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June 26th  11:55 - 12:55 Channel 5 - Committee Theater

英語プレゼンテーションの上達方法教えます
International Exchange Program Committee Presents: 
How to make a great presentation in English.
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June 26th  11:55 - 12:55 Channel 5 - Committee Theater
英語プレゼンテーションの上達方法教えます

International Exchange Program Committee Presents:  How to make a great presentation in English.

対象者  医師, 若手医師（卒後16年以内）, 後期研修医（卒後3年以上）, 初期研修医（卒後1‒2年目） 

Target    Doctor, Early Career Physicians, Senior Resident, Resident (1‒2 years after graduation)

医師として仕事をする上でプレゼンテーションは必須の技術であり、グローバル化に伴い、それを英語で行うことが
種々の場面で増加することもまた間違いないだろう。多くの日本人は英語に対する苦手意識を持っており、医師も
例外ではない。ますます英語でのコミュニケーションが必要となってくる状況の中で、英語でのプレゼンテーショ
ンの仕方の基本をお伝えするのが本ワークショップの目的である。

本ワークショップでは、日本人にありがちなプレゼンテーションを提示する。その後、レクチャー形式で米国式のプ
レゼンテーションの型を伝授しつつ、contents、deliveryの両面からの上達方法をお伝えする。後半は米国臨床留学
経験者の指導による参加者へのプレゼンテーションに対する直接の指導を行うことで教育効果を高める。

本ワークショップを通して、英語でのプレゼンテーションに対する心理的障壁を少しでも取り除くことができるこ
とを目指す。

  Making a good presentation is one of the most important abilities as a physician, and there is no doubt 
that the opportunity to perform presentation in English will increase because of the globalization of 
medicine. In fact, most Japanese, including physicians, feel uncomfortable with English presentation due 
to the lack of training. 
 Our object is to teach the basic of English presentation skills for Japanese physicians to get prepared for 
the situation when English presentation is required. 

 Our workshop will start with showing a typical English presentation done by Japanese physician. The 
first part will be a lecture teaching the fundamental form (content and delivery) of English presentation, 
and the tips to improve your skills. The second part will be an interactive session mentored by IEPC 
members who have experience of U.S. medical training. 

 Our goal is to break the psychological barrier to English presentation through this session.




