
連絡先：文部科学省高等教育局医学教育課

大学病院支援室病院第二係

電 話：０３（５２５３）４１１１（内線）２５７８

平成１７年度「地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログラム」

の申請状況について

去る６月７日、平成１７年度「地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プ

ログラム」の公募等の通知を行い、７月１９日（火）～７月２２日（金）に各大学から

の申請を受付けました。

申請状況は以下のとおりです。

○ 地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログラム申請数

・・・・別紙１のとおり

○ 地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログラム申請一覧

・・・・別紙２のとおり

○ 今後のスケジュール

今後、専門家・有識者からなる「地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支

」 、 。援プログラム選定委員会 で審査を行い ９月中旬頃に選定結果を公表する予定です

平成１７年７月２８日



別紙１

（単位：件）

1.へき地を含む地域医療
を担う医療人養成

2.全人的医療を実現でき
る医師・歯科医師の養成

計

国立大学 34 5 39

公立大学 5 2 7

私立大学 12 7 19

小　　計 51 14 65

0 1 1

51 15 66

共　同　申　請

申　請　件　数

テ　ー　マ　名

平成１７年度「地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログラム」
申請数

単
独
申
請



平成17年度地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログラム申請一覧

テーマ１「へき地を含む地域医療を担う医療人養成」

【単独教育プログラム】

○国立大学

大学

離島へき地医療を志す医師教育支援

離島医療人養成特化教育プログラム 琉球大学

ホームステイしながら学ぶ地域と医療
大分大学 大分大学医学部附属病院

ーどっぷり浸かって2週間、はっきりへき地が見えてきたー

高知大学医学部附属病院

ー医療過疎地域に大学医学教育拠点を置き、地域医療の再生を通して次世代医療人の育成をは
かるー

診療科連携によるへき地医療充実プログラム 宮崎大学 宮崎大学医学部附属病院

二次医療圏臨床研修体制での地域医療支援 熊本大学 熊本大学医学部附属病院

大学発“病院再生”による地域医療人育成

長崎大学

愛媛大学医学部附属病院
ー臨床・研究のクオリティの充実ー

離島を場とした地域医療コーディネート教育
九州大学

九州大学医学部・歯学部・生体防御医学研究所附
属病院ー先端医療のへき地での実現をめざしてー

フィールド×時間：健康の森増殖プログラム 高知大学

ゼネラル・アイ（愛）・プログラム
愛媛大学

県民医療アカデミー　オブ　eーJAPAN
佐賀大学

～地域のニーズに対応したへき地医療教育資源の創成～

長崎大学医学部・歯学部附属病院

琉球大学医学部附属病院

鹿児島大学 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院
ー双方向・多元的情報網を活用した先進的医療人教育プログラムー

合　　　計（国立大学） 34

地域医療連携活性型研修支援教育プログラム
香川大学 香川大学医学部附属病院

ー医療ＩＴネットワークの活用によるー

やまぐち地域医療教育ネットワーク構想
山口大学 山口大学医学部附属病院

ー大学病院の教育リソースを活用し、地域医療機関と一体となって行う生きた臨床医学教育ー

広島『ふるさと医』育成プログラム
広島大学 広島大学病院

ー地域医療ネットワークによる総合医養成システムー

夢と使命感を持った地域医療人の育成
島根大学 島根大学医学部附属病院

ー日本版WWAMIプログラムー

名大病院地域医療支援人材育成プログラム
名古屋大学 名古屋大学医学部附属病院

ー地域の総合診療を担う若手医師育成のための後期研修プログラムー

地域教育機関病院を拠点とした医療人の育成
三重大学 三重大学医学部附属病院

ー二次医療と一次医療の機能分担と連携を軸にしてー

地域救急医療人双方向育成プログラムの開発
岐阜大学 岐阜大学医学部附属病院

ー岐阜大学病院と地域救急施設による救急医療スタッフ育成ー

優れた地域医療の伝統を引き継ぐ人材育成
信州大学 信州大学医学部附属病院

ー地域医療人育成・支援センターを中核とする入学前・卒前・卒後・生涯研修一貫プログラムー

浜松医科大学医学部附属病院

医療安全リーダー育成の地域中核プログラム 大阪大学 大阪大学医学部附属病院

医歯連携岡山地域医療教育支援プログラム 岡山大学 岡山大学医学部・歯学部附属病院

佐賀大学医学部附属病院

「救急に強い僻地診療専門医及び専門看護師」養成コース 福井大学 福井大学医学部附属病院

開放型診療・救急医療を通した地域医療教育 浜松医科大学

富山医科薬科大学 富山医科薬科大学附属病院

能登の家庭に学ぶ医療人育成プログラム 金沢大学 金沢大学医学部附属病院

地域完結型医療を実践できる総合医の育成
千葉大学 千葉大学医学部附属病院

ー患者に魅力ある外来診療と地域臨床教育を担う医師づくりー

教育クリニックを拠点とした地域一貫教育 筑波大学 筑波大学附属病院

中越地震に学ぶ赤ひげチーム医療人の育成 新潟大学 新潟大学医歯学総合病院

富山型地域医療人材育成プログラム

秋田大学 秋田大学医学部附属病院

地域医療支援体制と一体化した専門医育成 山形大学 山形大学医学部附属病院

地域医療と大学との医療教育交流の構築

医療過疎解消を目指す入学から引退まで作戦

青森へき地医療クリニカル・フェローシップ

旭川医科大学 旭川医科大学医学部附属病院
～大学が主導・管理するプログラム～

教育プログラム名称 申請大学名 教育プログラムの主体となる大学病院名

地域・大学循環型の専門医育成定着システム
北海道大学 北海道大学病院

ー地域センター病院重点化構想ー

弘前大学 弘前大学医学部附属病院
ー地域医療支援センターによる一貫サービスを基盤とした新教育プログラムー

徳島県における医療人教育研修支援システム
徳島大学 徳島大学医学部・歯学部附属病院

ー特に女性医師活躍へのポジティブアクションー

東北大学 東北大学病院

三世代循環型地域医療人育成機構の構築

別紙２



○公立大学

大学

○私立大学

大学

テーマ２「全人的医療を実現できる医師・歯科医師の養成」

【単独教育プログラム】

○国立大学

大学

○公立大学

大学

○私立大学

大学

【共同教育プログラム】

大学

地域に立脚した医師を犠牲感なく育成する工夫
東邦大学 東邦大学医療センター大森病院

－専門医と一般医の境界の不鮮明化による意識改革の試み－

金沢医科大学病院

5

合　　　計（公立大学）

地域医療現場を核とした卒前・卒後医学教育 金沢医科大学

12

－「学生・研修医とともに診療し、ともに学ぶ」臨床教育研修ｼｽﾃﾑの構築－
京都大学

副題：大学病院における卒後臨床研修改革と新たな専門医養成への試み
神戸大学

2

合　　　計（私立大学） 7

福岡歯科大学

高齢者のＱＯＬ向上ができる歯科医師育成

患者さんの視点を重んじた全人的医療教育

場所論による全人的医療の生涯教育への支援 福岡歯科大学医科歯科総合病院

日本歯科大学歯学部附属病院

地域医療事情に即した家庭医養成プログラム 福岡大学 福岡大学病院

体感型人体模型による経時的擬似診療体験 日本歯科大学

東海大学医学部付属病院

（救急医療・ﾌﾟﾗｲﾏﾘ･ｹｱを重視した初期臨床研修プログラムの構築）
昭和大学 昭和大学病院

救急医療を重視した初期臨床研修プログラム

“人を診る”医療人育成プログラム 東海大学

合　　　計（公立大学） 5

地域医療に貢献する医療人教育ネットワーク 奈良県立医科大学

横浜蘇生法教育プログラム
横浜市立大学 横浜市立大学附属病院

（横浜市立大学を中心とした神奈川県全域にわたる蘇生技術普及のためのシステム構築）

地域在宅緩和医療教育支援プログラム 和歌山県立医科大
学

和歌山県立医科大学附属病院
～がん終末期ケアのシステム構築による地域医療の充実～

ホームステイ型医学教育研修プログラム
福島県立医科大学 福島県立医科大学医学部附属病院

ー「地域で生きる」医師の定着に向けてー

地域の命を守る医療人養成プログラムの実践
札幌医科大学 札幌医科大学附属病院

～北海道における医療過疎地ゼロを目指して～

卒前卒後地域医療研修システムの構築 岩手医科大学

奈良県立医科大学附属病院

自治医科大学地域医療後期研修プログラム 自治医科大学 自治医科大学附属病院

岩手医科大学附属病院

日本大学 日本大学歯学部付属歯科病院

女性医師臨床現場復帰を目的とした制度構築

順天堂大学 順天堂大学医学部附属順天堂医院

東京の医学部が地域医療者を育成する一方策 東京慈恵会医科大学

地域密着型地域医療教育システム 近畿大学 近畿大学医学部付属病院

川崎医科大学 川崎医科大学附属病院

僻地病院と県推薦による地域医療一貫教育 兵庫医科大学 兵庫医科大学病院

東京慈恵会医科大学附属病院

神奈川県央・町田地域医療人教育支援（診療ネットワークを活用した教育・診療支援） 北里大学 北里大学病院

へき地における救急診療と疫学調査

神戸大学医学部附属病院

申請大学名 教育プログラムの主体となる大学病院名

京都大学医学部附属病院

滋賀医科大学 滋賀医科大学医学部附属病院

鳥取大学医学部附属病院

（副題）高齢者のＱＯＬと健康増進に対応した予防・診療ができる歯科医師教育
明海大学 明海大学歯学部付属明海大学病院

名古屋市立大学 名古屋市立大学病院

市民病院と連携した全人的総合診療医の育成 大阪市立大学 大阪市立大学医学部附属病院

合　　　計（国立大学）

東京女子医科大学 東京女子医科大学病院

～これを可能にする３つの医学教育プログラムの開発～
慶應義塾大学 慶應義塾大学病院

全人的医療修得プログラム　～地域住民・患者による評価～ 群馬大学 群馬大学医学部附属病院

教育プログラム名称

鳥取大学

総合病床でのクリニシャンエデュケーター養成

医師の人間性向上教育プログラム

救急医療・児童虐待・ＳＩＳＤへの対応（シミュレーション学習・開発による全人的医療教育）

（地域医療社会への再就職を目指す専門性の高い研修センターの構築）

地域医療人育成の包括的教育研修プログラム

離島歯科診療の支援基盤となる卒後臨床研修

一般市民参加型全人的医療教育プログラム

臨床研修チームの統括リーダー医の設置

合　　　計（私立大学）

副題：－地域リソースを活用して－

申請件数
51
15
66

1

合計

テーマ１
テーマ２

合　　　計

教育プログラム名称 申請大学名 教育プログラムの主体となる大学病院名

基本的臨床能力の評価システムの開発・展開

－全人的医療の実践に必要な態度・知識・技能を修得する参加型臨床実習を効果的に行うために
－

東京医科歯科大学
東京医科歯科大学医学部附属病院・歯学部附属病
院



参 考

地域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログ
ラム（医療人ＧＰ）

（ 新 規 ）
平成１７年度予算額 ７．５億円

［目 的］
医師をはじめとする医療人にかかる臨床教育の中心的機関である大学病

院が、地域医療等社会的ニーズに対応し、その使命・役割を十分に果たす
べく教育機能の一層の強化を図るため、地域医療や患者本位の全人的医療
を実現できる医療人養成の取り組みについて財政支援を行うことにより、
教育研究病院である大学病院の教育の活性化を促進するとともに、地域医
療への貢献を図る。

［概 要］
○対 象
・ 大学としてのビジョンを踏まえ、学長及び病院長を中心とするマネ
ジメント体制の下に、国公私立大学の大学病院が計画している教育プ
ログラム

○平成１７年度募集テーマ
① へき地を含む地域医療を担う医療人養成
② 全人的医療を実現できる医師・歯科医師の養成
・ 申請件数は各大学１件

○選 定
・ 国公私の大学病院関係者 専門家 その他有識者から構成される 地、 、 「
域医療等社会的ニーズに対応した医療人教育支援プログラム選定委員
会 （委員長：高久史麿 自治医科大学長）において公正に審査。」

・ ２０件程度を選定。

○社会への情報提供
・ 選定された取組をもとに、事例集の作成やフォーラムの開催等によ
り、広く社会に情報提供。

○財政支援
・ 大学改革推進等補助金により支援を実施。

〔平成１７年度公募スケジュール〕
・６月 ７日 公募要領等を通知
・６月１４日 公募要領等の説明会
・７月１９日

申請受付

～

７月２２日
・９月 中旬 選定プログラムの決定
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