開示する」というルールを知っ

ているだけで出版までの時間のロスは防げる。ぜひ，念頭

に置いておいていただければと思う。

7．日本の著者たちは忙しいのか

GPP 3中には，上記でご紹介したように，時間の制約が

ある著者，という文言があるが，その忙しさを感じていた

だけるデータをお示ししたい。

筆者が，コロナに関する臨床試験登録状況を確認した

く，2020年 3月末にWHOの International Clinical Trials 

Registry Platform （ICTRP）に アクセスし，登録試験数を

ざっと見てみたところ，臨床試験，観察研究，国際共同研

究も含めて 928件の臨床試験が登録されていたが，その当

時，日本からの試験登録は 6件，国際共同研究を含めても

14件で全体の 2%にすぎなかった。ちなみに中国が 612件

で 66%，欧米諸国が 120件ほどで 13％であった。12

この数字をみて，実は筆者は少なからずショックを受け

た。臨床試験登録の数は，そのまま臨床試験結果の報告論

文数と連動する。ヒト対象の試験は，臨床試験登録をして

いないと国際誌への論文投稿はできないため，臨床試験登

録がなければ，試験終了予定 1年後の臨床の論文は国際誌

には掲載できない，ということを意味する。もちろん，全

ての臨床試験の結果が論文化されるわけではなく，臨床試

験登録レコードのうち 2年以内に論文化されるのは半数程

度，研究機関によって差がかなり大きいとの米国での調査

結果があるが，13  それでもこの圧倒的な臨床試験登録数の差

は，日本の医療現場の医師がとにかく忙しい，そして適切

な論文化に関するサポートを受けられていないということ

を如実に示していると感じられた。2021年 7月の JASMEE

での発表にあたり，2021年 6月 26日段階でのWHOのレ

コードを再度確認してみたところ，3,790レコード中 59レ

コードまで日本の臨床試験数も増加していた。

ちなみに，2020年 3月，日本が世界に先駆けて感染制御

に成功しているといわれていた時期に，COVID-19の感染制

御に携わられている先生から弊社に，「すぐに書いて出版し

たいテーマがあるが，自分では論文執筆に割く時間がない

ので」とのことで論文ライティングのご打診をいただいた

ことがあったが，論文のコンセプト作成や打ち合わせ，レ

ビューラウンドに割く時間がない，事前に執筆予算がとら

れていないなど，さまざまな制約があり，残念ながらタイ

ムリーな論文発表にはつながらなかった。迅速さを求めら

れる論文出版の分業化には，ベンダー側にも通常よりいっ

そうの機動力と専門性が求められ，工程にも工夫をしない

と忙しい著者のお役に立つことはできない，ということを

痛感させられる経験となった。
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8．著者たちが直面している負担の例

著者は日々の実務に追われて忙しいが研究成果を公開し

なければならないというプレッシャーにさらされている。

しかし，論文に関する不正は後をたたない。著者たちに不

正を起こさせない厳しい体制がとられることで，もともと

忙しい著者たちにとっては，より大きな負担がかかる状況

となっている。

2018年 4月から施行された臨床研究法では，特に製薬企

業から資金提供を受けるもの，未承認あるいは適応外使用

の研究は特定臨床研究として管理体制が非常に厳しくなり，

罰則ありの順守義務がある。図 5は研究代表医師，研究医

師の責務として臨床研究法下で必要とされる準備の例を示

したものである。もともとは不正が起こらないための手続

きだが，開始前の準備，管理のための手順増加，実際の研

究実施のみならず，書類，データや記録の保管といった管

理運営面での業務量が増加し，患者匿名化の手続きなども

あって負担が大きい，というご事情を耳にすることも多く

なった（図 6）。 

試験の管理運営面の支援に関しては，大学や病院の臨床

研究支援センターや公益財団法人・NPOの研究支援センター

が実施されているケースが多く，私たち投稿支援ベンダー

のクライアントとして，これらの研究支援センターから論

文ライティングを受注するケースも増えている。

図 6．臨床研究にあたって必要とされる業務の例

図 5．研究代表医師／責任医師の責務の増大
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研究支援センターと投稿支援ベンダーが協力体制を組む

ことで，たとえば論文の査読対応に際して，レビュアーか

ら要求されるデータや，管理運営面に関する情報提供に迅

速な対応をお願いすることができ，再投稿期日内でのスピー

ディな対応が可能になる。他にも，試験開始時に，論文投

稿の際に Supplementとして提出を求められることの多い

試験実施計画書や統計解析計画書の英訳をスタートしてお

くなど，試験終了時のスピーディな論文化，論文投稿を見

越した準備を協力して進めることが可能になる。研究開始

前の計画段階から，論文化に必要とされる時間やリソース

を確保し，チームメンバーに加えておくことをおすすめし

たい。10

9．臨床試験登録 

試験開始にあたり，患者登録前に必須なのが臨床試験登

録だが，これも分業化しやすい作業といえる。先ほど取り

上げた臨床研究法の図 6「実施時」と「終了時」に「jRCT

に登録して開始」「jRCTに結果を登録して終了」という文

言があったが，臨床試験の始まりと終わりに所定の情報を

登録する作業が発生する。

日本ではWHOで承認されている臨床試験登録レジスト

リーは 4つあり，大学病院医療情報ネットワークセンター

が運営する UMIN-CTR，製薬企業主体の治験登録が多い

JAPIC，医師会が開設している医師主導研究の登録が多い

JMA CCT，臨床研究法の登録のために開設された jRCTの

4つが存在していた。ただし，この状況にも変化があり，

2020年 9月から JAPICと JMAは治験の新規登録を停止，

現在は UMINと jRCTの 2つの登録レジストリーのみ，治

験の登録は jRCTのみの体制となっている。14

このレジストリーに，24項目からなる Trial Registration 

Data Set（図 7） 15を，最初の患者を登録する前に登録して

おくことからスタートし，試験終了 1年以内には結果登録

を完了するという基本のタイムラインを押さえておけば，

これらのデータセットを登録するのは比較的簡単である。

COVID-19パンデミック下で，日本の臨床試験登録がタイム

リーに行われていなかった状況から考えても，適切に研究

支援センター等と連携し，研究をスピーディに開始し，論

文化するためのフレームワークを整えておくことが重要だ

と考えられる。ちなみに，国際共同研究等で米国の Clinical 

trials.govを利用する場合は，データセット作成に独自の基

準があり一手間かかるので，事前準備をして登録に臨まれ

ることをおすすめしたい。

10．Data Sharing Statement

WHOの定める Trial Registration Data Setは，Minimum 

Data Setと呼ばれ，臨床試験登録開始当初は 20項目だった

が，2018年以来 24項目となった。追加になった項目の中

で特に重要なものの中に Independent patient data（IPD：

個別症例データ）共有計画がある。この項目は ICMJE 

Recommendations の 中 で も「Data Sharing Statement」

として 論文内に記載を要請されているセクションと関連し

ている。16

図 7．Trial Registration Data Set
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Data sharingとは，著者が実施した臨床試験症例の匿名

化したオリジナルのデータセットを，第三者に一定の条件

のもとに共有することを指す。これにより，他の研究者が

必要に応じて症例データの査察や，統計解析のやり直しを

行うことができるようになるため，臨床データの捏造・改

竄のチェックも可能になり，研究者（研究資金提供者も含む）

にとって都合の悪い統計解析結果を隠蔽することができな

くなる。

Data sharing statementで要求されているのはデータ共

有の statement，つまり開示するのかしないのか，すると

したらどのレベルまで開示するのかを statementとして表

明することまでで，IPDそのものの公開は義務付けられてい

ない。しかし，2021年 5月 7日に，WHOは国際薬事規制

当局連携組織（ICMRA）と共同で，製薬業界に対し，全て

の新医薬品やワクチンの臨床試験データの公表を求める共

同声明を発表した。17  世界の公衆衛生上の重要課題にスピー

ディに取り組むための提言であるが，この共同声明をきっ

かけに，データシェアリングが加速する可能性も考えられ

る。COVID-19に関連して取り下げ論文を出すことになっ

た Lancetも，2020年 9月にデータに関する開示ポリシー

を改訂した。18  論文の共著者のうち複数名がデータにアクセ

スし，確認したことを証明する文書への署名を求める，研

究の手法にかかわらず，全ての論文について Data Sharing 

Statementを義務付け，その内容も考慮に入れる，大規模

なデータセットについては，statistical peer reviewに加え，

データサイエンスの専門家による査読も実施する，という

ものである。

今，Data sharingに関しては世界的に大きな動きが起こっ

ている最中なので，単に投稿規定で求められる statement

を形だけ記載するのではなく，ジャーナルや，世界の読者

からの要求に応える準備をすることが求められる状況にあ

ることは認識しておく必要があると考えられる。

11．論文ライティング分業化のメリット

11.1　形になる
では，いよいよ分業化で得られる具体的なメリットにつ

いて考えたいと思う。

図 8は，弊社で実際に実施したプロジェクトの内訳を示

している。ある研究支援センターからのご依頼で，臨床試

験データに基づく 2次解析論文の投稿支援業務であり，研

究基金は，研究領域に関連ある製薬メーカーの出資であっ

た。つまり，論文ができない 2大理由である「時間がない」

「お金がない」のうち，少なくとも「お金」に関しては，必

要に応じてきちんと出資を得られる状況であった。

プロジェクト開始当初，9テーマ分の研究計画と発表計

画（公表時期）の予定を知らされていたが，「日々の臨床で

忙しく論文執筆に着手できていない」「解析が完了しておら

ず，論文執筆に着手できない」などのご事情があり，弊社

の作業開始予定期日内に作業が開始できたのは 0件。なん

とかアクセプトまで到達できたのは弊社に論文ライティン

グとして依頼いただいた 2件と，予定を 1年以上超えて著

者が自力で執筆された英語論文 1件の英文校正のみであっ

た。ちなみに，プロジェクト全体の責任研究者も含めて，

担当プロジェクトマネージャーおよび研究支援センターの

担当者が 2～ 3か月に 1度，メールや電話でリマインドを

行い続けた上でこの結果である。着手すらできないという

事態に比べれば，ライティングを分業化することで，少な

図 8．分業化のメリット：形になる
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くともアクセプトまで予定期間内に到達できるということ

を示す好事例ではないだろうか。

資金が不足していることが，論文ライティングが分業化

されない理由だと筆者は思っていたのだが，まずは論文執

筆を計画するところから介入が必要であることを痛感した

一件であった。

11.2　英語力が原因で起こる問題を回避：剽窃
「形にできる」以外にも分業化のメリットはある。弊社

には翻訳部門もあることから，ライティングだけではなく，

英文校正や投稿規定合わせ，代理投稿といった形でも投稿

支援をさせていただくことが多い。英文校正や投稿論文の

チェックをご依頼いただいたときに出会う問題の一つがコ

ピペの問題である。

日本人は英語を母語としていないので，「英借文」とい

う形で，何らかの形で既報の表現を使いまわすこともあろ

うかと思う。しかし，近年，多くのジャーナルや学会が剽

窃チェッカーを導入しており，コピペがある一定の割合を

超えてしまうと，査読に入る前に差し戻しされる原因にな

る。自分の論文からのコピペであっても「自己剽窃（self 

plagiarism）」といわれ，重複とみなされるので注意が必要

である。

iThenticateのような剽窃チェッカーは，機械的に既報と

の重複個所をパーセンテージとして出してくるので，例え

ば，数値を入れ替える作業だけでは重複のパーセンテージ

を下げることはできない。

態を変える，大幅に文章を書き換えるなどの手を加える

か，思い切って日本語から翻訳を依頼する，リライトを依頼

するなどの形で手を入れると確実に改善できる。ジャーナル

の基準にもよるが，目安として，重複割合が 20%以下でな

ければならないと考えておいていただければよいと思う。

11.3　文章力が原因で起こる問題を回避
上記のように，英語が母語ではないという問題は日本人

にとって一つの大きな壁かもしれないが，実は，論文をど

のように効果的に作成するか，どのように情報を整理し，

どのように構成すれば人に伝わる論文になるのかという意

識が乏しく，英語以前の問題が大きいケースも多い。

「人に読んでもらう」「うまい論文の構造をまねる」「パラ

グラフライティングの基礎を身につける」「まずは日本語で

伝わる論文を書く」 などのトレーニングも必要だと思う。

これらはやはり学生時代や論文書き始めのころにしっか

り学ぶ必要があり，どの大学も単発の講義や短期集中講義と

して，このような論文作成系の講義を設定されていると思う

が，講義で表面的な方法を学んだからと言って，すぐに身に

つけられるスキルではないのが頭の痛いところである。

弊社でも，論文の専門人材の育成のために論文の構造や

規定に関するトレーニングを実施しているが，英語力だけ

ではなく，幅広い Publication関連の知識を身に付ける必要

があり，細部にまで及ぶ注意力が必要なため，一人が完全

に独り立ちするのに 1～ 3年はかかり，残念ながら学んだ

からと言って誰もができようになるわけではない。はっき

りと向き不向きがある。

大学や職場で，誰もが理解できる部分についての

Publicationの基礎教育は実施する。しかし，文章を書くの

が苦手，どうまとめればいいのか分からない，考え込んで

いるうちに時間だけが過ぎていく，という人向けには，実

際の論文作成や投稿に習熟したサポート人材をうまく配置，

活用し，論文発表を促進できるような仕組みを作る必要が

あるのではないだろうか。

11.4　国際的なガイドラインの順守
論文作成にあたっては，単に研究成果をまとめればよい

のではなく，国際的な論文執筆・公表のルールに基づいて

論文を作成しなければならない。Publication Ethicsをめぐ

る規定も細かく，厳しくなる一方だが，論文の作成にあたっ

ても，順守すべき作成ガイドラインが指定されることがあ

る。その代表的なものが，EQUATOR Networkのガイドラ

インである。19

EQUATOR Networkというのは， 透明で正確な報告と

robustな報告ガイドラインの幅広い使用を促進することに

より， 公開された healthcare research literatureの信頼性

と価値を向上させることを目指す，国際的なイニシアチブ

である。このプロジェクトの中で最もよく知られているの

は，ランダム化比較研究の質を向上させるための 25項目か

らなるチェックリストと Patient �low diagramを使用する

CONSORT Statementであるが，20  最近ではランダム化比較

研究だけでなく，さまざまな研究デザインの試験報告に対

し，これら EQUATOR networkのガイドラインを使用して

論文チェック実施後に投稿するよう定めるジャーナルが増

えている。投稿時に論文とあわせてチェックリストを提出

することが求められるので，論文作成時から意識してこれ

らのガイドラインを考慮に入れつつ論文作成を進めていく

必要がある。

論文ライティングの依頼を受けたライターは，投稿ジャー

ナルの規定を確認しながら執筆を開始するが，規定で指定

がある場合は，これらのガイドラインを考慮に入れつつ作

成を進める。これらのガイドラインを使用すると作成され

た論文の質が高まるというエビデンスもあるので，21 これら

のガイドラインの存在を知っておくことは著者の強みにな
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る。470ものガイドラインが公開されているので，論文を

書く前に，ぜひ自分の執筆する論文のタイプにあったガイ

ドラインを確認することをおすすめしておきたい。

国際的なガイドラインを日本語で概観されたい場合は，

『臨床研究と疫学研究のための国際ルール集』，22『臨床研究

と疫学研究のための国際ルール集（Part 2）』23が必要なガ

イドラインを網羅しており参考になる。ただし，これらの

書籍は 2008年，2016年の出版であり，現在ではアップデー

トされているガイドラインも多いため，必ず最新版をWeb

検索で確認の上，ご参照いただきたい。

12．多職種連携が求められる場面

臨床試験の論文は，特に査読対応時に多職種連携のあり

がたみを感じることが多い。

Lancet Oncologyの査読対応時には，48時間中，24時

間中など，短い制限時間内に事務局，統計解析専門家，ラ

イター，著者，プロジェクトマネージャーが，それぞれ全員，

最速で対応し，エディターから要求された追加データを集

め修正を実施し，あわせて投稿に必要なジャーナル編集部

の Quality checkをクリアするための書式を整えるために奔

走する必要があった。対応内容を例として図に示す（図 9）。

この時間制限付きの査読対応は 1回 2回では済まず，し

かも毎回，相当量の修正と調査，資料の提出が要求される。

そのため，著者一人の努力では追いつかず，完全にチーム

力がものを言う。必要な情報を集め，書類を作り，英訳す

るなどの作業は著者でなくてもできる。著者には全体を見

渡す司令塔として，適切な指示を出す立場として力を発揮

いただければと思う。

13．論文ライティング分業化の限界

分業化にも限界はある。

論文執筆を分業化し，プロのライターに依頼したら素晴

らしい論文が魔法のようにできあがるかというと，そんな

ことはない。著者が書こうとしている論文の一番の専門家

は著者であり，Clinical Questionに基づく研究のアイデア

は，実際に臨床に携わっている著者にしか出せない。

論文のアウトラインから作成してほしいとのご依頼を受

けることがあり，もちろん作成は可能なのだが，著者との

内容調整や擦り合わせが必ず必要となる。アウトラインの

アイデアを出し，データを解釈し，論文を批判的に吟味す

るのは，Authorshipの観点から言っても著者の役割であり，

ライターとの相性が悪ければ，論文が完成するどころか途

中でもの別れに終わることもあり得る。

ライターが書き，著者がレビューするラウンドを最低で

も 3ラウンド程度は繰り返すので，執筆がどれだけ順調に

進んだとしても，投稿までに 3～ 6か月はかかるケースが

多い。アカデミック価格はないのか，とお叱りを受ける程

度に高額な執筆費用も必要となる。

14．おわりに

上記のような限界はあるが，あらためて今回の問い，「論

文ライティング分業化は論文発表を促進するか」に対して

は，「Yes」と答えたい。 

論文を発表していくにあたり必要な支援は多岐にわたる

（図 10）。本稿で見てきたように，論文作成において，著者

が置かれている時間がない状況と，必要とされるさまざま

図 9．多職種連携が求められる場面
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な周辺業務，また，国際誌への発表に際して求められる，

細かく厳しい要件を満たしながらの執筆には，専門的な支

援が必要である。多職種連携による分業化によって著者の

負担を減らし，著者が著者にしかできない部分に注力する

ことで，論文作成をスピーディに進めることが可能になる。

先に分業化の限界の項で見たように，論文作成の分業化

は万能の解決法ではない。それでも，論文発表，特に臨床

に関する論文発表の促進は，日々忙殺されている著者の負

担を軽減し，業績をもたらすだけではなく，今現在困って

いる患者さんたちの状況改善につながるという点において，

積極的に手を打つべき課題であるといえるのではないだろ

うか。

今回，第 24回 JASMEEのシンポジウムのテーマ『英語

論文作成の分業化：多職種連携の実情』での各専門家によ

るレポートから，論文作成分業化に際しての問題意識が共

有されていることを非常に心強く感じた。弊社としては，

今後も多職種での連携を推進し，投稿支援の現場から，著

者の皆様へのサポートを提供していければと考えている。

謝辞　今回の特別セッションでの発表および本稿の執筆

にあたり，貴重な機会とご助言をいただいた小松ソフィア

病院の元雄良治先生，東京有明医療大学の津谷喜一郎先生

に心からの謝意を表したい。第 24回日本医学英語教育学会

学術集会に参加された先生方からも貴重なご助言をいただ

いた。また，抄録の英訳に当たっては，高田としえ氏（ア

スカコーポレーション）に日本語学会抄録のエッセンスを

的確に英語化していただいた。心より御礼申し上げたい。

本稿はアカデミックな研究ではなく，投稿支援の現場で

の経験と学会口演をもとにした原稿のため不備が多々ある

と思うが，誤りは全て筆者によるものである。

文　　献
 1. 辰巳邦彦．2012．主要基礎・臨床医学論文掲載数の国際比較．
医薬産業政策研究所　政策研ニュース No.35．<https://.jpma.
or.jp/opir/news/pb1snq0000003d88-att/news www -35.pdf> 
（Accessed Nov. 15, 2021）

 2. 文部科学省科学技術・学術政策研究所．2021．科学技術指
標 2021．<https://www.nistep.go.jp/research/science-and-
technology-indicators-and-scientometrics/indicators>（Accessed 
Nov. 15, 2021）

 3. 西村多寿子，進　正彦，埴岡健一，池田俊也．2017．主要臨床
医学雑誌の原著論文掲載数と研究内容の国際比較．国際医療福
祉大学学会誌  37-48．

 4. 山崎茂明．2007．パブリッシュ・オア・ペリッシュ 科学者の
発表倫理．みすず書房．

 5. Retraction Watch. <https://retractionwatch.com/the-retraction-
watch-leaderboard/> (Accessed Nov. 15, 2021)

 6. Kupferschmidt K. 2018. Tide of lies. Science 361(6403): 636-641.
 7. Else H. 2019. What universities can learn from one of science’s 

biggest frauds. Nature 570: 287-288.
 8. ICMJE Recommendations. 2019. De�ining the role of authors 

and contributors. 2. Who is an author? <http://www.icmje.org/
recommendations/browse/roles-and-responsibilities/de�ining-
the-role-of-authors-and-contributors.html> (Accessed Nov. 15, 
2021)

 9. ICMJE Recommendations. 2019. De�ining the role of authors and 
contributors. 3. Non-Author Contributors. <http://www.icmje.
org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/
de�ining-the-role-of-authors-and-contributors.html> (Accessed 
Nov. 15, 2021)

10. Battisti WP, Wager E, Baltzer L, Bridges D, Cairns A, Carswell CI, 
et al; International Society for Medical Publication Professionals. 
2015. Good publication practice for communicating company-
sponsored medical research: GPP3. Ann Intern Med 163(6): 461-
464.

11. ICMJE Recommendations. 2019. Disclosure of �inancial and non-
�inancial relationships and activities, and con�licts of interest. 2. 
Reporting relationships and activities. <http://www.icmje.org/
recommendations/browse/roles-and-responsibilities/author-
responsibilities--con�licts-of-interest.html> (Accessed Jan. 11, 
2022)

12. World Health Organization. International Clinical Trials Registry 
Platform (ICTRP)-COVID-19 clinical trials csv format. <https://
www.who.int/clinical-trials-registry-platform> (Accessed March 
31, 2021)

13. Chen R, Desai NR, Ross JS, Zhang W, Chau KH, Wayda B, et al. 2016. 
Publication and reporting of clinical trial results: cross sectional 
analysis across academic medical centers. BMJ 352: i637. doi: 
10.1136/bmj.i637.

14. 公益社団法人日本医師会治験促進センター．2020．薬生薬審発
0831第 9号への対応について．<http://www.jmacct.med.or.jp/
plan/noti�ication0831-9.html>

15. WHO Trial Registration Data Set (Version 1.3.1). 2018. <https://
www.who.int/clinical-trials-registry-platform/network/who-
data-set>

16. ICMJE Recommendations. 2019. Clinical trials. 2. Data sharing. 
<http://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-
and-editorial-issues/clinical-trial-registration.html> (Accessed 
Nov. 15, 2021)

17. World Health Organization. 2021. Joint statement on public 
disclosure of results from clinical trials. <https://www.who.
int/news/item/18-05-2017-joint-statement-on-registration> 
(Accessed 15 Nov. 15, 2021)

18. The Editors of the Lancet Group. 2020. Learning from a retraction. 
<https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-

図 10．多職種連携例

09_CP：Tachibana_CS4.indd   63 22/02/15   11:35



Journal of Medical English Education    Vol. 21 No. 1  February 202264

Conference proceedings

6736(20) 31958-9/fulltext> (Accessed Nov. 15, 2021)
19. EQUATOR Network. <https://www.equator-network.org/> 

(Accessed Nov. 15, 2021)
20. CONSORT Statement. 2010. <http://www.consort-statement.

org/> (Accessed Nov. 15, 2021)
21. Plint AC, Moher D, Morrison A, Schulz K, Altman DG, Hill C, et al. 

2006. Does the CONSORT checklist improve the quality of reports 

of randomised controlled trials? A systematic review. Med J Aust 
185(5): 263-267.

22. 中山健夫，津谷喜一郎（編著）．2008．臨床研究と疫学研究の
ための国際ルール集．ライフサイエンス出版．

23. 中山健夫，津谷喜一郎（編著）．2016．臨床研究と疫学研究の
ための国際ルール集（Part 2）．ライフサイエンス出版．

09_CP：Tachibana_CS4.indd   64 22/02/15   11:35



65Vol. 21 No. 1  February 2022    Journal of Medical English Education

1． 医療通訳概論を含む新設コース「ヘルスコ
ミュニケーションコース」の概要

1.1　コース開講の経緯
近年，訪日外国人旅行者や在留外国人の増加により，医

療機関を受診する外国人患者が著しく増加してきた。新型

コロナウイルス感染症の影響で，今年に入り訪日外国人の

数は落ち込んでいる。しかし，日本国内で就労する在留外

国人がいるため，病院の外国人患者受け入れ態勢整備の必

要性は依然として高い。

外国人患者の受け入れをしている病院の多くが，受け入

れた外国人患者への言語による対応や，文化・生活習慣の

違いを踏まえた対応に困難を感じている。外国人診療にお

ける言葉の問題はグローバル社会の課題であり，日本にお

ける医療通訳者の育成は重要な課題である。しかし，現状

は医療現場では正式に訓練を受けたプロの通訳者が少なく，

患者の家族，友人，医療者など，通訳とは関係のないバッ

クグラウンドの人が通訳者となることも多く，誤診やコミュ

ニケーション不全，病状の悪化につながる恐れがあること

が問題視されてきた。深い知識を持つコミュニケーション

の仲介者としての訓練を受けた医療通訳者の必要性は，ま

すます高まっている。

医療通訳概論は，このような状況下で順天堂大学大学院

医学研究科に 2021年に創設された，ヘルスコミュニケー

ションコースの中核的講義として開講した。本講義のコー

スに占める割合は，必要履修科目 30単位以上のうち 2単位

であるが，厚生労働省のWebサイトに公表されている，医

療通訳育成カリキュラム基準に示されている教育項目のう

ち大半を本講義内で学習するため，中核講義として位置づ
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けられている。入学後間もない 1年生前期に 16コマ履修す

ることと，医療通訳の現場で活躍する外部講師が講義の大

半を占めることも特徴である。

医療通訳概論を含む本コースは，ヘルスコミュニケーショ

ン学を学べることも大きな特徴である。ヘルスコミュニケー

ション学は，コミュニケーション学という独自の理論，方

法論を，医療・公衆衛生へ応用した学問であるが，医療従

事者・患者間のコミュニケーションのうち医療従事者と外

国人患者間のコミュニケーションに焦点を当てた学位プロ

グラムは，我が国において未だ数少ない。ヘルスコミュニ

ケーションコースでは，「厚生労働省の医療通訳養成カリ

キュラム」に基づく認定医療通訳者養成講座を修め，医療

通訳に必要な専門的知識，技法を体得し，医療通訳を必要

としている外国人患者や家族に適切な支援を提供し，医療

者と外国人患者間の仲介者として，コミュニケーションを

支援・研究する，医療・公衆衛生分野において重要な役割

を果たす人材養成を目的として創設された。

ヘルスコミュニケーションコースの講義が実施される本

郷お茶の水キャンパスに隣接する順天堂大学医学部附属順

天堂医院は，高度医療，先進医療を提供する病院として，

厚生労働省に認定された「特定機能病院」である。海外か

らの受診希望者への相談対応および受け入れや，日本滞在

中の外国人の方が医療を必要とした際の支援体制を充実さ

せるため，平成 30年 7月 1日に順天堂大学医学部附属順天

堂医院に国際診療部が設立された。新設のヘルスコミュニ

ケーションコースでは，国際診療部での医療通訳実践の機

会を提供している。

ヘルスコミュニケーションコースでは，医科学の基礎的

知識を身に付け，さらに専門的研究力を身に付けるための

教育課程として，基礎教育科目，専門教育科目，特別研究

科目を設定している。基礎教育科目では，医科学分野の基

礎的知識を修得し，のちに専門的研究力を身に付けるため

に必要となる基礎的な能力を修得するカリキュラムを編成

している。専門教育科目では，医療関連企業従事者，病院

勤務者，大学・研究所勤務者などが，それぞれのキャリア・

興味・関心に応じて，高度な専門的知識・技能および研究

を遂行できる能力を修得する授業を展開するとともに，研

究者や高度専門職業人に求められる判断力，強い責任感お

よび高い倫理観を育むカリキュラムを編成している。特別

研究科目では，研究計画書に基づいて，指導教官の指導を

受けながら研究を遂行し，研究成果の中間発表，修士論文

の審査および試験を実施する。医療通訳概論は，このうち

基礎教育科目に属しており，医療通訳の概要を体系的に学

習することを目的としている。

1.2　コースのディプロマ・ポリシー（修了認定の方針）
医療通訳概論を包含する学位プログラム「ヘルスコミュ

ニケーション（医療通訳）」では，標準修業年限（2年）在

籍し，教育目標に定める人材を育成するために設定した所

要科目を履修して 30単位以上を修得し，専門性の高い知識

と優れたコミュニケーション能力，国際性を身に付けると

ともに，指導教員から必要な論文指導を受け，研究科が行

う修士論文の審査および最終試験に合格した者に対し，修

士の学位を授与することを予定している。また，本プログ

ラムを修了することにより，一般財団法人日本医療教育財

団における医療通訳技能認定試験の基礎・専門試験の受験

資格を得ることができることも，大きな特徴である。一般

財団法人日本医療教育財団認定コースとして，コース内容

が厚生労働省の医療通訳カリキュラム基準に沿っており，

医療通訳概論は，認定コースの中の中核科目の一つである。

本講義を含むコースの修了時に修得しているべき資質・

教養・社会性等としては，ヘルスコミュニケーション学に

関する十分な基礎，および専門的な知識を有していること，

ヘルスコミュニケーション領域の研究を遂行する能力と研

究成果を発信できる能力を有すること，多様な価値観や文

化的習慣を有する患者と円滑なコミュニケーションができ

る外国語運用能力と異文化理解能力を身につけていること，

高度な専門性を求められる医療通訳者に必要な能力および

チーム医療の一員としての強い責任感と高い倫理観を身に

付けていること，円滑でかつ安全な医療を提供するために，

率先して医療従事者─患者間の仲介を実践する能力を有する

ことが挙げられている。成績評価の方法・基準は，講義へ

の出席，参加度（40％），課題提出（60％）である。厚生

労働省の医療通訳カリキュラム基準と指導要領にしたがい，

課題は起点言語と目標言語双方でも履修記録提出，特定課

題のレポート提出，用語集提出とした。修了するための条

件は，8割以上の履修（ビデオ等での補講も可，ただし通訳

に必要な通訳技術・通訳実技はビデオ補講不可），履修記録

の提出，履修中に作成した用語集の提出（対象言語と母語

の併記），レポートの提出（履修時に取り上げた事項に関す

る情報収集と用語集の作成）とした。

1.3　コースのカリキュラム・ポリシー（教育課程編成・
実施の方針）

学位プログラム「ヘルスコミュニケーション（医療通訳）」

では，学位授与の方針に掲げる知識・技術の修得を目指し，

体系的な教育課程を編成し実施している。また，授業科目

の成績評価では，専門的知識・技術を発展的に活用できる

能力を評価している。本コースでは，医学部等の医療系学

部以外の出身者が，幅広く一般医学の基本的知識を身に付
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けることを目的として，医科学コースの必修科目の中から

「基礎医科学概論Ⅰ（生化学・生理学）」「基礎医科学概論Ⅱ

（人体機能構造学）」「臨床医学概論Ⅰ（内科系分野）」「臨床

医学概論Ⅱ（外科系分野）」の履修を必須としている。また，

専門教育科目では，健康行動科学分野から「ヘルスコミュ

ニケーション」，保健政策・医療管理学分野から「医療倫理

学」，グローバルヘルス分野「国際感染症学（または医科学

コース「感染症の基礎と臨床」）」，医療通訳専門教育として

「医療通訳概論」「医療通訳演習」「医療通訳病院実習」「健

康と文化・社会」を必修科目としている。また医療通訳者

としての倫理に関する知識を身に付けることを目的として

「医療倫理学」を必修科目に位置付けている。ヘルスコミュ

ニケーションコースは，認定医療通訳者として必要となる

専門的な知識・技術を習得できるカリキュラム構成であり，

本コースを修了することにより，医療通訳技能認定試験の

基礎・専門試験の受験資格を得ることができる。

1.4　2021年度の受講状況と医療通訳概論の授業内容
医療通訳概論の講義は 1年次前期に全 15回，毎週火曜日

の 5限（18：00～ 19：30）に実施した。2021年度の受講

生は 8名（英語 4名，中国語 4名）で，うち通訳経験者は 5名，

医療通訳経験者は 4名で，1名は医療通訳の指導経験を有し

ており，1名は医療者であった。日本語以外のネイティブは

2名（中国語）であった。内容は医療通訳カリキュラム基準

に準拠し，授業を通じて，通訳の定義，通訳理論（通訳プ

ロセス等），医療通訳の定義，その役割，コミュニケーショ

ンにおける通訳者の責任，通訳者がコミュニケーションに

与える影響（相互作用），コミュニティ通訳と医療通訳，日

本における医療通訳の歴史，万全な体調で業務にあたるた

めの健康管理，メンタル管理の必要性，ストレスやバーン

アウトなどの予防法，対処法，また医療倫理の 4原則，患

者の権利，さらに専門職として医療通訳者がどのように行

動するべきか，医療通訳育成カリキュラム基準，医療通訳

者の行動規範を中心に，基本的な考え方を理解することを

目標とした。また，演習や事例検討を通じて，状況に合わ

せて行動規範に則った対応や姿勢を身に付け，コミュニケー

ションとは何であるかを理解し，医療通訳に必要な対人コ

ミュニケーション技能と，患者への接し方について理解す

ることを目的とした。主な内容は以下のとおりである（表1）。

講師は著者のほか，外部から医療通訳の教育，実践の第

一線で活躍するさまざまな専門家を招聘して実施した。

講義はパワーポイントのスライドを用いた知識注入形式

が主体であったが，倫理演習，患者の文化的社会的背景に

ついての理解の演習，通訳に必要な通訳技術は演習を行っ

た。内容は厚生労働省の医療通訳カリキュラム基準に準じ

て設定した。

1.5　コース内の他の講義との関連性
本講義は「厚生労働省の医療通訳養成カリキュラム」に

基づいているが，本講義のみでは時間数からみてカリキュ

ラム基準を満たすことは困難であった。そのため，他の講

義で必要な部分を補い，コース全体としてカリキュラム基

準を満たすように設計した。患者の文化的および社会的背

景についての理解に関しては「健康と文化・社会」で主に

扱い，医療の基礎知識に関しては「基礎医科学概論，臨床

医学概論 2（外科学），検査医学と病理，がんと遺伝子，医

科学研究方法論」など医学系研究科の開講科目で補完した。

日本の医療制度に関する基礎知識に関しては「医療保健福

祉法・政策概論」で，医療通訳者の自己管理に関しては，

学生は「感染症の基礎と臨床または国際感染症学」も受講

した。専門職としての意識と責任（倫理）に関しては「医

療倫理学」，医療通訳者のコミュニケーション能力に関して

は「医療コミュニケーション，健康と文化・社会」でも扱い，

通訳に必要な通訳技術と通訳実技に関しては「医療通訳演

表 1．2021年度 医療通訳概論

1 オリエンテーション，医療通訳理論①通訳理論，対話通訳と相互作用
2 医療通訳理論②医療通訳者の役割，質の高い通訳とは
3 （医療通訳者の行動規範（職業倫理）），文化仲介
4 専門職としての意識と責任／チーム医療のなかの医療通訳者の役割
5 専門職としての意識と責任（倫理・患者の権利（リスボン宣言），倫理・生命倫理の四原則）
6 専門職としての意識と責任（医療通訳の行動規範・倫理演習①）
7 専門職としての意識と責任（医療通訳の行動規範・倫理演習②）
8 医学概論
9 日本の医療制度に関する基礎知識①日本の医療機関における医療通訳導⼊状況（制度・謝⾦・責任）
10 日本の医療制度に関する基礎知識②医療機関・依頼主との契約
11 患者の文化的および社会的背景についての理解
12 医療通訳理論：通訳に必要な通訳技術
13 医療通訳者のコミュニケーション力
14 医療通訳者の自己管理
15 まとめ

10_ESP：Ohnoスタイル修正CS4.indd   67 22/02/15   11:36



Journal of Medical English Education    Vol. 21 No. 1  February 202268

ESP at work

習」で主に扱うこととした。

2．今後の課題

医療通訳概論の 15回の授業の最後に，受講者にフィー

ドバックを求めた。受講者は印象に残ったこととして，医

療通訳という職業の厳しさやストレスコーピングの必要性，

医療通訳者の行動規範を学んだことにより自身の医療通訳

における倫理の認識を改められたこと，第一線で活躍する

医療通訳者から生の声を聴けたことなどを挙げていた。今

後の要望としては，インプット中心であったために演習や

ディスカッションなどのアウトプットをもっとしたいこと，

他の講義との重複を避けることなどが挙げられていた。

コースの設立時に，前期の医療通訳概論と他の講義で徹

底的なインプットを行い，後期の医療通訳演習でアウトプッ

ト中心の演習を行うという計画を立て実施した。設計者は

全体を把握しているため本講義と他の講義，ひいてはコー

ス全体とのつながりや，重複を含む相互関係を理解してい

るが，受講者は全て受講するまでみえないため，今後医療

通訳概論の講義の中で，この講義のコース全体の中での役

割や，他の講義との関係性を詳細に説明する必要があるこ

とが分かった。同時に，教育手法に関して，前期の早い段

階でアウトプット重視の教育手法を取り入れていくことは，

後期のアウトプット中心の演習にもスムーズに対応するこ

とができるため効果的であると考えられる。具体的には，

厚生労働省Webサイト上に公表されている医療通訳テキス

トに含まれている演習，ディスカッションをさらに講義内

に組み込んでいくこと，学んだことをまとめて発表するこ

となどを通して，今後能動的学習を促していく。また，他

の講義との内容の重複を再度確認し，医療通訳カリキュラ

ム基準を満たしながら重複を最小限にする工夫が必要であ

ることが判明した。受講者からの貴重なフィードバックを，

将来の講義設計に活かしていきたい。

また，どのような医療通訳者になりたいか，または医療

通訳者でありたいかという質問の答えとしては，日常的に

医療通訳を実施している 2名の受講者が，正確，的確に訳

すことができる通訳者，医療の言葉のプロと答えていたの

に対して，医療通訳を日常的に行っていない，または医療

通訳の経験がない 6名の受講者は，人のよりよい生死に貢

献できること，分かりやすい言葉を使う医療コミュニケー

ション能力があること，チームの一員としてのふるまいが

できるカウンセラーのように患者に寄り添えること，文化

の架け橋になることなど，通訳の正確性以外の側面につい

て述べていた。この質問は，医療通訳概論受講後のみに尋ね

たため，受講前との比較はできなかった。今後，受講前後の

なりたい医療通訳者像の比較ができれば，研修の効果を測る

質的なデータとして活用できる可能性があると考える。

3．まとめ

本稿では，順天堂大学大学院における医療通訳概論の概

要について報告した。

患者の医療における目的を達成するためには，多様な専

門教育のバックグラウンドを有する人材が医療に関する基

本的な知識を具備したうえで，協力して種々の課題を解決

していくことが必要である。

医療通訳概論の講義を包含するヘルスコミュニケーショ

ンコースは，厚生労働省の医療通訳養成カリキュラムに基

づき，医療通訳に必要な専門的知識，技法を体得し，医療

通訳を必要としている患者や家族に適切な支援を提供して，

医療者と患者間のコミュニケーションを支援するヘルスコ

ミュニケーターを養成することを目標としている。また，

豊かな基礎的素養，現代の医学に関する専門的教養と研究

方法に関する知識をもつ，専門職としての医療通訳者を養

成することを目指している。

本学修士課程の目指すところは，語学と医療の基礎的知

識に加えて，本学の学是「仁」の精神，すなわち常に相手

の立場に立って物事を考え，他を思いやり，慈しむ心を兼

ね備え，ヘルスコミュニケーション，異文化コミュニケー

ションの知識を持つ者を育成することである。医療通訳カ

リキュラム基準に沿い，本ヘルスコミュニケーションコー

スの中核となる本講義の継続的な改善が，コース全体の質

向上につながることを期待する。

謝辞　本講義の外部講師の先生方，フィードバックをくだ

さった受講生の皆様に感謝申し上げます。
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