北海道大学医学部および
北海道大学病院の国際化
北海道大学大学院医学研究科副研究科長
免疫・代謝内科学分野教授 渥美 達也

渥美教授
北海道３医育大学の中では、北海道大学が総合大
学である。北海道大学はスーパーグローバル大学に
認定されているので、現場でどういう取り組みが行
われているかということをご紹介したい。
スーパーグローバル大学の創生支援事業では、徹
底した大学の改革と国際化を断行するという表現に
なっている。わが国の高等教育の国際通用性ひいて
は国際競争力強化の実現を図り、優れた能力を持つ
人材を育成する環境基盤を整備する――これが事業
の目的である。
この事業が始まったのは平成26年である。トップ
型13大学、グローバル牽引型24大学が認定され、北
海道大学は他の旧帝大と一緒にトップ型に認定され
た。事業の名前を我々は「北海道ユニバーサル・キ
ャンス・イニシアチブ」と呼んでいる（図１）。目

図１

平成29年4月1日

北海道医報

第1183号

14

ステムになっている。
もうひとつ代表的なのは、QSというランキング
である（図３）。これは世界大学評価機関といわれ
る民間の会社で、英国のクワレリ・シモンズ社と
いう会社である。この会社が世界の大学ランキン
グQSワールドユニバーシティランキングというの
をつくっている。評価方法はT･H･Eに似ているが、
研究者からの評価が非常に大きな配分で40％はこの
部分。ピュアレビューを行って、それぞれの分野の
エキスパートにピュアレビューをしていただいて、
その評価が一番高い配分になっている。そして、企
業による評価が10％ある。学生一人当たりの教員数
が20％の配分になる。それに教員一人当たりの論文
引用数、そして外国人教員の比率、留学生の比率、
こういったことがそれぞれのパーセントの配分で配
点がされるということになる。先ほどのT・H・E
のほうは圧倒的に英語圏の大学が有利になってお
り、事実そのランキングの上位、トップテンの中に
は、スイスが１つあるものの、米国と英国で占めら
れている。QSは何といっても研究者からの評価と
いうところにウエイトがあるので、アジアの大学も
比較的配点が高くなる可能性があるランキングとい
うふうに私は考えた。
そこでスーパーグローバルのアプリケーションに
書いてある数値目標があり、北海道大学では、QS
ランキングに対応する数値目標があって10年後の北
海道大学の教員の41％を外国人にしようということ
である。それから女性教員の比率を21％。医学部で
は非常に多いという印象であるが、女性教員は部署
にもより、北海道大学は現在12％ほどが女性教員で
ある。そのため倍増を目指しているというくらいの
感じかもしれない。外国人の41％、これは非常に険
しいのではないかと思われるが、北海道大学は昔で
いう教養部、語学の教員は外国人がたくさんいるの
で、実はいまでも数えると20％くらいは外国人の教
員である。ただ、それを倍増するというと、これ以
上語学の教員を増やすというのは不適切であるの

的はズバリ、国際競争力の向上である。世界の課題
解決に貢献する北海道大学と、非常に大きな看板を
掲げている。北大はまもなく総起150周年を迎える
ということで、近未来戦略のビジョンというものを
つくっている。北海道大学の10年後はどうなってい
るのかということでリストアップされている。総長
直轄の部署や、新しい形の国際大学院が設置されて
いる。
10年後の北海道大学で、われわれ現場の者に課せ
られたのは、ホッカイドウ・ユニバーシティが世界
で認知され、世界大学ランキングで100位以内に位
置していることである。私も副研究科長になるまで
世界大学ランキングの内容を真面目に調べたことが
なかったので、調べてみた。大学ランキングにはい
くつかある。代表的なものがタイムズ・ハイアー・
エディケーションという世界大学ランキングである
（図２）
。タイムズは英国のいわゆる高級紙である。
発行部数はたかだか１日30万部ということで、読売
新聞の30分の１程度であるが、レベルの高い総合新
聞として世界に知られている。タイムズ社がもとも
と大学をランクづけするという試みをやっており、
いまは専門誌として独立させたタイムズ・ハイアー・
エディケーションというジャーナルになっている。
タイムズ・ハイアー・エディケーション、T・H・
Eの世界大学ランキングというのは、このような項
目でランク付けが行われる。１つがティーチングと
いうドメインである。教育の環境、学習の環境、一
番ウエイトが大きいのは教官一人当たりの学生の数
で、この数が大きなウエイトを占める。それからイ
ンターナショナルアウトルックである。国際的な見
通しとか教授陣と学生の質というふうに書かれてい
る。３つ目がインダストリーインカム。産業に与え
る利益、革新性。４つ目がリサーチ。大学なので当
然であるが、研究ボリューム、収益性というのがあ
る。評価、最後にサイテーション、論文の引用度合
い、これらがひとつひとつの項目として、一定の配
分で点数がつけられ、そしてランキングがされるシ

日本のTHE大学のランキング2016-2017版
順位(国内) 順位(世界) 大学名

世界大学ランキング

第1位
第2位
第3位
第3位
第5位
第6位
第7位
第7位
第9位
第9位
第9位
第9位

イギリスの教育専門誌である「タイムズ・ハイヤー・エ
デュケーション（Times Higher Education）」
→ THE世界大学ランキングでは、以下の評価項
目を総合しランク付けが行われています。
•
•
•
•
•

Teaching：教育-学習環境
International Outlook：国際的な見通し-教授陣と学生の質
Industry Income：産業へ与える利益-革新性
Research：研究-ボリューム/収益性/評価
Citations：論文の引用度合

図２

（順位39位） 東京大学
（順位91位） 京都大学
（順位201-250位） 東北大学
（順位251-300位） 東京工業大学
（順位251-300位） 大阪大学
（順位301-350位） 名古屋大学
（順位351-400位） 九州大学
（順位351-400位） 豊田工業大学
（順位401-500位） 北海道大学
（順位401-500位） 東京医科歯科大学
（順位401-500位） 首都大学東京
（順位401-500位） 筑波大学
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ただ、北大は、東大、京大、東工大、阪大、東北大、
名古屋大の次で、世界130位である。昨年は137位で
あったので、少しあがっている。この下に九大、早
稲田、慶応と、ちょうど予備校が大学ランキングを
並べるのと同じような順番である（図４）。
そこで北海道大学医学部、それから医学研究科の
取り組みを紹介する。教育・研究の国際化をさかん
におこなっている。現在、北海道大学として、とく
に医学部が、あるいは医学研究科が責任部局として
提携を結んでいる大学がいまこれだけある。大学同
士では提携はないが、医学部と相手側の医学部で提
携を結んでいる大学がいまこれだけあり、非常に数
は増えている。アジアが中心であったが最近はヨー
ロッパ、あるいは米国も次第に提携が進んでいる。
提携することにより、学生の交換留学が可能とな
る。この写真は、昨年の８月、バルセロナ大学のリ
ッカルド・セルベラ教授は、私の研究仲間であり、
北大に来ていただいたので、研究科長を表敬訪問し
た（図５）。いまでは大学院の部局間の提携の協定
ができている。そして、今年はナイアン大学、それ
からシンガポール国立大学、韓国のキョンサン大学
と、それぞれ研究科長ならびに国際連携室の先生方
に表敬訪問して、新たに協定を結んでいる。さらに
年内、どんどん増えていくということである。提携
して、具体的にやっているのは学生の交流である。
すなわち医学部の学生が提携校に行って臨床実習を
行えば、それが単位になる。逆に提携校から学生が
北大に来て実習を行えばそれが単位になる。
ここに航空機の路線図みたいなものが出ているが
（図６）、実際に学生が行った、あるいは来たという
関係を示している。2015年は11校から13名を受け入
れている。今年は12校から32名。倍増している。さ
らに派遣するほうも去年は４名、今年は６名という
ことで、次第に増える傾向にある。学生を派遣する
目的は、グローバルな舞台に積極的に挑戦して活躍
できる人材を養成することになる。この学生は、香
港大学のリカシン医学院に留学に行った。さらに今

で、
ここがいま非常に大きなポイントになっている。
医学研究科としても笠原研究科長を筆頭に、ここを
いかにクリアするかということで考えている。
平成18年に北海道大学は、人事ポイント制を導入
した。一定の人事のポイントを、部局、たとえば医
学研究科に配点する。その中で教員をどのように雇
用するかというのは、それぞれの部局の裁量でとい
うことである。具体的には教授は1.0ポイントで、
准教授は0.8ポイント、講師が0.7ポイント、助教
0.6ポイントである。したがって、教授１人と准教
授１人に辞めていただければ助教３人を雇える。人
数を増やすことができる。
北海道大学がこのスーパーグローバルの目標に向
けてしたことというのは、外国人を登用したら、そ
の該当する人事ポイントをその部局に返していただ
ける、つまり、外国人の助教１人を雇ったら、次の
年度に0.6ポイントを返してくれるという制度であ
る。ということは、外国人を１人雇ったら、同じ数
の日本人をまた雇える。研究科長はこの制度を活用
しようと考えており、おっしゃるには北海道大学の
大盤振る舞い、そこまでして外国人教員を増やそう
ということでやっているわけである。
T・H・Eの大学ランキングが先週９月23日に発
表になった。私も楽しみにしていたが、残念なが
ら、北海道大学は、昨年は日本で７位、世界で350
～ 400のカテゴリーにいたが、ランクを落として現
在400 ～ 500であった。日本の中では９位となって
いた（図３）
。
どのドメインのせいで落ちたのか、まだしっかり
精査していないので不明であるが、まだ努力をし始
めたところで、結果としては反映されていないと思
われる。現状では北海道大学のT・H・Eのランキ
ングはこの程度に甘んじている。９月初めにQSの
ほうが出ていた。QSのほうはアジアの大学が比較
的上位に入りやすいような定義になっている。とは
いえ、国内１位の東京大学でも世界では34位で、な
かなか上位に食い込むのは難しいのが現状である。

日本のQS大学のランキング2016-2017版
順位(国内) 順位(世界) 大学名

知識・技術の相互提供（パートナーシップ）、学生交流の活発化（受入・派遣）

第1位 （第34位） 東京大学
第2位 （第37位） 京都大学
第3位 （第56位） 東京工業大学
第4位 （第63位） 大阪大学
第5位 （第75位） 東北大学
第6位 （第115位） 名古屋大学
第7位 （第130位） 北海道大学 （昨年137位）
第8位 （第135位） 九州大学
第9位 （第201位） 早稲田大学
第10位 （第216位） 慶應義塾大学

■ 2015年8月
バルセロナ大学（スペイン）から表敬訪問
(2016年2月 部局間協定締結)

■ 2016年1月
南洋[ナンヤン]大学（シンガポール）へ表敬訪問
（2016年9月 部局間協定締結予定）

■ 2016年1月
シンガポール国立大学へ表敬訪問
(2015年5月 部局間協定締結)

■ 2016年2月
慶尚[キョンサン]大学（韓国） 部局間協定締結

・ さらに、年内に北欧、中東等の大学と部局間協定を締結する予定
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日本の医療というのは、トラディッショナルな風
土、カルチャー、そして医療、これを売りに出すこ
とができるだろうというふうに考える。日本の平均
余命は世界で一番長くて、日本は肥満が最も少ない。
日本のホスピタリティ、コンプルヘンシブケア、カ
スタマイズメディシン、そして、アドバンストテク
ノロジー、こういったことが日本の医療ビジネスと
して世界に展開できるはずだということになった。
OECD加盟国の平均の３倍以上のMRIが日本にはあ
る。CTに至っては世界の平均の５倍くらいある。
われわれは簡単に撮ることができる。MRIを米国で
撮ると数十万円の請求がくる。日本では数万円で撮
ることができるということである。
こういった現状があるので2013年のアベノミクス
の中で日本再興戦略の中で医療の国際展開、アウト
バウンド、そしてインバウンド、これがひとつの日
本の次の産業の決め手になるだろうと安倍首相が演
説をした。これを受けて北海道大学病院では、寶金
病院長を中心に国際医療部というものをつくり、イ
ンバウンド、アウトバウンド、そして、医学研究科
と同じように国際交流、これを３本の柱としていろ
んな活動を始めたところである。
寶金病院長が目をつけたのは極東ロシアである。
東京までの距離は830㌔である。実はウラジオスト
クもハバロフスクもユジノサハリンスクも東京より
も近い。非常に遠く感じるが距離としては東京より
も近いという現実がある。寶金病院長は何度も極東
ロシアを訪問したり、向こうから受け入れたり等で、
いわゆるフェイストゥーフェイスのコミュニケーシ
ョンをとっている。外国人の外来の数はそんなに増
えていないが、入院の数はそういった試みもあって
か年間50人程度、とりわけ陽子線治療などの高度医
療も含んで、こういった治療を受けるために中国、
極東ロシア、台湾等から外国人患者の入院というの
が増えている状況になっている。
これは陽子線治療センターであるが、多くの方が
見学にいらしている。今年はマレーシアの高等教育

年、台北医科大学には５名もの学生が派遣されて、
そこで実習を行っている。シンガポール大学へも１
カ月、なかなか安い宿に泊まって大変だったみたい
だが、１名派遣しているということである。公募を
行い、関係する教員で面談を行って、そして留学。
医学研究科の国際交流基金で資金を多少補助すると
いう形をとっている。戻ったら報告会をやっていた
だくということである。受け入れの状況は、各分野
各科で学生の実習を受け入れていただいている。受
け入れたシンガポールの学生は、リウマチの手のレ
ントゲンを読んでごらんと出したら、スラスラスラ
と読む。骨破壊はどうで、ここの関節裂隙がどうな
って、と、研修医がポカーンとしている状況で、大
変素晴らしいと思った。もちろん、際立って優秀な
人が送られてきているとは思うが、おそらく教育の
いろんなことが違うのであろうと私は大変感銘を受
けた。留学生のコメントも「北大に来てよかった」
あるいは、受け入れたほうの医学生は、
「実際に交
流をしてみると、みなさん非常に英語のレベルが高
いので、ものすごく驚いた」というようなコメント
である。医学に国境なしというのが国際連携室のフ
レーズである。優秀な人材を世界に輩出するには、
医学部の学生の時代からこういうことをやっていこ
うと進めている。
一方、
病院の活動である。日本は世界で最も長い、
とりわけ女性が１位、男性とあわせても２位という、
平均余命が最も長い、長生きをする国民である。心
筋梗塞の発生頻度は、OECDの加盟国全体で10万人
当たり平均、年間122人なのに、日本は39人。世界
で一番少ないのが日本である。どうしてこんなに日
本は健康なんだろうかということになる。私たちも
免疫代謝内科学で、糖尿病グループがあるので、和
食の研究を一生懸命やっている。和食は、脂質が非
常に少なくて、糖質に依存するような、糖質の割合
が高いような食事の習慣である。もちろんいまは、
食生活が多様化していて、こういう食事は朝昼晩と
摂る日本人というのは、そうそういないと思う。

相互方向の学生交流（国外で臨床実習を行うことを推奨）

北海道⼤学医学部医学科の
国際交流（受⼊・派遣）状況
東フィンランド⼤学
（フィンランド）

アイスランド⼤学
（アイスランド）

慶北⼤学
慶尚⼤学
⾹港中⽂⼤学 （韓国）

ジュネーブ⼤学
（スイス）

⾹港⼤学
李嘉誠医学院
（⾹港）

UAE⼤学
（アラブ⾸⻑国連邦）
マヒドン⼤学
（タイ）

シンガポール国⽴⼤学
（シンガポール）

受 入

台北医学⼤学
国⽴台湾⼤学
（台湾）

マギル⼤学
（カナダ）
ロヨラ⼤学
（USA） イリノイ⼤学
（USA）

ヴァッサー⼤学
（USA）

ファティマ⼤学
（フィリピン）
ガジャ・マダ⼤学
（インドネシア）

派 遣

2015年度
2016年度
2015年度
2016年度
9カ国・地域 11カ国・地域 2カ国・地域 2カ国・地域
11校
12校
2校
2校
19名
32名
4名
6名

オークランド⼤学
（ニュージーランド）

2015-2016

学⽣交流実績

2016-2017

学⽣交流開始確定

図６

北海道大学大学院医学研究科
国際連携室

北海道大学病院
国際医療部

村上学助教

Peter Shane准教授

図７
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大臣がいらして、昨年はスタンフォード大学の教員、
あるいはケネディ駐日米国大使等が陽子線治療セン
ターを視察にいらしている。
さらにホジン大学の外国語の文学院と、いま交流
を始めている。
国際交流の一環ということであるが、
なぜ文学院か。この文学院は医療通訳に非常に力を
入れている大学である。この協定を結ぶことによっ
て、こちらの学生が北大病院で実習という形で来て
いただく。そこで医療通訳を実践していただこうと
いうことでやっている。
さらに、昨年、フィリピンの内科の医師団29人が
北海道大学病院にいらっしゃった。そこで生涯教育
セミナーと病院教育をやっていただいた。向こうの
リクエストでⅡ型糖尿病のマネジメントを日本では
どうやっているかということを、私どもの教員の一
人の中村君というのが講演させていただいて、いろ
いろディスカッションをさせていただいた。そのほ
か、病院を見学していただくという企画も国際交流
の一環としてやっている。
病院長は今年もユジノサハリンスク訪問した。多
くの関係者の方々とミーティングをもち、お互いに
顔の見える交流を進めることによって、医療の国際
化を目指そうということを一歩一歩進めているとこ
ろである。
最後になるが、医学部医学研究科のほうの実務を
担当しているのが国際連携室の村上学助教で、今日
のスライドも医学部の部分は村上先生が作成され
た。そして、病院国際医療部はピーター・シェーン
准教授が実務を担当している。シェーン准教授は米
国籍であるが、
お母様が日本人ということで日本語、
英語両方ともネイティブということである。この２
人が非常にアクティブに活動することで北海道大学
の現場でのグローバル化、国際化というものを進め
ている（図７）
。ご清聴ありがとうございました。

光を使った新しい医療の開発
旭川医科大学病院呼吸器センター
教授 大崎 能伸

大崎教授
今日は、内視鏡を使った蛍光診断についてお話し
させていただきたい。表題に共同研究者の名前が書
いてあるが、研究に携わった全員は書ききれないの
で、書けるだけ書いたということでご承知いただき

光を使った新しい医療の開発
旭川医科大学 呼吸器センター
大崎能伸、北田正博、山本泰司、豊嶋恵理、
佐々木高明、林

諭史、奥村俊介、風林佳大、

平井理子、石橋

佳、竹山周良、阪田

功、市川

晶

森山メモリアル病院
中島

進
北海道医学大会 2016年10月1日

図１

蛍光観察カメラと本研究の原理
蛍光

LED
光源

励起光
生体組織
励起光

自家蛍光

赤色調光

励起光

5-ALA
ProtoporphyrinⅨ

正常組織：自家蛍光発生層

図２
平成29年4月1日
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