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1. はじめに 

 
近年、高等教育機関における国際競争力の強化や優秀な人材の獲得は、各国・地域で政策的に

進められ、わが国も双方向の留学生交流の推進や、教育・研究環境の国際化に積極的に取り組ん

でいる 1。人材の国際的な流動性が非常に高い欧州においては、欧州 47 か国が参加する 2ボロー

ニャ・プロセス 3による高等教育改革が進み、また欧州連合（EU）の 2020 年までの中期成長戦

略 “Europe 2020”でも、若者の雇用状況改善の観点から、国際的な人的モビリティを促す高等教

育機関の国際的な教育・研修の質の向上が目標に掲げられる 4など、EU全体や国家単位での取り

組みが進められている。EU の中でも、スウェーデンは国民の英語運用能力が非常に高く 5、経

済的に豊かであり、また高等教育機関における教育・研究予算の合計が世界で 4 位 6であるなど、

国際化の基盤が比較的築きやすい環境が整っている。わが国とスウェーデンは、同じ英語を母国

語としない国家ではあるが、その背景や資質に違いがあると言える。 
不可逆的な国際化の進展は、医学部においても例外ではなく、わが国でも、優秀な医療系人材

の育成や研究者獲得のため、国際的な動向を踏まえた教育・研究・診療の改善・充実化が必要と

されている 7。では、こうした世界的な動向において、スウェーデンの医学部ではどのような体

制のもと取り組みを進めているのだろうか。 
そこで本稿では、スウェーデンの医学部における国際化に向けた体制づくりと、国際業務に関

わる人材、特に管理業務に携わる職員 8に焦点を当てた調査を行い、医学部における国際化のあ

り方について考察を行うこととした。 
 

 
 
 
 
 
 
                                                   
1 文部科学省編『平成 25 年度文部科学白書』（2014 年）pp.228-229 
2 European Higher Education Area（EHEA）HP、History of EHEA http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=3   
3 ボローニャ・プロセスとは、「ヨーロッパ域内の高等教育に、学士・修士・博士から成る学位システムと単位制度（欧州単位

互換制度：ECTS）を中心とした共通の枠組みを構築し、学生や教員の交流を高め、域内の高等教育の国際競争力の向上を狙い

とする」山本眞一『質保証時代の高等教育（下）【教育・研究編】』（2013 年）p.235 より引用 
4 欧州委員会 “Europe 2020”（2010 年） p.13 欧州連合 HP に掲載                                                                                                                                                                                                                                                                               
5 Education First の“EF English Proficiency Index”によると、スウェーデンの英語運用能力は欧州内で 3 位である。なお、1
位はデンマーク、2 位はオランダ、4 位はフィンランド、5 位はノルウェーと、北欧諸国が上位を占める。Education First HP、
EF EPI 2014 Rankings http://www.ef.se/epi/   
6 スウェーデン高等教育省 “2013 status report”（高等教育白書）（2013 年）p.9 スウェーデン高等教育省 HP に掲載 
http://www.uk-ambetet.se/download/18.1c251de913ecebc40e780003403/1403093616295/annual-report-2013-ny.pdf  
7 文部科学省の大学教育改革支援では「高度医療人材の養成と大学病院の機能強化」を目指す取り組みが行われており、国内外

の医学・医療の発展や、国際標準の医学教育の充実化を目指す助成事業が実施されている。 
文部科学省 HP、国公私立大学を通じた大学教育改革の支援  http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/index.htm   
8 本稿では、教育職を「教員」、事務職を「職員」として表記し区別する。また両方を指す場合は「教職員」とする。 
※ウェブサイトのアクセスは全て 2015 年 1 月 30 日 

http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=3
http://www.ef.se/epi/
http://www.uk-ambetet.se/download/18.1c251de913ecebc40e780003403/1403093616295/annual-report-2013-ny.pdf
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/index.htm


2. 調査対象大学の概要および全学的な国際化動向 

 

2.1 調査対象大学の概要 

本稿作成にあたり、医学部を持つスウェーデンの大学 9のうち、ウプサラ大学、ヨーテボリ大

学、ルンド大学、カロリンスカ研究所の 4 校の国際業務に携わる職員を訪問する機会を得た。ス

ウェーデン国内には、その他リンショーピン大学（Linköping Univeristy）、ウメオ大学（Umeå 
University）、エレブロ大学（Örebro University）にも医学部があるが、本稿では訪問した 4 校

に関する調査内容に基づき比較検討を行う。なお、調査を行った大学はいずれも国立大学である。

表 1 に、各大学の概要をまとめる。 
表 1：各大学概要 10 

大学名 概 要 

ウプサラ大学 
Uppsala universitet（瑞） 

Uppsala University（英） 

スウェーデン最古の大学。2013 年にゴッドランド大学を合併し規模が拡大した。 
【設立年】1477 年  
【学部数】9（神学、法学、人文科学、言語学、社会科学、教育科学、薬学、医学、理工学） 
【本部所在地】ウプサラ県ウプサラ市（スウェーデン中部） 
【学生数】学士･修士 45,354 名 博士 2,522 名 【教職員数】6,840 名 

ヨーテボリ大学 
Göteborgs universitet（瑞） 

University of Gothenburg

（英） 

スウェーデン第 2 の都市ヨーテボリにある総合大学。 
【設立年】1907 年 
【学部数】8（医学、自然科学、人文科学、美術、社会科学、経営･経済･法学、教育、情報技術） 
【本部所在地】ヴェストラ・イェータランド県ヨーテボリ市（スウェーデン南西部） 
【学生数】学士・修士 37,296 名 博士 1,854 名 【教職員数】5,762 名 

ルンド大学 
Lunds universitet（瑞） 

Lund University（英） 

ウプサラ大学に次ぐ、北欧でも古い歴史を持つ総合大学。 
【設立年】1666 年 
【学部数】8（工学、理学、法学、社会科学、医学、人文・神学、経済･経営学、芸術） 
【本部所在地】スコーネ県ルンド市（スウェーデン南部） 
【学生数】学士･修士約 47,700 名、博士約 3,200 名 【教職員数】7,546 名 

カロリンスカ研究所 
Karolinska Institutet 

※英文でも同じ名称を使用 

スウェーデン唯一の医科大学。ノーベル賞生理学･医学賞の選考委員会が置かれる。 
【設立年】1810 年 【学部数】1（医学） 
【本部所在地】ストックホルム県ソルナ市（スウェーデン中部） 
【学生数】学士･修士 6,014 名、博士 2,090 名 【教職員数】4,283 名 

                                                   
9 スウェーデンの大学は、学士～博士課程まで取得できる university と学士、修士課程のみが提供される university college の

2 種類があり、本稿では前者を対象とする。また、学士課程を第一サイクル（First Cycle）、修士課程を第二サイクル（Second 
Cycle）、そして博士課程を第三サイクル（Third Cycle）と呼ぶ。本稿では、スウェーデンの大学の各サイクルを学士課程、修

士課程、博士課程と表記する。日本学生支援機構 HP、スウェーデン留学情報 参照 

http://www.jasso.go.jp/study_a/oversea_info_swe_a.html#h3_2  
10表の作成にあたり、以下を参考とした。 
ウプサラ大学 HP、Uppsala University in figures http://www.uu.se/om-uu/i-korthet/siffror/ （データは 2014 年現在） 
ヨーテボリ大学 HP、Facts & Figures http://www.gu.se/english/about_the_university/Introduction （データは 2013 年現在） 
カロリンスカ研究所 HP、KI in brief http://ki.se/en/about/ki-in-brief （データは 2013 年現在） 
ルンド大学 HP、Facts and figures http://www.lunduniversity.lu.se/about/about-lund-university/facts-and-figures （データ

は 2013 年現在） 
※ウェブサイトへのアクセスは全て 2015 年 1 月 30 日 

http://www.jasso.go.jp/study_a/oversea_info_swe_a.html%23h3_2
http://www.uu.se/om-uu/i-korthet/siffror/
http://www.gu.se/english/about_the_university/Introduction
http://ki.se/en/about/ki-in-brief
http://www.lunduniversity.lu.se/about/about-lund-university/facts-and-figures


2.2 各大学の全学的な国際化動向 

 
 今回調査した 4 校は、いずれも国際的に高い評価を受けており、それぞれ全学的に国際化に関

する戦略が明確に策定されている。医学部について考察を行う前に、全学的な取り組みおよび組

織について述べておきたい。 
 
2.2.1 国際的流動性への取り組み 
 
人材の国際的流動性が高いスウェーデンの大学において、国内外の質の高い研究者や学生の獲

得は最重要課題の一つとして捉えられ、今回調査を行った 4 校でも、研究・教育において国際的

に魅力ある環境づくりを全学的な目標に置き、積極的な推進が図られている。 
教育においては、2011 年にこれまで無料だった学士・修士課程におけるEU圏外からの私費学

生への授業料の徴収が開始されると、2011/12 年の外国人留学生数が前年比約 30％の減少を見せ

たが、政府主導の私費学生を対象とした奨学金が創設されるなど、引き続き優秀な学生の獲得に

向けた取り組みが進められている 11。調査対象 4 校とも充実した英語によるプログラムを設けて

おり、海外からの学生を含む全ての学生に平等な教育を提供する体制づくりを目指している。外

国人学生受入数がスウェーデンの大学で最も多いルンド大学では、100 以上の修士課程プログラ

ムのほか、学士課程においても 5 つのプログラムを設置している 12。それに続くウプサラ大学で

は、41 の修士課程プログラムのほか、大学間協定に基づいた交換留学生を対象とするコースが

700 以上開講 13されている。また、スウェーデンではカロリンスカ研究所のみが医学部における

学士課程プログラム（Biomedicine）を提供している 14。 
研究においては、各校とも世界をリードする研究を行う大学として、海外からの博士課程学生

や研究者獲得のための研究インフラや雇用制度の充実化、世界トップレベルの研究拠点形成を進

めている。例を挙げると、スウェーデンの研究助成機関であるSweden Research Councilが、海

外の著名な研究者を長期雇用するための助成事業 15を 2013 年から実施しているが、ルンド大学

を除く 3 校が過去に助成金を獲得している。特に医学分野においては、カロリンスカ研究所が全

体で突出した件数を獲得している。 
 
 
 
                                                   
11 前掲注 6、pp.38-40 
12 ルンド大学 HP、Subject areas  
http://www.lunduniversity.lu.se/international-admissions/bachelors-masters-studies/subject-areas  
13 ウプサラ大学 HP、Admissions http://www.uu.se/en/admissions/   
14 カロリンスカ研究所 HP、Bachelor’s Programme in Biomedicine 
http://ki.se/en/utbildning/1bi14-bachelors-programme-in-biomedicine 
15 助成事業“Grants for international recruitment of leading researchers” 助成期間：7～10 年 助成額：年間 5-15 million 
SEK  スウェーデンリサーチカウンシル HP 参照 
http://www.vr.se/inenglish/newspress/newsarchive/news2013/grantsforinternationalrecruitmentofleadingresearchers.5.4b
1cd22413cb479b8051241b.html  
※ウェブサイトへのアクセスは全て 2015 年 1 月 30 日 

http://www.lunduniversity.lu.se/international-admissions/bachelors-masters-studies/subject-areas
http://www.uu.se/en/admissions/
http://ki.se/en/utbildning/1bi14-bachelors-programme-in-biomedicine
http://www.vr.se/inenglish/newspress/newsarchive/news2013/grantsforinternationalrecruitmentofleadingresearchers.5.4b1cd22413cb479b8051241b.html
http://www.vr.se/inenglish/newspress/newsarchive/news2013/grantsforinternationalrecruitmentofleadingresearchers.5.4b1cd22413cb479b8051241b.html


2.2.2 海外の大学等との提携・国際ネットワークへの加盟 
 
総合大学であるウプサラ大学、ヨーテボリ大学、ルンド大学は、数多くの海外の大学と提携し、

また大学間の国際ネットワークへの参加も積極的に行っている。ウプサラ大学は 50 か国以上に

ある約 400 の機関 16、ヨーテボリ大学は約 900 件 17、ルンド大学は約 680 の機関 18の提携を行っ

ている。提携数は、国際化の数値的な成果として、海外の研究者や学生にとって分かりやすいプ

ロモーション要素となる。一方、カロリンスカ研究所は、数より質の維持・向上に重点をおいた

戦略的な提携を行っており、その結果、限定された数の提携先との強い関係を構築している 19。 
 
2.2.3 国際担当組織 
 
 わが国でも同様だが、大学における国際関連案件は組織のあらゆる部門で発生する。国際的な

人的交流や基盤づくりが進み、殆どの職員が高度な英語運用能力を有するスウェーデンの大学で

は、各職員が日常的にある程度の国際関連業務に携わっている。しかし近年、「国際化」は多くの

大学にとって、その経営戦略の中心的なキーワードとなり、体系化が急速に進んでいる。今回調

査した 3 つの総合大学では、いずれも大学本部に総括する組織を置き、各学部と連携を取りなが

ら国際化を推し進めている（カロリンスカ研究所は医科大学であるため後述とする）。近年は、委

員会や事務組織のほか、経営組織に国際担当者を設置する傾向にあり、ルンド大学およびヨーテ

ボリ大学は副学長（Pro-Vice Chancellor）、ウプサラ大学は、国際担当学長顧問（Adviser to the 
Vice-Chancellor）を置いている。 
各学部における国際担当組織の設置については、各大学・学部により差が見受けられる。ルン

ド大学、ヨーテボリ大学は比較的学部への分権が進んでいるが、学部によって国際関連業務の重

要度は異なるため、全ての学部に組織が設置されている訳ではない。ルンド大学では、8 学部の

うち工学部、医学部、経済・経営学部 20に、ヨーテボリ大学では医学部、経営･経済･法学部に独

立した委員会やInternational Center等の管理組織を置く 21。ウプサラ大学は大学本部による管

理の割合が高い。 

 
 
 
 
 
                                                   
16 ウプサラ大学 HP、前掲注 10 
17 ヨーテボリ大学 HP、International cooperation http://www.gu.se/english/cooperation/international_cooperation 
18 ルンド大学 HP、前掲注 10 
19 カロリンスカ研究所 “Strategy 2018”（2014 年）p.26 カロリンスカ研究所 HP に掲載 
http://ki.se/sites/default/files/fullangd_strategy2018_eng.pdf 
20 ルンド大学 HP、International office 
http://www.lunduniversity.lu.se/about/international-cooperation/international-office 
21 ヨーテボリ大学医学部 HP、International Cooperation http://sahlgrenska.gu.se/english/about-us/int-coop、経営・経済・

法学部 HP、Organization http://handels.gu.se/digitalAssets/1489/1489789_organisationsskiss-english.pdf   
※ウェブサイトへのアクセスは全て 2015 年 1 月 30 日 

http://www.gu.se/english/cooperation/international_cooperation
http://ki.se/sites/default/files/fullangd_strategy2018_eng.pdf
http://www.lunduniversity.lu.se/about/international-cooperation/international-office
http://sahlgrenska.gu.se/english/about-us/int-coop
http://handels.gu.se/digitalAssets/1489/1489789_organisationsskiss-english.pdf


3. 各大学医学部の概要と国際化動向 

 

3.1 各大学医学部の概要 

本稿で調査したスウェーデンの大学の医学部には、いずれも様々な医学・医療系学科全般が設

置され、学生数や教職員数も多い。中でも特に大規模なのは、スウェーデンの医学研究の約 40％
を占める 22カロリンスカ研究所である。本稿の調査対象 4 校の医学部について、表 2 に概要をま

とめた。 
表 2：各大学の医学部の概要 23 

 学生数 教職員数 部門数 
英語による 

学位課程数 
大学病院 24 

ウプサラ大学医薬研究領域 25 
Vetenskapsområdet för 
medicin och farmaci（瑞） 
Disciplinary Domain of 
Medicine and Pharmacy（英） 

学士･修士 
約 6,600 名 
博士 
約 800 名 

1,515 名 12 修士 5 ウプサラ大学病院

Akademiska sjukhuset 

ヨーテボリ大学医学部 
（サールグレンスカアカデミー） 
Sahlgrenska akademin（瑞） 
The Sahlgrenska Academy（英） 

学士･修士 
3,800 名 
博士 
800 名 

約 1,600 名 6 修士 2 サールグレンスカ大学

病院 
Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset 

ルンド大学医学部 
Medicinska fakulteten（瑞） 
Faculty of Medicine（英） 

学士･修士 
約 2,800 名 
博士 
約 1,100 名 

1,848 名 6 修士 5 スコーネ大学病院

Skånes 

universitetssjukhus  

 
カロリンスカ研究所 
Karolinska Institutet（瑞） 
※英文でも同じ名称を使用 

学士･修士 
6,014 名 
博士 
2,090 名 

4,283 名 22 学士 1 
修士 8 

カロリンスカ大学病院

Karolinska 

Universitetssjukhuset 

                                                   
22 カロリンスカ研究所 HP、前掲注 10 
23表の作成にあたり、以下を参考とした。 
ウプサラ大学医薬研究領域 HP、Our disciplinary domain in brief 
http://www.medfarm.uu.se/en/disciplinary-domain/about-us/ （データは 2011/12 年現在） 
ウプサラ大学病院 HP、About us http://www.akademiska.se/en/About-us1/  
ヨーテボリ大学医学部 HP、Vår historia http://sahlgrenska.gu.se/om-fakulteten/historik（スウェーデン語のみ）（データ集計

年次不明、アクセス時の最終ページ更新は 2014 年 12 月 12 日） 
ルンド大学医学部 HP、Facts and Figures http://www.med.lu.se/english/about_the_faculty（データ集計年次不明、アクセス

時の最終ページ更新は 2014 年 7 月 23 日） 
スコーネ大学病院 HP、トップページ http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/  
カロリンスカ研究所 HP、前掲注 10 
カロリンスカ大学病院 HP、About Karolinska http://www.karolinska.se/om-karolinska/ 
24 スウェーデンでは殆どの病院が県により管理されている。大学病院も同様であり、大学組織とは経営主体が異なるため「附

属病院」ではないが、教育・研究の場であり、高度医療を提供する。なお、スウェーデンには、わが国で言う「県」単位の地

方自治体として、国の出先機関である“Län”と、Län で扱わない医療分野を所管する“Landsting”（もしくは“regionen”）が存

在する。病院を管理するのは後者である。カロリンスカ大学病院 HP、前掲注 23 およびスウェーデン社会福祉庁 HP、How 
Sweden is governed  http://www.socialstyrelsen.se/english/howswedenisgoverned 参照 
25 ウプサラ大学は、学部組織（Faculty）の上に、意思決定組織であり医学部と薬学部を含む研究領域（Disciplinary Domain）
を置く。表のデータはいずれも研究領域の数値である。本稿では、研究領域を調査対象とした。 
※ウェブサイトへのアクセスは全て 2015 年 1 月 30 日 

http://www.medfarm.uu.se/en/disciplinary-domain/about-us/
http://www.akademiska.se/en/About-us1/
http://sahlgrenska.gu.se/om-fakulteten/historik
http://www.med.lu.se/english/about_the_faculty
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/
http://www.socialstyrelsen.se/english/howswedenisgoverned


 前述（項 2.2.1）のとおり、学士レベルの英語による正規課程を置くのはカロリンスカ研究所の

みである。しかし、各校とも提携校の交換留学生を対象とする学士・修士レベルの英語コースが

充実しており、期間は数週間から半年近くのものまであり、単位付与がなされる。 
 

3.2 各大学医学部の国際化動向 

 
 調査対象 4 校とも、世界トップレベルの大学という自負のもと、全学的な国際化が急速に推進

されているが、医学部ではどのような取り組みが行われているのだろうか。本項では、調査対象

各校における国際戦略や体制について紹介する。 
 
3.2.1 医学部における国際戦略・目標および取り組み 

 
ここでは、医学部における国際戦略や目標、それらに基づいた取り組みについて、カロリンス

カ研究所、ヨーテボリ大学、ルンド大学での具体例を紹介する。まず、カロリンスカ研究所では、

2008 年に国際戦略委員会（International strategy Committee）を立ち上げ、2011 年に国際戦

略を策定している。医学部として国際戦略を策定しているのは今回調査した 4 校のうちカロリン

スカ研究所のみである（ただし医科大学としての全学的な戦略でもあるため、厳密には学部レベ

ルとは言いがたい）。戦略では、一つの目標が次の目標を達成する要素となり、それらが循環する

ことで更に先の目標を達成する、というサイクルモデルの構築を目指すとした（図 1）。目標達成

に向けて優先的に取り組むべき事項として、1）全学的な国際的視野の統一、2）戦略的な協力関

係の構築、3）国際的なブランド力の強化、の 3 つの柱を掲げ、事項ごとに具体的な行動計画を

設定している 26。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1：カロリンスカ研究所国際戦略における目標を達成するためのサイクルモデル 27 
 

また、2013 年には、2011 年に策定された国際戦略に基づき、2014 年～2017 年の学士・修士

課程教育における国際化行動計画が策定され、4 つの目標のもと行動計画とその評価方法を具体

                                                   
26 カロリンスカ研究所 “International Strategy”（2011 年）pp.12-13 カロリンスカ研究所 HP に掲載

http://ki.se/sites/default/files/strategi_eng.pdf（2015 年 1 月 30 日アクセス） 

A.国際的な知の交流 

B.質の維持・向上 
C.国際的に卓越した 

評価 

D.優秀な人材や機関を 
惹きつける魅力の向上 

http://ki.se/sites/default/files/strategi_eng.pdf


的に示した 28。 
次に、ヨーテボリ大学医学部では、2020 年までの全学的な中期目標に合わせ、2014～2016 年

の行動計画を策定している。7 項目の達成目標を置き（表 3）、項目ごとに具体的な行動計画を設

定している。これらの項目からは、これまで体系的に運営されていなかった事項について、明確

な方向性や管理体制を築く必要性が強まったことが伺える。 
 

表 3：ヨーテボリ大学医学部の国際化に関する行動計画における達成目標 29 

1．学生や教員のモビリティの促進 
2．学術交流の質保証のための基本方針の構築 
3．学士レベルの英語によるコースの充実 
4．院生レベルのダブルディグリーの体系化 
5．進行中の国際共同研究の把握 
6．国際担当組織に求められる支援内容の把握 
7．学部、病院、行政機関の組織間の壁を取り除く 

 
 ルンド大学医学部でも、医学部の中期目標に基づいた国際化に関する方針や行動計画が策定さ

れており、学生や研究者の海外との双方向交流が推進されている。ここで同医学部が実施する興

味深い学生向けプログラムを紹介したい。今回調査を行ったいずれの医学部でも、学生が一定の

期間以上、海外研修に参加することを推奨しているが、同医学部では、2014 年に“Certificate of 
International Merits”（CIM）30という長期間の海外研修制度を開始した。これは、学生のスウ

ェーデン国内外における国際的な活動を評価し、課程修了時に学位とともに修了証明書を与える

という仕組みである。学生は、制度に登録後、3 回以上の活動を国内と海外で実施し、その成果

を報告書として提出する。国際的な活動が証明書として可視化されることで、学生のモチベーシ

ョンを高めようという狙いだ。 
 
3.2.2 医学部における国際担当組織 
 

急速に国際化が進展する中、各大学の医学部でもここ数年で新規の国際担当組織が設置された。

総合大学であるウプサラ大学、ヨーテボリ大学、ルンド大学については、全学的な国際化を総括

し、大学間交流を管理する中央組織との円滑な連携が重要となる。この点においては、医科大学

であるカロリンスカ研究所は、医学部の需要や実情に合う方針や体制作りが比較的容易である。  
                                                                                                                                                               
27 前掲注 26、p.10 掲載の図をもとに作成 
28 詳細はカロリンスカ研究所 “Action plan for the internationalisation of first and second-cycle education, 2014-2017” カ

ロリンスカ研究所 HP に掲載

https://internwebben.ki.se/sites/default/files/action_plan_for_internationalisation_2014-2017.pdf 
29 ヨーテボリ大学医学部 “Handlingsplan för internationalisering Sahlgrenska akademin 2014‐2016”（2014 年）p.1 から

抜粋、和訳（原文はスウェーデン語のみ）ヨーテボリ大学医学部 HP に掲載

http://sahlgrenska.gu.se/digitalAssets/1497/1497133_handlingsplan-f--r-internationalisering-2014-2016--sahlgrenska-aka
demin.pdf  
30 ルンド大学医学部 HP、Certificate of International Merits (CIM)  
http://www.med.lu.se/utbildning/internationella_moejligheter/certificate_of_international_merits_cim 
※ウェブサイトへのアクセスは全て 2015 年 1 月 30 日 

https://internwebben.ki.se/sites/default/files/action_plan_for_internationalisation_2014-2017.pdf
http://sahlgrenska.gu.se/digitalAssets/1497/1497133_handlingsplan-f--r-internationalisering-2014-2016--sahlgrenska-akademin.pdf
http://sahlgrenska.gu.se/digitalAssets/1497/1497133_handlingsplan-f--r-internationalisering-2014-2016--sahlgrenska-akademin.pdf
http://www.med.lu.se/utbildning/internationella_moejligheter/certificate_of_international_merits_cim


ここでは、各大学のウェブサイトおよび職員への聞き取り

調査の内容に基づき、各大学の医学部における国際担当組織

について紹介したい。 
まず、総合大学である 3 校について紹介する。はじめに、

ウプサラ大学では、大学全体の国際化を統括する国際担当学

長顧問を 2013 年に設置、また本部の学務部門に大学間交流

を担当する International Office、人事部門には海外からの研

究者等の生活を支援する International Faculty and Staff 
Services を置き、本部主導による積極的な国際化が進められ

ている。しかし、現時点では医薬研究領域に国際に特化した

組織や担当職員は設置されていない。医学部で比較的国際業

務を担当することが多い職員によると、本人は約 50％が国際

業務、他の職員も 10％程度は国際業務に関わっているとのこ

とである。 
次に、ヨーテボリ大学医学部では、ここ 1～2 年の

間に国際化を担当する組織の設置が進められた。2013
年には国際関連案件のワンストップ・サービスの提供

を目的とした、Sahlgrenska Academy International 
Office （SAIO）が開設され、続いて、学部の国際化

に関する諮問組織として、教員、SAIO職員、学生代

表 で 構 成 さ れ る 国 際 化 委 員 会 （ Council for 
Internationalization）が設置された。委員会とSAIO
の長は同じ教員が務める。SAIOには、Directorのほか

5 名の職員が在籍し、海外の大学等との学部間提携、

学生・教職員の海外派遣・受入プログラム等の支援、

セミナーの実施等、学生・教職員の国際的な

活動を幅広く支援する 31。SAIO職員による

と、SAIOの設立により、これまで各職員が

個々に対応してきた案件が体系的に管理でき

るようになったことで、利用者にとって可視

化され、より効率的にサービスの提供が可能

になったとのことである。 
ヨーテボリ大学同様、ルンド大学医学部で

も諮問組織として国際委員会（Faculty 
management international committee）を

置き、また 5 年前に事務組織として

                                                   
31 ヨーテボリ大学医学部 HP、International Office  http://sahlgrenska.gu.se/english/about-us/int-coop/saio （2015 年 1
月 30 日アクセス） 

ヨーテボリ大学 SAIOの DirectorのProf. Tobin（右） 
と職員の Ms. Hyllner（左） 

左からウプサラ大学本部 International 
Office の Director である Ms. Dabhilkar 
医学部職員の Ms. Bäckström、筆者 

左から JSPS ストックホルム研究連絡センターの阿久津センタ

ー長、ルンド大学医学部 International Office の Head を務める

Ms. Frydenlund、JSPS ストックホルム研究連絡センターの川

窪副センター長、筆者 

http://sahlgrenska.gu.se/english/about-us/int-coop/saio


International Office が設置された。5 名の職員が勤務する International Office の長は事務職員

が務めており、中立的な立場で教員の支援を行う。 
以上 3 校のうち、ウプサラ大学のみが学部レベルの国際担当組織を持たないが、聞き取り調査

においてウプサラ大学職員から「本学よりヨーテボリ大学やルンド大学の医学部がより国際化が

進展している」とコメントがあったことから、学部レベルでの組織の設置がより効果的な運営を

可能とする点について、考えは共通していると言える。学部レベルに組織を置くことで、学生、

研究者、病院と近い位置でコミュニケーションを取りやすく、医学部の需要に特化した効率的な

運営が可能となるためである。臨床研修等の国際的な交流プログラムの実施には柔軟性が求めら

れるため、本部の国際部門が求める実施要件との調整は難しいケースが多く、医学部の国際部門

が調整役として重要な役割を担っている。 
ここからは、スウェーデン唯一の医科大学であるカロリンスカ研究所の国際担当組織について

紹介する。前述（項 3.2.1）のとおり、2008 年に体系的な国際戦略の構築を行うため国際戦略委

員会が設置され、委員には研究、博士課程教育、学士・修士課程教育に関する各審議会の長が名

を連ねる。また、2014～2018 年の中期目標“Strategy 2018”において、経営組織における国際担

当副学長（Deputy Vice-Chancellor for International Matters）の将来的な設置を掲げている 32。

その他、カロリンスカ研究所の海外での教育・研究活動の調整役としてAcademic Coordinator
が設置され、地域ごとに担当教員が充てられている。

管理組織としては、大学本部に International 
Relations Unitを置き、事務職員ほか、学術的な見

地から業務を行うScientific Secretaryが在籍し、現

在 11 名が勤務している。大学間協定や各種留学プ

ログラムの調整から海外からの訪問団の対応まで、

大学に関する国際関連業務を幅広く取り扱う。医学

部に特化した経営方針のもと全学的な方向性を定め

られるカロリンスカ研究所では、より効率的に国際

化にむけた取り組みを推進することが可能である。 

 
 

4. 医学部の国際業務に携わる－国際担当職員への聞き取り調査－ 

 
 先にも述べたが、国際関連案件は大学のあらゆる部門に発生し、組織と個々の教職員が力を合

わせ体系的に取り組む必要がある。本章では聞き取り調査の回答をもとに、医学部の国際化を管

理部門から支える担当職員に求められる資質、スキルアップ、業務における課題についてまとめ、

国際化が進む組織における彼らの役割について考察したい。 
 
                                                   
32 前掲注 19、p.25（2015 年 1 月 30 日アクセス） 

カロリンスカ研究所 Faculty Office & International 
Relations 職員（左から Ms. Olsson、筆者、Ms. Deogan） 



4.1 国際業務に携わる職員に求められる資質とスキルアップ 

 
大学で国際業務に携わる職員には、幅広い分野における国際関連の知識や語学力が求められる

ことから、国際関連部門は大学でも特殊性の高い部門である。では、体系化が進むスウェーデン

の大学で国際業務に携わる職員には、どのような資質が求められるのだろうか。語学力について

は本稿の冒頭で触れたとおり、スウェーデンでは全く問題が無い。国民の英語運用能力が非常に

高く、さらに急速な多民族化により英語が生活やビジネスでの共通語として浸透していることも

あり、大学職員が高い英語運用能力を有することは必須条件の一つとされている。そこで本項で

は、そのような環境において、スウェーデンの大学、特に医学部の国際業務に携わる職員に求め

られる資質とスキルアップについて、聞き取り調査の回答に基づき具体例をまとめる。 
 

4.1.1 職員の能力を効率的に活かした配置 
 
 まず先に、わが国とスウェーデンの大学における人事システムについて根本的な違いを述べて

おく。わが国では、国立大学を中心に多くの大学では数年単位で職員の異動が発生し、一人の職

員が様々な部門での勤務を経験する。この点については、わが国の大学のガバナンス改革におけ

る課題として、中教審大学分科会組織運営部会の審議でも、専門性の高い事務職員養成の促進の

必要性について挙げられている 33。一方、スウェーデンの大学では、一つのポストに対し適切な

人物を採用し、本人の希望や特別な事情が無い限り、基本的に関連の無い業務への異動は発生し

ない。高度な知識を扱う大学という組織の運営に携わる職員には、高度な能力と経験が求められ

るが、スウェーデンの大学は、個々の職員がその持ち前の能力を活かし、専門知識と経験を積み

上げていく合理的な仕組みになっている。 
 
4.1.2 国際感覚やコミュニケーション能力が重要 
 
 スウェーデンでは国民が大学教育を無料で受けられることもあり、修士課程修了者の割合が多

い。近年は大学職員の殆どが修士課程修了者であるらしく、今回調査を行った各大学の国際部門

においても、その殆どが修士もしくは博士課程修了者であった。調査において、国際担当職員を

採用する際に学歴がどの程度重要視されるのか尋ねたところ、全員から、学歴は選考時の要素に

はなるが、それ以上に国際業務に携わる適性や国際的な経験など、人物そのものが重要であると

の回答を得た。 
これまでも述べたとおり、国際関連業務は他の部門との連携が必須であり、担当職員はリエゾ

ンとしての役割を果たすことも多いため、様々な事象に柔軟に対応できる能力と知識が必要であ

る。調査では、国際業務に携わる職員に求められる適性として、1）国際感覚を持ち視野が広く、

                                                   
33 中央教育審議会大学分科会組織運営部会（第 7 回）（2014 年 12 月 5 日開催）資料 2-2「大学のガバナンス改革の推進につい

て（審議まとめ）（案）」p.19 文部科学省 HP に掲載

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/035/siryo/attach/1342237.htm（2015 年 1 月 30 日アクセス） 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/035/siryo/attach/1342237.htm


2）世界的な動向に敏感で、3）コミュニケーション能力が高いという点が挙げられた。調査先の

例では、海外滞在経験や国際業務経験者、スウェーデン語や英語以外の言語運用能力がある人材

が積極的に採用されるとのことだ。学位の種類については、医学部で修士課程修了後に大学管理

業務を希望し職員として入職するケースもあるそうだが、医学系の知識は必須では無く、社会科

学や人文科学系が比較的多いとのことである。各職員の担当業務は、ヨーテボリ大学医学部、ル

ンド大学医学部では部局や課程、カロリンスカ研究所ではさらに海外交流協定の地域やプログラ

ムごとに割り振られる。 
 
4.1.3 スキルアップ－研修プログラムやセミナーへの参加－ 
 
 前述（項 4.1.1）のとおり、業務に関する知識や能力をある程度備えた人材が各ポストに配置さ

れるスウェーデンの大学では、職員はどのように職務能力の向上を図っているのだろうか。各校

の聴き取り調査から得た情報をもとに、事例をまとめる。 
 まず、調査で共通していた点は、スキルアップは個々のモチベーションにより行われるべきと

いう考え方であった。各大学は、戦略的に教職員の国際的な活動を促進するため、多くの留学制

度や国内外での研修の機会を設け、大学本部の国際部門から積極的に情報提供を行っている。し

かし、その機会を得るためには、個々の職員が明確な目的のもと、自主的に参加可能なプログラ

ムを探し申請する熱意が必要になる。 
次に、調査を行った大学における職員向け研修の具体例を紹介する。4 校とも、EUの欧州域外

諸国との交流を促進する教育助成事業であるエラスムス・ムンドゥス第 2 期（EMA2、2009～2013
年）もしくはエラスムス・プラス（Erasmus+、2014～2020 年）、に参加 34している。このプロ

グラムは、学生、教員のほか、事務職員も対象としており、大学は海外研修への積極的な参加を

奨励している。また、ヨーテボリ大学では、大学本部のInternational Centreが予算を確保し、

海外研修助成事業“International staff mobility”35を実施している。本事業は大学の中期目標に基

づいた事業であり、教職員を対象とし、欧州圏外での研修への旅費を助成する。その他、各大学

では、比較的参加しやすい海外交流プログラムとして、エラスムスや各種ネットワークによる 1
週間程度の教職員を対象とした研修（Staff training week）を教職員に案内しており、国際担当

者向けのプログラムも多い 36。 
                                                   
34 EMA2 および Erasmus+については 大学評価・学位授与機構 HP、国際的な共同教育プログラムの質保証 
http://www.niad.ac.jp/n_kokusai/block2/1191501_1952.html に詳細が記載されている。 
ウプサラ大学 HP、What is Erasmus Mundus? 
http://www.uu.se/en/admissions/erasmus-mundus/what-is-erasmus-mundus-/  
ルンド大学 HP、Cooperation programmes 
http://www.lunduniversity.lu.se/about/international-cooperation/cooperation-programmes 
カロリンスカ研究所 HP、International exchange for employees 
https://internwebben.ki.se/en/international-exchange-employees  
35 ヨーテボリ大学 HP、International staff training programme 
http://www.gu.se/english/cooperation/international_cooperation/international-initiatives/international-staff-training-progr
amme 
36 ウプサラ大学 HP、Welcome to the International Office http://www.inter.uadm.uu.se/  
※ウェブサイトへのアクセスは全て 2015 年 1 月 30 日 
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 なお、医学部の国際担当職員への今回の聞き取りでは、医学部の国際担当者に特化した研修や

セミナーは特に無いとの回答を得た。ただし、他大学の医学部職員とのネットワーク作りを促進

するため、組織として積極的に職員のセミナーやワークショップ等への参加を促しているとのこ

とである。 
 

4.2 業務における課題 

 
今回の聞き取り調査の協力者は、いずれも大学本部もしくは医学部での国際業務に長年携わっ

ている職員であった。その経験から、業務において日々感じる課題について意見を聞いた。 
共通していたのは、項 3.2.2 でも触れたが、医学部は他の学部とは異なり、学生の臨床研修や

研究実施のため病院との連携が必要であり、国際的なプログラムを実施する際に本部が求める要

件との擦り合わせが容易ではないという点である。特にスウェーデンでは、大学と病院は異なる

経営組織のもと運営されるため 37、大学、病院、海外提携先の状況や規程を把握し調整する能力

が求められる。ルンド大学医学部では、協定によりプログラムの柔軟性が失われないよう、学部

レベルの協定締結には慎重な姿勢を取っているとのことであった。一方、医学部に国際担当組織

を持たないウプサラ大学医学部の職員によると、国際的なプログラム実施には本部の国際部門か

ら協力を得ることが重要だが、本部では大規模案件により重点が置かれ、また学生や研究者との

距離が遠いため、もどかしさを感じることが多い、という。 
ヨーテボリ大学医学部での聞き取りでは、医学部では他の学部に比べ、よりダイナミックで迅

速な対応が国際業務に限らず要求されることが多く、学生、教員、病院、海外の機関の間に立ち

調整を行うためには、常に“Service-minded”（サービス精神）のもと、柔軟性を持ち業務に取り

組む必要がある、とコメントがあった。 
 

 
  
                                                   
37 脚注 24 参照 



5. まとめ 

 
今回調査を行った大学は、いずれも世界をリードする最先端の大学として戦略的に国際化に取

り組んでいる。医学部においても、これまで個々に発展してきた教育・研究における取り組みを、

国際に特化した組織によって体系的に管理することで、組織内の責任者の明確化とサービスの可

視化が行われている。大学により状況は異なるが、全体的に医学部は国際化の重要度が高く柔軟

性が求められることから、学部レベルの体制構築の必要性が高いと感じた。 
医学部で国際業務に携わる職員からは、これらの動向は近年強まったものであり、今後もさら

なる発展に向けて改善されるべき点は多いとの声が聞かれた。しかし、欧州における高等教育改

革が進む中、スウェーデンの医学部が教育・研究における語学の障壁を低くし、専門知識を持つ

教職員による戦略的な運営を行い、海外機関との協力関係の強化に積極的に取り組んで、着実に

成果を上げていることを本調査を通し実感した。 
国によってその背景や置かれている環境は異なり、また、大学の規模や学科によっても状況は

様々であるが、大学の国際化は世界的動向であり、避けては通れない課題である。今回の調査を

通し、1）世界的動向における自らの役割と課題を明確に把握し、2）その特徴や強みを活かした

取り組みを行い、3）国内外に向けて発信し交流促進を図ることが、国際化における大切な要素

であることを学び取ることができた。そして、大学という高度な知識を扱う組織において国際化

の発展的な循環を作りだすため、個々の職員が国際基準での問題意識を持ち、積極的に能力向上

に努めることが大切であり、本研修の意義を改めて強く感じた。 
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聞き取り調査協力者（実施順） 
 
ウプサラ大学（Uppsala University）2014 年 8 月 21 日訪問 
Ms. Erika Dabhilkar, Head of International Office 
Ms. Kajsa Bäckström, Medical Faculty, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy 
 
ヨーテボリ大学（University of Gothenburg）2014 年 8 月 25 日訪問 
Prof. Gunnar Tobin, International Director / Dr. Annelie Hyllner, International Coordinator,  
Sahlgrenska Academy International Office （SAIO） 
Ms. Karolina Catoni, Head of Staff Mobility, International Centre 
 
カロリンスカ研究所（Karolinska Institutet）2014 年 11 月 18 日訪問 
Ms. Maria Olsson, Coordinator / Ms. Marlene Deogan, Administrative Officer 
Faculty Office & International Relations, University Administration （UF）, UF 
 
ルンド大学（Lund University）2015 年 1 月 13 日訪問 
Ms. Karin Frydenlund, Head International Office, Faculty of Medicine  
 
本文中では取り上げていないが、以下の方にも聞き取り調査にご協力いただいた。 
チャルマーシュ工科大学（Chalmers University of Technology）2014 年 8 月 25 日訪問 
Dr. Gustavo Perrusquía, Director of International Affairs, Administration and Services 
International Office 
Dr. Åsa Valadi, Coordinator, Strategic Research Support Administration and Service 

 

 


