Ⅵ．国際交流 < International Exchanges >
１．国際交流の目的 ＜ Purpose of International Exchanges ＞
あらゆる分野において国際化が一般的となっている昨今、リハビリテーション
医療を含む医療・医療技術の分野もその例外ではない。本校はその時流に対応す
べく「医療の国際化に対応できる人材の育成」を教育目標の一つに挙げ、2003
年の開校以来、海外のリハビリテーション医療の教育機関と親密な関係を築くた
めの努力をしてきている。以下に 2020 年度における海外の教育研究機関との交
流を示す。
Nowadays in all fields of science, globalization is a common factor.
Rehabilitation medical care and health care technology are no exceptions. One
of the educational objectives of our school is to “develop the ability to
contribute to the globalization of health and welfare”. Since opening our
school in 2003 we have tried to establish a close international relationship
with institutions in overseas countries. Below, details of the international
academic exchanges with overseas institutions in 2020 are shown.
２．本年度の国際交流＜ International Exchange Program 2020 ＞
プサンカトリック大学との国際交流
＜ Academic exchange with
Catholic University of Pusan (CUP) ＞
本校作業療法学科および理学療法学科は、2020 年度の国際交流事業として、韓
国のプサンカトリック大学（CUP）から教授と学生を受け入れ、2020 年 9 月に
CUP と YICRC の理学療法学科 3 年の国際交流プログラムを予定していたが、新
型コロナウイルスの感染拡大を受け、中止となった。

This year, there was an international exchange program to invite a professor
and students from the CUP in September but this program canceled due to the
outbreak of coronavirus.

姉妹校一覧
本校は現在下記の教育機関と姉妹校提携し、学術交流を行っている。
Internationally Affiliated Schools
As described below, the YIC Rehabilitation College has currently established
academic exchange agreement relationships with internationally affiliated
schools.
学校名：プサンカトリック大学
学科名：理学療法学科
所在地：大韓民国 釜山広域市
締結日：2005 年 5 月 9 日
Name of School: The Catholic University of Pusan
Counterpart Department: Department of Physical Therapy
Location: Pusan, KOREA
Established date: May 9, 2005
学校名：春海健康科学大学
学科名：作業療法学科および理学療法学科
所在地：大韓民国 蔚山市
締結日：2009 年 10 月 28 日
Name of School: The Choonhae College of Health Sciences
Counterpart Department: Department of Occupational Therapy
Department of Physical Therapy
Location: Ulsan, KOREA
Established date: October 28, 2009
学校名：サスカチュワン大学
学科名：リハビリテーション科学部
所在地：カナダ サスカチュワン州 サスカトゥーン市
締結日：2014 年 11 月 18 日
Name of School: University of Saskatchewan
Counterpart Department: School of Rehabilitation Science
Location: Saskatoon, CANADA
Established date: November 18, 2014

学校名：東部国際大学
所在地：ベトナム ビンズオン省 ビンズオン新都市
締結日：2014 年 11 月 24 日
Name of School: Eastern International University
Location: Binh Duong New City, VIETNAM
Established date: November 24, 2014

