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Ⅰ．計画の概要
■プログラム名：地域再生人材創出拠点の形成（中間評価）
■課題名：医師・コメディカル統合的人材育成拠点形成
■区分：Ｂ
■機関名：国立大学法人神戸大学
■代表者名（職）：福田 秀樹（学長）
■連携自治体：兵庫県
■実施期間：5 年間
■実施経費：これまでの総額 128.3 百万円（間接経費込み）
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１．課題概要

課題の概要
○地域再生人材養成ユニット名
○総括責任者名

「医師・コメディカル統合的人材育成拠点の形成」
「福田秀樹」

○提案機関名

「神戸大学」

地域の現状と地域再生に向けた取組状況
現在、コメディカル（医療専門職）のスキルミクスが地域医療崩壊を防ぐ解決策として議論
されている。さらに機能的なスキルミクスに支えられたチーム医療は災害医療においても重
要な役割を果たす。神戸大学と兵庫県では地域医療向上のため医師の相互交流を既に行って
いるが、コメディカルに対しても機能的スキルミクスを可能とする高度専門教育を包括的に
実施する「医師・コメディカル統合的人材育成拠点」を形成し、地域医療の再生ならびに災
害医療の充実を図る。
地域再生人材創出構想
神戸大学大学院医学研究科を中心として兵庫県等の協力のもと、地域医療に従事するコメデ
ィカルが容易に高度専門教育を受けることができる地域再生人材育成拠点の形成を計画する。
地域医療および災害医療の現場で機能的スキルミクスを実現できるエキスパート・コメディ
カルを育成する。本育成プログラムの修了者は、各地域医療機関において地域・災害医療の
リーダーとしての役割を果たすことが期待され、県内全体をフィールドとした循環型の配
置・育成システムを構築することができる。
自治体との連携・地域再生の観点
現在、神戸大学と兵庫県の間では地域医療再生および災害医療充実のため様々な連携事業を
行っている。今回の医師・コメディカル統合的人材育成拠点の形成のプログラムにより、コ
メディカルが専門性を発揮する機会が増え、機能的なスキルミクスが可能となる。兵庫医療
圏における機能的チーム医療の確立は、地域医療再生ならびに今後発生が危惧される南海大
地震などに対する災害医療の充実に貢献する。
ミッションステートメントの概要
地域再生計画の一環として地域医療に従事するコメディカルに高度専門教育を実施しエキス
パート・コメディカルを育成し、地域医療の再生、災害医療の充実、地域社会の活性化に繋
げる。①災害医療②がん医療③感染症医療④周産期医療⑤老人医療、の５つの専門コースを
設け、５年後の実施期間終了時までに各コース１６名、全期間合計８０名のエキスパート・
コメディカルを育成する。各育成コースは実施期間終了後も神戸大学大学院医学研究科に存
続させる。
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医師・コメディカル統合的人材育成拠点の形成

実施体制
神戸大学大学院医学研究科
神戸大学大学院
保健学研究科

兵庫県

地域社会医学・健康科学講座
兵庫県立大学
エキスパート・
コメデイカル育成プログラム
①災害医療
②感染症医療
③周産期医療
④老人医療
⑤がん医療

神戸薬科大学
（連携大学）

高度専門医療従事者による
地域医療の活性化・均一化

兵庫県立病院
（連携大学院）
こども病院 （連携教授）
がんセンター（客員教授、連携教授）
総合リハビリテーションセンター
（客員教授）
粒子線医療センター（客員教授）

看護師
保健師
助産師
薬剤師
臨床検査技師
診療放射線技師
管理栄養士
理学療法士
物理療法士
医学物理士

医療従事者

地域医療機関
医師・コメデイカルの効率的な診療形態の構築

医師・コメディカル統合的人材育成拠点の形成

実施内容
地域医療機関
兵庫県内の
地域医療機関
に従事する
コメディカル
但馬
丹波
播磨
阪神
淡路

エキスパート・コメディカル育成プログラム

医師・コメディカル
統合的人材育成拠点

地域医療機関
①地域医療、
災害医療の
リーダーとし
て地域の医療
に貢献

1ヶ月～３ヶ月の
インテンシブコース
①災害医療
②感染症医療
③周産期医療
④老人医療
⑤がん医療

②県の地域再
生計画に基づ
き県立病院を
中心にリー
ダーを配置

・2名ずつの少人数制
・年間：1コース
4名X5コース
計20名
・4年間で80名育成

③県下の病院
でのIPW教育
の推進
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神戸大学医学研究科
地域社会医学・健康科学講座
総合臨床育成学分野
地域医療ネットワーク学分野
医療協働推進学分野
医療システム学分野

5年後：
初回研修の確認と
研修した技術をい
かに地域医療再生
に役立てたかの検
証を行う

継続的展開

ミッションステートメント
○地域再生人材養成ユニット名 「医師・コメディカル統合的人材育成拠点の形成」
○総括責任者名

「福田秀樹」

○提案機関名

「神戸大学」

（１）地域再生人材創出構想の概要
兵庫県内の地域医療再生において、医師とコメディカルの円滑なスキルミクスは地域医療の質、
安全性向上の一つの解決策である。また機能的なスキルミクスに支えられたチーム医療は災害医
療においても重要な役割を果たす。兵庫県が策定する地域医療再生ならびに災害医療の充実を柱
とした地域再生計画の一環として地域医療ならびに災害医療に従事するコメディカルに高度専門
教育、研修を実施しエキスパート・コメディカルを育成する。県内全域をフィールドとした地域
医療人材の総合的育成及び循環システムの構築を通じて、県民の安全・安心を守る地域医療の再
生ならびに今後発生が危惧されている南海大地震などに対する災害医療の充実を実現する。
（２）３年目における具体的な目標
①災害医療②感染症医療③周産期医療④老人医療⑤がん医療、の５つの専門コースを設け、最初
の１年をカリキュラム作成および人材育成従事者の整備にあたる。続く２年間で各コース８名、
計４０名のエキスパート・コメディカルを育成し、兵庫県内の地域医療の活性化ならびに災害医
療の充実に貢献する人材として、
「兵庫県保健医療計画」の推進に積極的に活用する。
（３）実施期間終了時における具体的な目標
３年目以降、各コース８名、計４０名の人材を育成し、期間合計で計８０名のエキスパート・コ
メディカルを育成する。コース修了者は各医療機関における、地域医療再生ならびに災害医療充
実の取り組みに対して主導的な役割を発揮し、兵庫県の地域再生計画の中心的な役割を果たす。
（４）実施期間終了後の取組
既に実施している神戸大学と兵庫県の地域医療向上のための医師相互連携協力協定とともに、本
育成プログラムを通じて医師以外のコメディカルについても相互交流を拡大し、各研修コースは
５年間の実施期間終了後も存続させ、本育成プログラムと並行して医学研究科の域社会医学・健
康科学講座と兵庫県が協力して、本人材育成プログラムの運営を継続する。
（５）期待される波及効果
兵庫県内の地域医療格差を是正させることにより、兵庫県全体の医療水準を大幅に向上させること
が可能である。さらには本事業により同時に達成される災害医療エキスパート・コメディカルの育
成により今後、発生の危惧される南海大地震などの大災害の備えにもなる。本プログラムによる地
域医療再生ならびに災害医療の充実を通じて地域社会の活性化、社会資源の充実に寄与することが
できる。
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２．採択時コメント

本提案は、地域医療の再生という今日的な課題に向けた先進的な提案であり、医師不足
が深刻化する中で医師とのスキルミクスを効率的に実現できる看護師等のエキスパー
ト・コメディカルを養成しようとする発想は高く評価できる。また、現場のコメディカ
ルが受講しやすい様に短期集中コースを設置していることや勤務する職場と協定を締結
するなど、受講生や受講後の環境づくりに配慮がみられる。実施に際しては、看護師等
の退職者の再研修プログラムとしても活用すること、修了者が現職に留まるとは限らな
いので、どのようにスキルアップを図るかという仕組みを検討することが望まれる。
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Ⅱ．成果の概要
1．進捗状況
神戸大学大学院医学研究科では、兵庫県等と連携し、機能的なスキルミクスを実現できるエキスパー
ト・コメディカル（より高度な専門的技術、知識を有する医師以外の医療専門職）の育成を目的に、災害・
救急医療、感染症医療、周産期医療、高齢者医療およびがん医療、の 5 つの領域の育成コースを策定し
ている。
3 年間の地域再生人材創出に関する取り組みは、ミッションステートメントでは 40 名を目標にしているの
に対して、49 名の受講が決定している。現時点で、既に 43 名が修了し、それぞれが地域再生に資する活
動を始めている。5 年間の実施期間終了時点で、当初計画通りに養成目標が達成される見込みである
（結果の詳細は、Ⅴ1.の別表を参照）。
2．人材養成手法の妥当性
兵庫県は、大都市と過疎地を併せ持ち、医師の地域偏在を含む地域医療の再生が大きな課題となっ
ている。北部および淡路島地域の医療格差は深刻で地域医療崩壊の危機に直面している。また、阪神
淡路大震災の経験を有する兵庫県においては、全国的に見ても災害医療先進地域である。本プログラム
では、地域医療ならびに災害医療に従事するコメディカルに高度専門教育や研修を実施し、エキスパー
ト・コメディカルを育成することにより、地域・災害医療の質と活性化を図り、今後、発生が危惧される南海
大地震等の大災害の備えとしても、全国に先駆けたモデル事業となることが期待できる。
人材養成の取り組み内容については、コース担当教員の協力のもと、医療コースごとに専門性を発揮
したカリキュラムを構築している。また、地域再生人材創出構想に基づき、事業参加者による定例の運営
委員会の開催、受講生の募集選考、各育成コースの実施、情報発信の場としてのフォーラムの開催など
にも積極的に取り組んでおり、地域での医療ならびに災害時医療の問題点を共有することで各地域での
問題解決に努めている（人材養成の取り組み内容の詳細については、Ⅳ2.を参照）。
被養成者の到達認定度（判定基準）としては、各医療コースリーダーによる合否判定の後、事業実施
統括責任者の承認を経て、修了証書を発行・授与しており、地域・災害医療のリーダーとして各医療機関
への配置を促し、医療体制の充実を図っている。
人材養成システムの改善状況としては、コース終了後、受講生およびその上司へのアンケート調査を
実施し、今後のプログラム運営の参考にしている。また、本事業の人材養成手法の妥当性等について外
部有識者による評価と判断を仰ぐため、兵庫県内の各地域の病院機関の院長による外部評価委員会を
設置している（受講生および上司へのアンケート調査、外部評価委員会の詳細は、Ⅳ2.(4)を参照）。
３．実施体制・自治体等との連携
神戸大学大学院医学研究科、保健学研究科、および医学部附属病院と兵庫県が連携し、エキスパー
ト・コメディカルの育成を目指している。
兵庫県との具体的な連携活動としては、受講生募集にかかる積極的な周知、広報活動の実施、本事
業運営にかかる協力体制として、運営委員会等への出席参加などを通して、より緊密な連携を行ってい
る。また、受講修了者には神戸大学大学院医学研究科長と兵庫県の連署の受講修了証書を発行・授与
している。
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４．人材養成ユニットの有効性
本事業は、兵庫県の地域医療向上のための医師相互連携協力協定とともに、本育成プログラムを通じ
て医師以外のコメディカルについても相互交流を拡大し、5 年間の実施期間終了後も地域社会医学・健
康科学講座と兵庫県の協力により運営を継続し、人材発展ならびに災害医療の確立に寄与する。兵庫
県内の地域医療機関に従事するコメディカルを養成した後、地域再生計画に基づき県立病院を中心にリ
ーダーを配置させ、県下の病院での IPW（Interprofessional Work：様々な職種の医療人が協働し、チー
ムで行う保健医療福祉業務の取組）教育の推進を行う。また、地域医療・災害医療のリーダーとして地域
社会の活性化、社会資源の充実を図っていく。今回の東日本大震災においても平成 22 年度受講生が災
害支援医療チームの一員として現地で支援活動を行った（人材養成ユニットの有効性についての詳細は、
Ⅳ4.を参照）。
5．継続性・発展性の見通し
本事業の実施期間終了後、本育成コースで育成された人材は、各地域医療機関においてスキルミクス
のリーダーとしての役割を果たし、地域・災害医療向上に貢献するべく活動する予定である。
また、現在、既に実施している神戸大学と兵庫県の地域医療向上のための医師相互連携協力協定と
ともに、各育成コースは 5 年間の実施期間終了後も存続させ、本育成プログラムと並行して医学研究科に
設置している「地域社会医学・健康科学講座」が中心となり兵庫県と協力して、本人材育成プログラムの
運営を継続していく予定である。
6．採択時コメントへの対応
採択時のコメントにおいて、「看護師等の退職者の再研修プログラムとしても活用すること」について求
められた。これについては、受講生募集時に募集情報を Web 等で公開し、また、各医療施設にポスター
等を配布し、広く広報活動することで、退職者も応募可能となるように対応している。
また、「修了者が現職に留まるとは限らないので、どのようにスキルアップを図るかという仕組みを検討
すること」については、受講生が各病院でリーダーとして同僚に今回の講習等で得た技術および知識を
共有することで、個人のみではなく、病院全体のスキルアップを図っている。また、地域医療教育用 DVD
教材を配布することで、兵庫県内全体の医療機関のスキルアップも行っている。受講生の有効な配置に
ついては、毎月の運営委員会で兵庫県の医療機関担当者とともに協議を行っている。
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Ⅲ．所要経費
（単位：百万円）
補助対象経費

21 年度

22 年度

23 年度

24 年度

25 年度

１．人件費

17.4

29.1

28.5

26.0

26.0

（１）特命准教授

6.8

10.3

10.5

8.0

8.0

（1 名）

（1 名）

（1 名）

（1 名）

（1 名）

8.0

15.9

15.8

12.0

12.0

（2 名）

（2 名）

（2 名）

（2 名）

（2 名）

2.6

2.9

2.2

6.0

6.0

（2 名）

（1 名）

（1 名）

（2 名）

(2 名)

２．設備備品費

2.8

1.8

6.0

3.8

3.8

（１）教育環境の整備

2.8

1.8

6.0

3.8

3.8

３．消耗品等

6.4

3.4

3.0

3.2

3.2

４．旅費

0.1

0.6

0.4

3.8

3.8

５．その他

2.5

1.6

1.4

1

1

（１）通信運搬費

0.1

0.2

0.1

0.1

0.1

（２）印刷製本費

2.3

1.1

0.6

0.6

0.6

（３）雑役務費

0.1

0.1

0.2

0.3

0.3

（４）会議開催費

0

0

0

0

0

0.2

0.5

11.0

－

－

－

（２）特命助教
（３）補助者

（５）謝礼金
６．間接経費

8.8

環境改善費

備考

22 年度の
（３）雑役務費について、
計上すると合わないため、
繰上げている。

3.5

計

38.0

47.5

42.8

37.8

37.8

総計 203.9

（内、自己資金）

（0）

（0）

（0）

（0）

（0）

（0）

補助対象外経費

0

0

0

0

0

総計 0

注：人件費は、補助金により人件費を支出している本人材養成業務に従事する者を
職階（教授、准教授、主任研究員、研究補助員等）に分けて、年度毎に従事人数とともに記入
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Ⅳ．成果の詳細
1．中間目標の達成度
(1)養成人数の中間目標と実績 （3 年目）
人材養成のカテゴリー
（コース等）
・災害・救急医療コース
・感染症医療コース
・周産期医療コース
・高齢者医療コース
・がん医療コース

養成修了者数（3 年目）
実 績※
6人
18 人
5人
4人
10 人

予 定※
0人
0人
2人
0人
4人

計（実績＋予定）
6人
18 人
7人
4人
14 人

目標※
（3 年目）
8人
8人
8人
8人
8人

合 計
24 人
25 人
49 人
40 人
※「実績」は、成果報告書作成時点で既に修了している実績数（予定は含まない）
※「予定」は、成果報告書作成時点では修了していないが、3年度目末までに修了する予定数
※「目標」は、採択時コメント対応して見直した場合は、その目標数

なお、それぞれの医療コースへの応募者数、受講生数、修了者数は次の通りとなっている。
各コースとも概ね定員以上の応募があり、運営委員会で選考のうえ受講生を決定している。
内
災害・救急医療コース※1

訳

応募者数

受講者数

修了者数
計（実績＋予定）

・災害・救急医療エキスパート育成コース（1 ヶ月）

4人

4人

4人

・災害・救急医療エキスパート育成コース（3 ヶ月）

-

-

-

4人

4人

4人

・災害・救急医療エキスパート育成コース（1ヶ月）

2人

2人

2人

・災害・救急医療エキスパート育成コース（3ヶ月）

-

-

-

小 計

2人

2人

2人

合 計

6人

6人

6人

備考

（平成 22 年度）

小 計

応募なし

（平成23年度）
応募なし

※1災害・救急医療コースは、平成23年度（3年目）より名称を変更した。（旧称：災害医療コース）

内
感染症医療コース

訳

応募者数

受講者数

修了者数
計（実績＋予定）

・感染制御エキスパート看護師育成コース

2人

2人

2人

・微生物検査エキスパート臨床検査技師育成コース※2

3人

3人

3人

・感染制御エキスパート薬剤師育成コース

2人

2人

2人

2人

2人

2人

9人

9人

9人

・感染制御エキスパート看護師育成コース

4人

4人

4人

・感染制御エキスパート臨床検査技師育成コース

4人

4人

4人

備考

（平成 22 年度）

・内視鏡感染制御エキスパート看護師・コメディカル育成コース
小 計
（平成23年度）

・感染制御エキスパート薬剤師育成コース
・内視鏡感染制御エキスパート看護師・コメディカル育成コース

-

-

-

1人

1人

1人

小 計

9人

9人

9人

合 計

18人

18人

18人

※2「微生物検査エキスパート臨床検査技師育成コース」は、平成23年度（3年目）より
「感染制御エキスパート臨床検査技師育成コース」に名称を変更した。
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応募なし

内

訳

応募者数

受講者数

修了者数
計（実績＋予定）

（平成 22 年度）
・胎児診断エキスパート助産師育成コース
・ハイリスク妊娠管理エキスパート助産師育成コース
小 計

1人
2人
3人

1人
2人
3人

1人
2人
3人

（平成23年度）
・胎児診断エキスパート助産師育成コース
・ハイリスク妊娠管理エキスパート助産師育成コース

2人
2人

2人
2人

2人
2人

4人
7人

4人
7人

4人
7人

周産期医療コース

小 計
合 計

内

備考

両コース共
1人ずつ、
11月に
受講予定

訳

応募者数

受講者数

修了者数
計（実績＋予定）

備考

－
2人

－
2人

－
2人

応募なし

小 計
（平成23年度）
・運動機能・リハビリエキスパート育成コース
・認知障害・在宅医療ケアエキスパート育成コース

2人

2人

2人

－
2人

－
2人

－
2人

小 計
合 計

2人
4人

2人
4人

2人
4人

高齢者医療コース
（平成 22 年度）
・運動機能・リハビリエキスパート育成コース
・認知障害・在宅医療ケアエキスパート育成コース

内

訳

応募者数

受講者数

修了者数
計（実績＋予定）

（平成 22 年度）
・緩和ケアエキスパート看護師育成コース
・がん化学療法エキスパート看護師育成コース
・がん化学療法エキスパート薬剤師育成コース
・がん治療エキスパート放射線技師育成コース
・白血病診断エキスパート臨床検査技師育成コース
・免疫染色エキスパート臨床検査技師育成コース
小 計

2人
１人
－
１人
１人
１人
9人

2人
１人
－
１人
１人
１人
9人

2人
１人
－
１人
１人
１人
9人

（平成23年度）
・緩和ケアエキスパート看護師育成コース
・がん低侵襲治療エキスパート看護師育成コース※
・がん化学療法エキスパート看護師育成コース
・がん化学療法エキスパート薬剤師育成コース
・がん治療エキスパート放射線技師育成コース
・白血病診断エキスパート臨床検査技師育成コース
・免疫染色エキスパート臨床検査技師育成コース

1人
1人
1人
3人
1人
1人
－

1人
1人
1人
3人
1人
1人
－

１人
1人
1人
3人
１人
１人
－

8人
17人

8人
17人

8人
1７人

がん医療コース

小 計
合 計

応募なし

備考

応募なし

1月に受講予定

1人、
1月に受講予定
1月に受講予定
応募なし

※平成23年度（3年目）より「がん低侵襲治療エキスパート看護師育成コース」が新規開講した。
【人材養成コースの名称の変更】
※１ 採択時に「災害医療コース」としていた人材養成コースの名称については、本事業の申請後、カリキュラ
ムの実施段階で、災害医療分野と同等の比重で救急医療分野についても重点的に養成していることから、
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本医療コースをより幅広い内容を指すものとするために、平成 23 年度（3 年目）より、「災害・救急医療コー
ス」と名称を変更することになった。
※２ 採択時に「微生物検査エキスパート臨床検査技師育成コース」としていた人材養成コースの名称につい
ては、本事業の申請後、カリキュラムの実施段階で、他育成コースと同様に医療感染関連対策に関する教
育を実施していることから、他育成コースと共通した内容を指すものとするために、平成 23 年度（3 年目）よ
り、「感染制御エキスパート臨床検査技師育成コース」と名称を変更することになった。

（２）養成人数以外（拠点形成）の中間目標と実績
本事業はエキスパート・コメディカルを育成し、兵庫県内の医療格差の解消、今後危惧される南海大震
災等に対する災害医療の充実の実現を目標としている。全体の取り組みの中では、講義内容を中心とし
た教材 DVD を作成しこれを地域の各病院に配布する事業を行った。本コースを開講するにあたって各講
師が精力的に執筆したテキストを１つにまとめて DVD 化して当初の計画どおり各病院に配布し、本コース
が取り組む人材育成効果が兵庫県全域に波及するようにした。また、各育成コースにおいては、後述す
るフォーラムの開催等を行った。
ア）災害・救急医療コース
災害・救急医療コースでは、養成者以外の医療者も対象に、フォーラムを開催した。22 年度には、「我
が国の災害医療・救急医療～過去・現在・未来～」という主題で、兵庫医科大学救急・災害医学主任教
授小谷穣治氏による講演、八戸市立市民病院救命救急センター長今明秀氏による講演、前日本看護協
会神戸研修センター長高橋章子氏による講演を実施した。来場者との活発な意見交換が行われ、今後
におけるコメディカルのスキルアップを提唱する非常に意義深いものとなった。1 ヶ月にわたるカリキュラム
により、養成者が災害時にどのような考え方とシステムに基づき、行動すべきかを理解し、チーム医療で
の中心的な役割を果たしている。実際、本コース修了後の受講生（熊田博樹：平成２２年度受講）が今回
の東日本大震災で医療スタッフとして現地に赴き、復興活動に貢献した。
（写真：東日本大震災の現地での支援活動）

イ）感染症医療コース
養成対象者をコアとして各施設でそれ以外の医療者等の感染制御学および感染症学への理解を深
める目的で様々な試みを展開した。その一つが独自のフォーラムを開催し、講師を招聘しその知識等を
共有できるようにしたことである。また、カリキュラムにおいては、週に一度を目途に受講生が自施設に戻
り、問題点を抽出し、それをこのコースに持ち帰り解決し、自施設のスタッフと共有するという方針で、拠点
形成を実践的に行い、養成者のみならず、所属自施設全体のレベルアップを図った。養成者が約一ヶ月
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にわたって、課題抽出をしながら、問題解決型の実習と現場主義での研鑚を率先して積んだことを活かし、
各自の病院で感染対策チームの中心的な役割を果たすことにより、養成人数を超える各病院のスタッフ
にもこのコースでのアップデートされた技術・知識を広く還元していることは、チームリーダー等がその後
に、養成者の病院を訪問した折に検証出来ている。
ウ）周産期医療コース
周産期医療コースにおいては、「周産期医療におけるスキルミクス」の理念とそれを実現するための方
略を県内の周産期医療従事者に対して啓発する拠点となることを掲げ、「医師と助産師の役割分担」とい
う形で古くから存在していたスキルミクスの概念を、近年のチーム医療の考え方に即した新たな形で地域
における周産期医療従事者全てが認識し直すことを目指した。それにより、本プログラムにおいて育成す
るエキスパート・コメディカルとしての助産師が地域における産科医療の再生と向上に、技量をより生かす
ことが可能となることも期待した。この目標に沿って、本コースでは兵庫県母性衛生学会の協力を得て、
同学会年次学術集会に連結した形で、平成 22 年と平成 23 年の 2 回にわたり医師・コメディカル統合的
人材育成フォーラム：パネルディスカッションを開催した。
以上のような取組から、県内の周産期医療に携わる医師ならびにコメディカルに対して、この分野にお
けるスキルミクスの理念、達成状況や、今後の問題点を啓発するとともに、「医師・コメディカル統合的人
材育成拠点形成」事業の意義を広く周知させることが出来ている。
エ）高齢者医療コース
被養成者が習得すべき知識・スキルは、第一に高齢者の特性・生理、運動機能と老年症候群といわれ
る頻度の高い種々の症候を理解し、特に高次脳機能ならびに認知障害の分類、病態、疾患、画像診断
について理解することである。次に高齢者医療制度や在宅医療について理解し、高齢者において管理
上問題となる栄養管理、嚥下機能、褥瘡・スキンケア、薬剤管理について講義、実習、見学を通じて学習
することである。今回の養成者は自施設にて、 『高齢者の特性や生理、老年症候群・認知症について』、
『認知症患者の理解と看護』、『認知症の症状について』のテーマで伝達講習会を開催し、また院内の研
修会で「摂食・嚥下障害への介入」についての講演を行い、地域におけるエキスパー・コメディカルの役
割を果たしている。
オ）がん医療コース
がん医療コースでは、地域病院におけるマンパワー不足等のために本コースに受講者を派遣できない
地域病院のニーズに対して、講師が個別に対応した。例をあげると、地域病院で発生した白血病疑いの
標本をレビューして診断をサポートしたり、またリンパ腫病理組織標本のセントラルレビューをしたり、免疫
染色の技術的なアドバイスをしたりすることである。このことで地域における診断のフィードバックや能力の
向上につながった。
(3)客観的な情勢の変化への対応
「がん医療コース」において、平成 23 年度（3 年目）より新たに、「がん低侵襲治療エキスパート看護師
育成コース」を開講することになった。これは、同医療コースのカリキュラム実施段階で、近年増加傾向に
ある腹腔鏡手術や平成 21 年度に薬事承認された手術支援ロボットを用いたロボット手術など癌低侵襲治
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療の看護・マネジメントにおいて、最新の知識と技術を持ち、専門性の高い看護を実践できる人材を養成
する必要性について検討のうえ、開講に至ったものである。

２．人材養成の実施内容
(1)地域のニーズ
兵庫県は瀬戸内海から日本海まで南北に長い県土を有し、阪神地区を中心とした大都市と中部、北
部および淡路島の過疎地が混在しており、医師の地域偏在を含む医師不足による地域医療が深刻な問
題となっている（表１．表２．を参照）。
表１．より、兵庫県に従業地を有する医師は、平成 8 年の 10,254 人から 10 年後の平成 18 年には
11,953 人と増加しているが、人口 10 万対では 213.8 で全国値の 217.5 を下回っている。
表２．では、阪神地区を中心とした大都市と比べると、但馬、丹波、淡路、西播磨および北播磨の医師
数が極端に少ない。人口 10 万対医師数を圏域別で見ても、神戸圏域・阪神南圏域では、全県値を上回
っているが、その他の地域では全県値を下回っている。
表１．医師数の推移
医師数
平成 4 年

兵庫県
全国

平成 6 年

9,682
177.1
176.5

医師数
人口
10 万人対

9,732
176.5
184.4

平成 8 年

平成 10 年

平成 12 年

平成 14 年

平成 16 年

平成 18 年

10,576
193.7
196.6

10,879
196.0
201.5

11,223
201.2
206.1

11,569
207.1
211.7

11,953
213.8
217.5

10,254
189.5
191.4

厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査」
（単位 上段：医師数、下段：人口 10 万対）
（平成 18 年 12 月末）

表２．地域別に見る医師数
医師数

神戸

阪神南

阪神北

東播磨

北播磨

中播磨

西播磨

但馬

丹波

淡路

全県

4,203
274.9

2,590
252.7

1,200
168.0

1,197
166.7

480
165.5

1,076
184.4

412
147.5

334
176.4

191
166.3

270
180.5

11,953
213.8

厚生労働省「平成 18 年医師・歯科医師・薬剤師調査」

実際の医療現場は、医師だけでなく医師以外の様々なコメディカルによっても支えられている。近年、
コメディカルの人数と医療の質・安全性に密接な関係があり、コメディカル不足による医師の業務負担の
増加は医師の疲弊を助長し、医療崩壊の危機を加速させることが明らかになっている。
また、阪神淡路大震災の経験を有する兵庫県は全国的に見ても災害医療先進地域であり、大災害に
対応できる災害時医療体制の確立、充実に向けての取組が必要となっている。災害医療には機能的な
チーム医療が不可欠で、コメディカルに求められる役割は大きく、災害・救急医療エキスパート・コメディカ
ルの育成は、今後、発生が危惧される南海大地震などの大災害の備えとしても重要となる。
地域医療等に従事するコメディカルが容易に高度専門教育を受けることができ、そこで学んだ知識や
技術を高度チーム医療の実践により地域医療に還元できる地域再生人材育成拠点の構築を行う本プロ
グラムは、非常に必要性の高い人材養成ユニットであるといえる。また、コメディカルが専門性を発揮する
機会が増えることにより、医師を含めた多種職間の機能的なスキルミクスが可能となり、医師の業務負担の
軽減、ひいては医師不足の地域医療の充実も期待できる。プログラムの成果がもたらす地域・災害医療の
充実は、最終的に地域医療の再生や発展、活性化に非常に大きな役割を果たすといえる。
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(2)人材養成の手法・方法と実施結果
平成21年から23年までの地域再生人材創出構想の実施状況については以下のとおり。
実施状況（取組毎）
実施期間（実施日）

平成 21 年
7 月 21 日
8 月 17 日
9 月 24 日
10 月 13 日
10 月 19 日
11 月 2 日
11 月 13 日
12 月 7 日
平成 22 年
1 月 25 日
3月 1日
3 月 12 日
4 月 12 日
5月 1日
5 月 17 日
6月 5日
6月 7日
6 月 14 日
6 月 21 日
6 月 30 日
7月 5日
7月 5日
7月 5日
7 月 20 日
7 月 26 日
8 月 16 日
9 月 22 日
9 月 22 日
9 月 27 日
10 月 25 日
11 月 1 日
11 月 15 日
11 月 22 日
12 月 13 日
平成 23 年
1 月 17 日
1 月 31 日
2 月 21 日
3 月 12 日
3 月 28 日
4 月 18 日
5月 1日
5 月 23 日
6月 1日
6月 1日
6月 4日
6 月 13 日
6 月 20 日
7月 4日
7月 4日
7月 4日
7 月 19 日

取組名

第 1 回運営委員会開催
第 2 回運営委員会開催
第 3 回運営委員会開催
平成 22 年度受講生 募集開始
第 4 回運営委員会開催
第 5 回運営委員会開催
平成 22 年度受講生 募集締切
第 6 回運営委員会（平成 22 年度受講生 応募書類審査）
第 7 回運営委員会開催
第 8 回運営委員会開催
第 1 回医師・コメディカル統合的人材育成フォーラム開催
第 9 回運営委員会開催
平成 22 年度周産期医療コース（前期）開講（～31 日）
第 10 回運営委員会開催
周産期医療コースフォーラム開催
平成 22 年度感染症医療コース開講（～7 月 2 日）
平成 22 年度がん医療コース（前期）開講（～7 月 9 日）
第 11 回運営委員会開催
感染症医療コースフォーラム開催
平成 22 年度災害・救急医療コース開講（～7 月 30 日）
平成 22 年度高齢者医療コース開講（7 月 30 日）
災害・救急医療コースフォーラム開催
第 2 回医師・コメディカル統合的人材育成フォーラム開催
第 12 回運営委員会開催
第 13 回運営委員会開催
平成 23 年度受講生 募集開始
地域医療教育用 DVD 教材 配布
第 14 回運営委員会開催
第 15 回運営委員会開催
平成 22 年度周産期医療コース（後期）開講（～30 日）
第 16 回運営委員会開催
平成 23 年度受講生 募集締切
第 17 回運営委員会（平成 23 年度受講生 応募書類審査）
第 18 回運営委員会開催
平成 22 年度がん医療コース（後期）開講（～2 月 25 日）
第 19 回運営委員会開催
第 3 回医師・コメディカル統合的人材育成フォーラム開催
第 20 回運営委員会開催
第 21 回運営委員会開催
平成 23 年度周産期医療コース（前期）開講（～31 日）
第 22 回運営委員会開催
平成 23 年度感染症医療コース開講（～28 日、～30 日）
第 1 回外部評価委員会開催
周産期医療コースフォーラム開催
平成 23 年度がん医療コース（前期）開講（～7 月 8 日）
第 23 回運営委員会開催
平成 23 年度災害・救急医療コース開講（～7 月 29 日）
平成 23 年度高齢者医療コース開講（～7 月 29 日）
災害・救急医療コースフォーラム開催
第 24 回運営委員会開催
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①受講生の募集・選考方法と選考結果
具体的な選考過程は下図のとおりであり、職歴や志望動機等の書類審査で基礎的なスキルを判定し、
実施統括責任者をはじめとした各医療コースリーダーによる選考を経て決定する手順で行っている。
【募集要項】
資料・ポスター配布
ホームページでの公開
兵庫県担当者による
県内周知

【合否判定】
実施統括責任者
および各医療コース
リーダーによる
書類選考

【選考方法】
書類審査
履歴書
志望動機

【選考結果】
平成 22 年度
計 24 人
平成 23 年度
計 25 人

1）募集要項・ポスター作成（募集期間：約2ヶ月）
2）募集要項・ポスター配布、広報依頼（県内医療機関、兵庫県担当者）
3）ホームページ（http://www.med.kobe-u.ac.jp/comed/index.html）での公開、周知
4）履歴書および志望動機による書類審査
5）統括責任者、各医療コースリーダーによる合否判定
②選考結果
ア)災害・救急医療コース
一定期間の臨床経験を有するコメディカルであれば特に職種は問わず、災害・救急医療の基本と実
際に対応できる受講生を選考。平成 22 年度 4 名、23 年度 2 名の計 6 名の応募があり、6 名の受講が
決定。
イ）感染症医療コース
感染症医療分野の各職種において 5 年以上の臨床経験を有し、感染症医療の基本と実際に対応
できる受講生を選考。平成 22 年度 9 名、23 年度 9 名の計 18 名の応募があり、18 名の受講が決定。
ウ）周産期医療コース
5 年以上の臨床経験を有する助産師で、周産期医療の基本と実際に対応できる受講生を選考。平
成 22 年度 3 人、23 年度 4 人の計 7 名の応募があり、7 名の受講が決定。
エ）高齢者医療コース
5～10 年の臨床経験を有する医療従事者であれば、職種は不問としており、高齢者医療の基本と実
際に対応できる受講生を選考。平成 22 年度 2 人、23 年度 2 人の計 4 名の応募があり、4 名の受講が
決定。
※但し、「運動機能・リハビリエキスパート育成コース」は、平成 22 年度は応募者がなかったため開講していない。その
後、コース担当教員と協議のうえ、平成 23 年度は「認知障害・在宅医療ケアエキスパート育成コース」のみ募集する
こととした。

オ）がん医療コース
がん医療コースの各職種によって異なるが、5～10 年の臨床経験を有する医療従事者で、現在もし
くは今後も同業務に従事する予定の者を対象としたうえで、がん医療分野の基本と実際に精通した受
講生を選考。平成 22 年度 6 人、23 年度 8 人の計 14 名の応募があり、14 名の受講が決定。
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③人材養成の取組内容
ア）災害・救急医療コース（人材養成の取組内容）
救急部教員による指導のもと、地震などの大都市災害や事故などで負傷した患者に対するチーム医
療の実践について実習や講義を行い、地震や事故などに対する災害・救急医療エキスパート・コメディカ
ルを育成し、救急医療・災害医療に強いコメディカルを養成する。
【達成目標】
1）災害医療の基本と実際を修得する。
2）救急医療の基本と実際を修得する。
3）一次救命処置（BLS＆AED）、二次救命処置（ICLS）を修得する。
4）外傷初期診療（JATECTM、JNTECTM、JPTECTM）の基本を修得する。

■災害・救急医療コースのカリキュラム概要
受講生の動機づけを深めるために、初日には外来講師を招いてフォーラムを開催する。講演には、国
内の災害・救急医療分野のエキスパートである医師や看護師を外部講師として招聘のうえ、受講生には、
期間中に習得した知識・スキルをいっそう深める機会となっている。平成 22 年度は「我が国の災害医療・
救急医療；過去・現在・未来」、平成 23 年度は「我が国の災害医療・救急医療の備えに必要なもの；東日
本大震災と教育システム」をメインテーマとした。
カリキュラムは毎日、医師による講義、看護師による講義、医師と看護師による実習を続けて行う。午前
中は、本学付属病院救急部のカンファランスや回診、外来等業務への参加を通して、救急診療業務にお
ける実践的要素の強い内容となっている。午後は、本学救急部所属の担当教員による講義や実習を中
心に、より専門的な内容のカリキュラムを構築している。
講義は、災害医療総論（CSCATTT）、救急医療総論、外傷総論、災害看護総論、災害医療各論①～
⑩、災害看護各論①～⑩、外傷各論①～⑤、外傷看護各論①～⑤の 34 コマである。
実習は、救急部カンファランス・回診①～⑲、救急外来・ICU①～⑲、心肺蘇生法（BLS）①②③、心肺
蘇生法（ICLS 正規コース、生体シミュレーション人形の活用）①～⑥、災害医療①～⑩（CSCATTT・トリア
ージ、エマルゴ・トレーニングシステムなど）、外傷（病院前救護、Primary Survey、 Secondary Survey、画
像、キブス・シーネ・創外固定など）の 62 コマである。教材はあらかじめ参考図書を提示しているが、講
義・実習の際に資料を配布している。講師陣の多くは、2 次心肺蘇生法 ICLS インストラクター、外傷初期
診療教育コース JATEC インストラクター、日本 DMAT 隊員、救急科専門医・指導医、救急認定看護師な
ど救急医療・災害医療の専門家が加わっている。
■講義・実習用機材の整備および活用状況
災害・救急医療コースでは、実際の災害医療現場での実践医療をシミュレーション体験することが極め
て重要である。このトレーニングシステムとして、「エマルゴ・トレーニングシステム」を購入した。同システム
は、20 年以上前から開発・改良され、現在 WHO を初めとした世界の災害医療教育用資材として活用さ
れているキットである。大事故や災害時における救助・医療活動において、災害発生から後方搬送までの
様々な角度からのシミュレーションが可能である。今回のカリキュラムにおいても積極的に活用され、受講
生にとって、座学等では習得が難しい災害発生時の実践医療のスキルアップに繋がっている。
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イ）感染症医療コース（人材養成の取組内容）
標準予防策、感染経路別予防策を中心とした近代的な感染制御学に基づいた実践的知識・技術を身
につけてもらい、ICT の中心的構成員として第一線で活躍でき、院内での教育・啓発活動も実践できるよ
う養成する。感染症医療コース受講者全員が、院内感染対策に関する update されたエビデンスを共通講
義で修得し、現在の問題点を十分に理解し、ディスカッションを通じて内容を深める。
【達成目標】
1）感染制御（主に医療関連感染の防止）の基本的知識・スキルを身につける。
2）看護師：環境整備、院内ラウンドなどを中心に、感染制御チーム（Infection Control Team、ICT）の要
の位置付けで、院内のあらゆる医療関連感染の情報を集約できる能力を身につける。
3）臨床検査技師：微生物学情報から院内の耐性菌の分離状況やアウトブレイクの有無を第一に把握し、
その情報を ICT 内で共有できる能力を身につける。
4）薬剤師：感染症に対する抗菌化学療法薬の治療投与および予防投与の両面において、その適切な
選択を集学的知識に基づいて医師に提案し、血中濃度モニタリングなどを遂行できる能力を身につ
ける。
5）内視鏡担当コメディカル：院内で使用頻度が高い内視鏡類に関し、その洗浄、滅菌をはじめ精緻な
光学的知識に基づいた管理を実践する。

■感染症医療コースのカリキュラム概要
カリキュラムの内容は、各育成コースの専門性を重視したうえで構築されているが、感染症医療分野に
おいて特に習得すべき講義や実習は、コース共通で受講できるようにしている。各育成コースの共通講
義・共通実習の内容は、下記のとおりである。
【各コース共通講義】

【各コース共通実習】

・標準予防策・感染経路別予防策

・細菌染色・培養・薬剤感受性検査

・洗浄・消毒・滅菌

・各コース別カリキュラムと目標、個別講義

・新興・再興感染症と感染症関連法規
・職業感染予防対策

(1)感染制御エキスパート看護師育成コース
院内感染のコントロールにおいて、情報を集約して、その全体像を把握する立場に置かれるのが、看
護師である。そのことを前提として、エキスパートとしての役割と感染管理に必要な基礎知識と技術とを集
中的に伝達する。担当医師、薬剤師、臨床検査技師と協力して、臨床現場における医療関連感染対策
を遂行することのできるエキスパート看護師を講義、実習などを通じて育成する。
【到達目標】
・感染管理上に必要な基礎知識・技術を
習得する。
・感染管理上の問題点を明確にするための手法
（サーベイランス等）を習得する。
・自施設の感染管理上の問題点を解決するため
の方法論を習得する。

【個別講義】
・感染防止教育・指導
・マニュアル作成方法（感染防止技術含む）
・医療関連サーベイランスの基本
・手指衛生遵守のためのモニタリング方法

(2)感染制御エキスパート臨床検査技師育成コース
病院感染のアウトブレイク等の情報発信源は検査部の微生物学検査室にある。感染制御エキスパート
臨床検査技師はその自覚のもと、つねに ICT との連絡を密にして多剤耐性菌の分離状況の報告、アウト
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ブレイクが疑われた際においては、菌の相同性、薬剤感受性のパターン（アンチバイオグラム）を検討す
ることをさらに習得する。臨床微生物学の知識・技術を深め、薬剤耐性菌の検出、疫学調査、検出菌サー
ベイランスを各職種の医療従事者と協調して、遂行する。
【到達目標】
・臨床微生物学の基礎知識を習得する。
・薬剤耐性菌の検出方法を習得する。
・疫学調査の方法を習得する。
・検出菌サーベイランス
（Laboratory Based Surveillance）を実践する。

【個別講義】
・教育方法・プレゼンテーション
・耐性菌の判定 遺伝子検査
・院内監視が必要な耐性菌

(3)感染制御エキスパート薬剤師育成コース
新規抗菌薬の開発が進まない日本の現状において、市販の薬剤の耐性率を増やすことなく、適切に
使用することが強く求められている。その点において、薬剤の情報に最も明るい薬剤師が、院内使用抗
菌薬のあり方にチェックをかけるシステムを構築することが求められている。その作業も、ICT の一員として
の薬剤師に課せられた重要な業務の一環である。院内での抗菌薬の使用状況が適切であるかどうかの
チェックを関係部署と協力し行い、より適切な介入がかけられるようにする。
【到達目標】
・担当医師、看護師、臨床検査技師らと
協力して院内感染症対策を遂行する。
・TDM に関する基本的な知識、技術を
習得する。
・感染症・抗菌薬に関する基本知識を
習得する。

【個別講義】
・抗菌薬の基本的使用法薬物動態計画（PK/PD）
TDM の実際

(4)内視鏡感染制御エキスパート看護師・コメディカル育成コース
消化管内視鏡検査をはじめとして、各種の内視鏡が用いられているが、これらを適切に洗浄して消毒
し、感染伝播が起きないようにすることは重要な業務である。そのエキスパートとして業務を担う看護師あ
るいは臨床工学技士が、正しい技術を身につけ、自施設でのルーチンの業務として確立するためのコー
スである。内視鏡類の正しい洗浄・消毒・滅菌の技術を習得し、チーム医療の中でいかにして円滑な業務
が遂行できるかを演習する。
【到達目標】
・内視鏡の感染管理に必要な基礎知識・技術・
手技を習得する。
・内視鏡の感染管理上の問題点を意識した
洗浄・消毒・滅菌のノウハウを習得する。
・コースで修得した感染管理の方法を自施設で
どのように活かすかのプレゼンテーション

【個別講義】
・内視鏡システム取り扱い及び感染対策
内視鏡ガイドライン消毒剤
・スコープ一次洗浄方法論
・処置具一次洗浄方法論
・生物学的発光法
・自動洗浄消毒装置の取り扱い及び感染対策

■講義・実習用機材の整備および活用状況
微生物検査における形態学検査（グラム染色鏡検）は重要で、その習得は顕微鏡下でのディスカッショ
ンが効率的である。このため、平成 22 年度に「微生物検査のための光学顕微鏡（3 人用ディスカッション
顕微鏡）」を購入した。この顕微鏡は、顕微鏡下でのディスカッションを 3 人同時に行うことができる実験用
器材であり、実際に、感染症医療コースの共通実習である「細菌培養•染色実習」において活用され、受
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講生の効率的なスキルアップに繋がっている。また、サーべイランス等のデータ解析および教育ツール作
成のためのパソコンの利用や、グラム染色等の実習のための各種消耗器材を使用している。

ウ）周産期医療コース（人材養成の取組内容）
産科医療に求められる普遍的理念である（1）母児の安全性確保、（2）妊産褥婦の安心と主体的な満
足を実現できる医療サービスの提供、を県域全体の地域で実践するためには、産婦人科医師との協働
がさらに推進されることが必要である。
【達成目標】
・助産師が産科学ならびに助産学に関するより高度な知識と技量を習得する。

■周産期医療コースのカリキュラム概要
具体的にはカリキュラム上で 5 つの課題を設定し、それぞれに関する講義ならびに実習を設定した。
なお、2 つのサブコース、1)ハイリスク妊娠管理エキスパート助産師育成コース、2)胎児診断エキスパー
ト助産師育成コースの相違は、外来や病棟実習時に、母体合併症診療と、胎児診断診療のいずれをより
頻回に経験するかの違いであり、講義は全く共通とした。
課題 1）母体合併症の病態と治療
【到達目標】
1．正常ならびに病的妊産褥婦に対する医師の説明を補足できる。
2．正常ならびに病的妊産褥婦に対して、
予防や治療に必要な生活上の注意を的確に指導することができる。
【講義】
【実習】
・日本における母子保健の歴史と現状
・帝王切開術見学
・腹式帝王切開術術式について
・妊婦健診外来見学
・妊娠高血圧症候群について
・患者受け持ち
・子宮動脈塞栓術の適応と効果
（産褥出血への対処法）
課題 2）胎児診断の理論と実際
【到達目標】
1．正常妊産婦において、児の計測ができ、胎児心拍モニタリングを正しく解読することができる。
2．胎児異常を持つ妊婦に対する医師の説明を補足できる。
【講義】
【実習】
・羊水穿刺・絨毛採取法
・超音波ファントムを用いた胎児エコー計測
・母子感染症について
・協力妊婦に対する胎児エコー計測
・エコーを用いた胎児診断の基礎
・胎児精密エコー外来見学
・胎児心拍モニタリング解読の基礎
・異常胎児エコー診断見学
・胎児心拍モニタリング実波形を用いた解読
・胎児心拍モニタリング症例集を用いた解読
・羊水穿刺・絨毛採取法見学
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課題 3）病的新生児の扱い方
【到達目標】
1．新生児仮死に対応できる。
2．新生児期の異常を早期に発見できる。
【講義】
・新生児蘇生講義
・ハイリスク新生児の取扱い

【実習】
・ファントムを用いた新生児蘇生手技

課題 4）助産指導の理論と実際
【到達目標】
・より科学的な助産指導を行える。
【講義】
・周産期の安全と質の保証
・大学病院周産期センターの助産師の役割
（管理面・倫理的側面を中心として）
・大学病院周産期センターの助産師の役割
（ハイリスク妊娠を中心として）

【実習】
・助産外来見学と担当
・乳房外来見学と担当
・周産期医療安全・安心研究会出席
（保健学研究科齋藤いずみ教授主宰、
平成 22 年度 11 月生以降）：
神戸地区の勤務、開業、教職それぞれ異なった
立場に勤務する助産師が意見を交換する会

課題 5）医学的診断プロセス
【到達目標】
・医学的診断はどのようなプロセスを経ているかを述べることができる。
【講義】
【実習】
・医学的エビデンスについて
・婦人科外来見学
（統計処理なども含む）
・当直実習
（産婦人科当直医と共に行動して、
時間外診療を見学）
・附属病院産科婦人科における
各種症例検討会出席

■講義・実習用機材の整備及び活用状況
助産師が低リスク妊婦に対する妊婦健診を実施する際、胎児計測を行えることはきわめて有用である
が、それを可能とするためには、十分に超音波機器の操作に習熟しておく必要がある。そのために、本プ
ログラムで購入した「3-D 胎児超音波ファントム（21 週、41 週）」が役に立った。また、新生児蘇生実習に
おいて購入器材が使用されている。その他、購入した各種ＩＴ機器用品は講義用に各講師が使用した。

エ）高齢者医療コース（人材養成の取組内容）
本邦の高齢者人口は総人口の 21％を、また後期高齢者は総人口の 10％を越え、超高齢社会となっ
たが、健康寿命と平均寿命との間に約 10 歳の隔差が存在し、健康寿命を長く維持することが長寿社会に
おいて重要な課題となっている。この観点から高齢者医療コースでは、認知障害・在宅医療ケア・エキス
パート・コメディカルにおける人材を育成する。
【達成目標】
1）高齢者の特性・生理、運動機能と老年症候群といわれる頻度の高い種々の症候を理解する。
2）高次脳機能ならびに認知障害の分類、病態、疾患、画像診断について理解する。
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3）認知症外来の見学や神経心理検査・高齢者総合機能評価の実習、症例検討などにより、
認知障害評価の実践を行う。
4）高齢者医療制度や在宅医療について理解する。
5）高齢者において管理上問題となる栄養管理、嚥下機能、褥瘡・スキンケア、薬剤管理について
講義ならびに実習・見学を通じて学習する。

■高齢者医療コースのカリキュラム概要
高齢者医療コースでは、認知障害・在宅医療ケアのエキスパートとなるコメディカルの育成コースを設
定した。認知障害の診療や在宅医療では、医師、看護師、薬剤師、理学・作業療法士、栄養管理士、心
理士、社会福祉士、介護士など多くの職種の協働作業が必要となる。本コースでは、神戸大学大学院医
学研究科の教員に加え、同保健学科教員、兵庫県立大学看護学部・環境人間学部教員、神戸薬科大
学教員や神戸大学医学部附属病院の認知症疾患医療センター、患者支援センター、看護部、薬剤部、
栄養管理部、医療技術部、リハビリテーション部スタッフが教員として、専門性の高い講義と外来・病棟の
見学や各種評価法の実習を実施した。コース内容を下記に示す。
1．高齢者医療一般、高齢者の運動機能
1-1．高齢者の特性・生理と老年症候群といわれる頻度の高い病態を理解する。
【講義】
【見学・実習】

「高齢者医療全般論」（担当：神戸大学大学院医学研究科教員）
総合内科における外来見学

1-2．高齢者の運動機能とその障害を理解する。
【講義】
【見学・実習】

「高齢者の運動機能・リハビリテーション」、「歩行障害・転倒・廃用症候群」（担当：神戸大学
大学院医学研究科教員、理学・作業療法士）
リハビリテーション部における見学、症例検討

2．高次脳機能、認知障害
高齢者の高次脳機能、認知機能症状を理解し、高齢者に対する機能評価を理解し、実践する。
【講義】

【見学・実習】

「高次脳機能」、「機能評価法、その解釈方法」、「認知症総論」、「神経疾患各論・症候学」
（担当：神戸大学大学院医学研究科・保健学科教員、認知症看護認定看護師、臨床心理
士、精神保健福祉士）
全般的評価法としての高齢者総合的機能評価、認知機能のスクリーニング検査の実習。さ
らに詳細な高次脳機能評価について各種心理検査セットの実習。神経内科外来・病棟なら
びに認知症疾患医療センターの見学。認知症のＤＶＤ教材により認知症者の世界を体感
し、事例を通して実践的なケアについて考える実習。

3．高齢者の栄養管理
【講義】

【見学・実習】

「高齢者の栄養学的な現状と栄養管理」（担当：神戸大学大学院医学研究科・保健学科教
員、兵庫県立大学教員、栄養管理士）
栄養アセスメントキットを用いた栄養評価法の実践。栄養・輸液サポートチームによる入院
患者を対象とした栄養管理のためのミーティング・回診への参加。
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4．高齢者の口腔ケア、摂食・嚥下障害

【講義】

【見学・実習】

「咽喉頭の解剖」、「高齢者の嚥下機能の特徴」、「摂食・嚥下障害の有する患者の早期発
見法、正しい介入方法」（担当：神戸大学大学院医学研究科・保健学科教員、兵庫県立大
学教員、摂食・嚥下障害看護認定看護師、歯科衛生士、言語聴覚士）
摂食・嚥下障害の専門外来診療実習：ビデオ内視鏡検査の見学により嚥下障害の病態を
理解し、障害の原因、摂食の方法、リハビリテーションの方法、食事内容、口腔ケアの方法
などについて医師、看護師、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士などが相談しながら治
療方針を決定していく過程を見学。

5．高齢者の薬剤管理

【講義】

【見学・実習】

「医薬品添付文書の読み方、情報の収集・評価・加工・提供」、「薬物の体内動態（吸収・分
布・代謝・排泄）」、「各剤形での吸収経路、薬剤の投与方法および注意点について」、「薬
物間相互作用・重篤な副作用への注意点」、「体内動態に影響を与える様々な因子への対
応」、「認知症治療薬について」（担当：神戸大学大学院医学研究科教員、神戸薬科大学
教員、薬剤師）
病棟実習：実際の症例に基づき、薬剤管理指導業務を見学

6．高齢者の褥瘡・スキンケア

【講義】

【見学・実習】

「難治性皮膚潰瘍を起こしやすい糖尿病」、「動・静脈疾患」、「膠原病などの病態」「高齢者
の皮膚の特徴」、「スキンケアの基本」、「褥瘡のリスクアセスメント」、「褥瘡予防ケア」、「褥瘡
の観察と評価、褥瘡の治療、チーム連携」（担当：神戸大学大学院医学研究科、皮膚・排泄
ケア認定看護師）
実習：下肢モデルや褥瘡ケアシュミレーターを用いた、体圧測定、体圧分散用具の使用、
座位姿勢のスキンケアに対する影響、創傷被覆材の使用などに関する知識の実践活用

7．高齢者の在宅医療
【講義】

【見学・実習】

「在宅医療に関するシステム論」「高齢者医療制度」、「医療介護福祉の動向」、「各種制度
利用や地域連携、退院支援」（担当：神戸大学大学院医学研究科教員、退院支援専任看
護師、社会福祉士）
実習：カンファレンスに参加。多職種で依頼内容と患者の状態を確認し、支援の方向性に
ついて検討する過程を学習。

■講義・実習用機材の整備および活用状況
高齢者医療コースでは、詳細な高次脳機能評価について、WAIS-Ⅲ、注意意欲検査法（CAT）、標準
高 次 視知 覚検 査 （ VPTA）、標 準 高次 動 作性 検査 （SPTA） 、改訂 版 ウェク スラー メモ リー スケ ー ル
（WMS-R）、遂行機能障害症候群行動評価（BADS）などの心理検査セットの実習機材を今回予算により
整備し、これらを用いて実習を行った。認知症看護の方法論においては今回予算により認知症の DVD
教材を整備し、同教材により認知症者の世界を体感し、また事例を通して実践的なケアについて考える
実習を行った。栄養管理に関しては、今回予算により栄養アセスメントキットを整備し、実習ではこれらを
用いて栄養評価法の実習を行った。褥瘡・スキンケアに関しては、今回予算により整備された下肢モデル
や褥瘡ケアシュミレーターを用いて、実習を行った。
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オ）がん医療コース（人材養成の取組内容）
現在も国内の死亡率の多数を占める「がん」は、あらゆる医療分野によって根絶のためのアプローチが
なされている。がん医療コースでは、がん医療分野に従事するコメディカルを、職種ごとに７つの育成コー
スを設けたうえで、より専門的な領域から育成することを目的としている。
■がん医療コースのカリキュラム概要
（1）緩和ケアエキスパート看護師育成コース
看護師で、がん看護に携わったことのある者を年に最大 2 名募集した。本コースの目的は、がん患者の
病期に関わらず、全人的な視点から患者・家族の苦痛を捉え、苦痛の緩和を図ると共に患者が尊厳をも
って生活できるよう専門性の高い看護実践能力を持つと同時に、多職種が専門性を発揮しながら協働し
て医療が提供できるように医療チームの一員としてチームアプローチができる人材を育成することにある。
【達成目標】
1）患者・家族の抱える苦痛を緩和するために必要な知識を習得する。
2）苦痛を抱える患者・家族を全人的な視点から捉え、根拠にもとづいた看護実践ができる能力を養う。
３）多職種チームにおける看護師の役割を理解し、医療チームの一員として実践できる能力を養う。

講義は「腫瘍学」、「がん看護学・緩和医療学」、「症状マネジメント概論」、「がん性疼痛のマネジメント」、
「呼吸器症状のマネジメント」、「消化器症状のマネジメント」、「精神症状のマネジメント」、「がん患者と家
族への心理的サポート」、「チーム医療」、「臨床倫理」、「社会資源・在宅ケア」、「コミュニケーションスキ
ル」を、実習は「PCT カンファレンス・ラウンド」、「緩和ケア外来」、「多職種カンファレンス」、「外来化学療
法」、「病棟」、「がん相談」、「在宅支援・退院調整」を、中心に行った（PCT：Palliative Care Team

緩和

ケアチーム）。
（２）がん化学療法エキスパート看護師育成コース
看護師で、できればがん化学療法に関連した分野において 5 年以上の経験がある者を、年に最大 2
名募集した。本育成コースの目的は、抗がん薬の特徴と投与管理、副作用のマネジメントにおいて、最新
の知識と技術を持ち、専門性の高い看護を実践できる人材を育成することにある。
【達成目標】
1）抗がん薬の特徴を学び、投与管理に必要な知識を習得する。
2）副作用マネジメントに必要な能力を高め、看護実践に活かすことができる。
3）がん医療におけるチームの一員としての役割を理解し、積極的に行動できる。

講義は「頭頚部」、「緩和ケアチーム」、「腫瘍内科」、「外来化学療法」、「薬物療法」の他、緩和ケアエ
キスパートナース育成コースとの合同授業を、実習は「外来化学療法室」、「腫瘍内科外来」、「放射線治
療外来」、「乳腺外科外来」、「薬剤部ミキシング」、「がん相談」、「緩和ケア外来」、「腫瘍内科病棟」を、中
心に行った。
（３）がん化学療法エキスパート薬剤師育成コース
薬剤師で、3 年以上の臨床経験がある者（自施設のがん関連薬剤業務経験者、今後経験する予定者
が望ましい）を年間最大 2 名募集した。本育成コースの目的は、医師、看護師、臨床検査技師、その他コ
メディカルと協力して、がん化学療法を適正に遂行し、問題点の発見と解決策の提案ができるエキスパー
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ト薬剤師を講義、臨床実習などを通じて育成することにある。
【達成目標】
1）がん化学療法に必要な基礎知識・技術・手技を習得する。
2）がん化学療法施行中の患者への効果的な服薬説明手法を習得する。
３）がん化学療法を遂行する上での問題点明確化と解決方法立案の手法を習得する。
4）がん化学療法におけるチーム医療への理解と実践を行う。

講義は「がん病理の基礎」、「各種抗がん剤の特徴」、「抗がん剤の臨床薬理」、｢臓器別がん化学療法
の実際｣、｢支持療法について｣、｢がん化学療法レジメンの評価｣、｢緩和医療について｣などであり、実習
は「注射薬管理」、「調剤」、「治験」、「病棟」、「外来化学療法」、「レジメン管理」、「放射線治療」、「緩和
チーム」を、中心に行う。
（４）がん治療エキスパート放射線技師育成コース
診療放射線技師で、放射線治療業務に携わって 10 年以内の者（放射線治療業務を現在もしくはこれ
から行うものが望ましい）を年に最大２名募集した。本育成コースの目的は、放射線腫瘍医、品質管理士
のもとで放射線治療についての臨床や精度管理、線量測定法を学び、放射線療法に関わる診療放射線
技師のエキスパート・コメディカルを育成することにある。
【達成目標】
1）放射線治療に必要な臨床医学や放射線物理学を習得する。
2）放射線治療に必要な精度管理の方法を習得する。
3）腔内照射、体外照射の治療計画の概要を習得する。
4）放射線(線源)管理の方法を習得する。

講義は「リニアックの構造とその特徴」、「基礎と治療：頭頸部腫瘍」、「基礎と治療：胸部・乳房部腫瘍」、
「基礎と治療：骨盤内腫瘍」、「基礎と治療：その他」、「化学療法と放射線治療」、「病理学」を、実習は「治
療業務の実際（施設内実習）」、「品質管理の実際（施設内実習）」、「治療計画実習（施設内実習）」、「腔
内照射の治療とその計画（施設内実習）」、「前立腺永久挿入治療の実際（施設内実習）」、「体幹部定位
治療の実際（施設内実習）」、「体幹部定位治療（於：他施設実習）」、「化学療法室見学」、「病理部見学」、
「腫瘍外来見学」、「粒子線治療（於：粒子線センター）」、「IMRT の実際（於：他施設）」を、中心に行った。
本コースでは、学内のみならず、国内で有数の施設である兵庫県立粒子線医療センターでの実習を行
い、この分野での最先端医療についても実習した。
（５）白血病診断エキスパート検査技師育成コース
検査技師で、現在血液学検査業務に従事している者を年に最大１名募集した。本育成コースの目的
は、造血器腫瘍に関する深い知識を持ち、臨床において問題になる点を熟知した上で、骨髄像が正確
に読めるエキスパート検査技師を講義・実習などを通して育成することにある。
【達成目標】
1）骨髄の普通染色標本と特殊染色標本の作製に必要な知識・技術を習得する。
2）骨髄の標本を正確に読影する知識・技術を習得する。
3）血液診断学の体系的な知識を習得する。
4）細胞表面マーカー解析・細胞遺伝学・分子生物学の知識を総合した造血器腫瘍の診断法を
習得する。
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講義は「血液学系統講義（血液学総論、赤血球の疾患と貧血、白血球の非腫瘍性疾患、急性白血病、
慢性白血病と慢性骨髄増殖性疾患、リンパ腫と関連疾患、骨髄腫と M 蛋白血症、血小板の疾患）」、「分
子生物学」、「骨髄の病理学」、「フローサイトメトリ」、「細胞遺伝学」のほか、緩和ケアエキスパート看護師
育成コース等との合同講義を、実習は「骨髄普通染色標本」、「骨髄特殊染色標本」、「遺伝子診断」、「フ
ローサイトメトリ」、「ICRweb による e-learning（臨床研究の方法の学習）」、「診断学演習」を、中心に行っ
た。
（６）免疫染色エキスパート技師育成コース
病理部門に所属する臨床検査技師で、3 年以上の臨床経験ある者を年に最大２名募集した。本育成コ
ースの目的は、免疫染色は病理診断の正確性を左右する重要な手法であるので、1)用手法、2)様々な
種類の自動免疫染色装置の扱い方、特性の理解、3)精度管理、4)二重染色などの先端的手法、を実習
形式で学び、免疫染色エキスパートとしての基礎技能を身につけることにある。また、受講者の自施設で
の設備を用いた実習も可能とした。
【達成目標】
1）免疫染色に必要な基礎知識・技術・手技を習得する。
2）適切な免疫染色を行うための至適条件決定法を習得する。
3）適切な精度管理を習得する。
4）二重染色やオーダーメード医療への応用などの高度技術を理解する。

講義は「基礎技術・精度管理」、「免疫染色精度管理」、「免疫染色基礎技術」、「免疫組織診断学」、
「用手染色技術」、「自動免疫染色装置」、「免疫染色技術」、「免疫染色応用技術」、「応用技術」、「蛍光
抗体法」、「免疫重染色法」、「特殊技能法」を、実習は「基礎技術」、「基本操作」、「免疫染色基本操作」、
「免疫染色標本観察」、「用手染色技術」、「自動免疫染色装置」、「蛍光抗体法標本作製」、「蛍光抗体
法・蛍光顕微鏡操作」、「免疫重染色法基礎」、「特殊技能法関連実習」、「カンファレンス」を、中心に行っ
た。
（7）がん低侵襲治療エキスパート看護師育成コース
看護師で、がん看護に携わったことのある者を最大 2 名募集した。本育成コースの目的は、腹腔鏡手術
など、がん低侵襲治療の看護・マネジメントにおいて、最新の知識と技術を持ち、専門性の高い看護を実
践できる人材を育成することにある。本育成コースの達成目標は以下の通りである。
【達成目標】

1）腹腔鏡手術の特徴を学び、管理に必要な知識を習得する。
2）手術支援ロボットなど最先端の医療を体験、理解する。
3）がん医療におけるチームの一員としての役割を理解し、積極的な行動を行う。
講義は「消化器外科における内視鏡外科手術の現況」、「がん低侵襲治療と最新知見」、「泌尿器科に
おける低侵襲手術 ーロボット手術を中心にー」、「胆石症に対する腹腔鏡下手術の進歩」、「前立腺がん
に対する小線源永久挿入療法」を、実習は、「手術室実習」、「小線源治療実習」を中心に行った。
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(3)被養成者の到達度認定の仕組と実施結果
知識・スキルの判定基準
○修了試験結果評価
受講最終日に実施。担当教員による採点のうえ、
一定の点数ラインにより合否を判定する。
○修了レポート評価
受講期間中、もしくは最終日に実施。担当教員により
習得度を判定。
○講義・実習態度評価
受講期間中、意欲的・積極的に講義・実習に取り組んでいたか
担当教員による評価のうえ判定。
○勤怠状況評価
受講期間中、病欠や交通事情等の特別な事情以外欠席や
遅刻早退がなかったか、出席簿をもとに担当教員が判定。

認定する仕組み
○各医療コースリーダーによる
「合否判定通知書」の作成
○「合否判定通知書」や判定基準
となった受講生の提出物などを
もとに、実施統括責任者による
合否判定

ア）災害・救急医療コース
目標達成の評価方法と基準として、1）「質問とまとめ」：毎日最後に時間をとり、理解度と達成度を評価、
2）適時レポート提出、3）最終日に筆記試験と実技試験を課し、80％以上を合格、80％未満はレポート提
出により再評価する。平成 22 年度の実技試験は、エマルゴトレーニングシステムを活用した 1 次トリアー
ジ・2 次トリアージ・搬送トリアージを行った。平成 22 年度の受講生 4 名とも 80％以上（85～100％）の成績
であった。
イ）感染症医療コース
各共通講義の直後に被養成者が修得した知識・スキルを確認するため小テストを課し、その理解状況
を把握した。また、自己で課題抽出した点に関する修了レポートを提出させ、その内容と理解度の深さ、
目的達成の状況などを判定した。さらに、講義聴講、実習態度および勤怠状況を評価した。以上の総合
評価により、修了判定結果の可、不可を決定した。その認定の可否については、担当した指導者が合議
により、透明性と客観性をもって判断することを心がけた。平成 22 年度被養成者は全員において、優れ
た成績を認めることが出来た。
ウ）周産期医療コース
知識・スキルの判定基準は、山崎特命教授、陌間特命助教が中心となり、毎日のレポートを基に、習得
状況を確認しながら、養成期間中数回の試問に答えてもらった。また、最終日には各被養成者の担当症
例の診療内容を自身の理解を含めて 10 分にまとめて山崎、陌間、ならびに休坂師長の前で発表し、口
頭での質問に答えた。
いずれの被養成者もコース責任者の期待を超える内容のレポートを作成し、日々、試問への回答内容
も改善していった。さらに、最終日の総括における発表や試問への回答状況も満足いくものであった。
エ）高齢者医療コース
講義・実習への出席と毎日のレポート提出により評価を行い、特に受講修了後の地域再生のための企
画発案に関する総括の内容も重視した。平成 22 年度受講生 2 名は積極的な受講姿勢を示し、すべての
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講義・実習に出席し、レポートは良好な評価であった。総括の内容も 4 週間の受講の内容が良く反映され、
発展性が期待され、2 名ともに合格判定とし、修了証を授与された。
オ）がん医療コース
出席状況、講師による講義でのインターアクティブな態度や積極性と理解度の評価、実習担当者によ
る実習の態度と課題達成度の評価、レポート評価を総合してコース責任者が到達度を認定した。その結
果、いずれの受講者も十分に目標に到達したと判定した。

(4)人材養成システムの改善状況（被養成者の評価等の反映）
①人材養成システム改善の仕組み
本事業における評価と改善に関する概要は下図のとおりである。

コース実施

受講生
アンケート
所属機関長
アンケート

カリキュラム
シラバス
募集要項

コース内容の
見直し

外部評価
委員会

②改善の取り組み状況
ア）受講生アンケートの分析
平成 22 年度プログラムを修了した受講生 24 名を対象に、本プログラム受講におけるアンケートと
プログラム内容についての率直な意見を募った。
■平成 22 年度受講生アンケート結果（24 名の回答）
５：よく当てはまる ４：やや当てはまる ３：どちらともいえない ２：あまり当てはまらない １：全く当てはまらない

評価項目

評価欄
3

2

１名

5

4

本プログラムの受講を通して、より専門的な知識および技術を
習得できたと思いますか。

22 名

2名

本プログラムの受講を通して習得したスキルは、今後のチーム
医療（スキルミクス）に役立つと思いますか。

18 名

6名

本プログラムの受講を通して習得したスキルは、今後の地域
医療および災害医療に役立つと思いますか。

7名

11 名

5名

本プログラムの受講を所属機関の職員に勧めたいと
思いますか。

13 名

10 名

1名

今後も、このようなプログラムに参加したいと思いますか。

17 名

7名

・本プログラム受講により、専門的な知識と技術を習得できたことがわかる。
・今後、自施設での業務におけるチーム医療の必要性を強く認識していることが伺える。
・本プログラムの育成内容が有益で満足のいくものであったことがわかる。
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1

・地域医療および災害医療に役立つかは、評価にばらつきがみられた。
■平成 22 年度受講生の意見
「救急外来実習において、実患者対応の可能性の高い夜間実習が計画されているといいと思う。」
（災害・救急医療コース受講生）

「受講修了後、力量アップを試したくて民間資格の医療環境管理士を受験し、合格した。試験内容が感
染症医療コースの共通講義で学んだ内容を見事に網羅していたため、この資格を感染症医療コースの
修了試験にしてはどうか。」（感染症医療コース受講生）
■プログラム指導を終えた担当教員からの意見
「受講生の基本的なスキルに差があり、カリキュラムの進行や指導方法に戸惑った。」
■評価後のフィードバック
受講生アンケート結果と意見、担当教員からの意見を受けて、以下の点を反映し、改善を試みた。
1)募集段階で、応募資格を明確に設定し、受講生のスキルに差異が生じないようにした。
2)受講生の募集に際し、受講生の応募に支障なきよう、所属機関に向けた本事業の趣旨の周知広報
や、受講にかかる理解と協力を得るよう働きかけることにした。
3）コースによっては受講期間中に必要に応じて自施設に戻り、そこへ受講結果をもとにオンタイムに同
僚と知識や技量を共有できるようにすべく、柔軟な時間配分をした養成が受けられるよう、23 年度の
プログラムに配慮を加えた。
4）周産期コースにおいては、平成 22 年度に 2 回開講しているため、5 月度の受講生の意見を 11 月度
に反映させた。
本事業の性質的に、今回の受講によって得たスキルが最終的に兵庫県の地域医療・災害医療の発展
に繋がるには、ある一定の経過期間を要するものである。今後も引き続き育成プログラムを開講することに
よって、現時点での受講生の「地域医療・災害医療」への認識度が、自ずと高まっていくものであると認識
している。

イ）所属機関長アンケートの分析
平成 22 年度プログラムを修了した受講生 24 名の所属機関長を対象に、本プログラム内容についての
アンケートおよびプログラム運営にかかる感想について率直な意見を募った。
■所属機関長へのアンケート結果（20 名の回答）
５：よく当てはまる ４：やや当てはまる ３：どちらともいえない ２：あまり当てはまらない １：全く当てはまらない

評価項目
本プログラムの受講により、職員の地域医療および災害医療に
おける知識、技術が向上したと思いますか。
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5

4

評価欄
3

13 名

6名

1名

2

1

本プログラムの受講により職員が習得したスキルは、今後の
チーム医療に役立つと思いますか。
本プログラムの受講により、今後、職員は、地域医療または
災害医療における中心的役割を果たせると思いますか。
来年度以降も、本プログラムに職員を派遣したいと
思いますか。

13 名

6名

1名

8名

11 名

1名

9名

7名

4名

・本プログラムの育成内容が有益であったことが伺える。
・本プログラムが今後のチーム医療に役立つという結果が出た。
・「来年度以降も、本プログラムに職員を派遣したいと思いますか。」という説問について、
評価にばらつきがみられた。また 「1 ヶ月間にわたる受講は難しい」との意見もいただいた。
⇒医療機関において、看護師をはじめとしたコメディカルの 1 ヶ月間の人材欠員の影響が
大きく関わっていることが伺える。
■所属機関長の意見
設問①「県内の地域医療・災害医療およびそれにかかるチーム医療の充実のために取り組んでいる計画
があれば具体的にお聞かせください。」との説問ついては、以下の意見があった。
「保育園での AED 講習を実施している。」
「市内および周辺の福祉医療施設の感染対策担当者を集めて、ネットワークを形成し、
地域住民対象の感染症に関する講演会を定期的に開催している。」
「市内の小集落を毎月、順番に訪問し、健康講座を行っている。」
「インターネットを利用した地域医療連携 Web オンラインシステムの稼動を計画している。」
設問②「地域医療・災害医療およびそれにかかるチーム医療の充実のため、今後、プログラム受講生に
対して、どのような役割を果たすことを望むか」との設問については、以下のとおり、様々な意見があった。
「臨床工学技士が病院の災害医療に貢献できる道筋を作る役割に期待している。」
「現場において、指導、モデルの役割ができるように、案内的な知識を当院でどのように
活用すれば良いかを考え、工夫して医師や検査部などの積極的な協力が得られるよう
コンサルテーションが出来れば良いと期待している。」
「医師と他の助産師との連携が円滑にできるような環境調整をすること。」
「連携医療機関と定期的に協議する場へ積極的に参加し、研修会、勉強会での
中心的な役割を担うことを期待する。」
「職場や技師研修会などで技術や知識を伝達し共有化を図ってほしい。」
■評価後のフィードバック
アンケート結果と意見を受けて、以下の点を反映し、改善を試みた。
1）今後の受講生の募集において、受講生の応募に支障なきよう、所属機関への周知広報や受講期間
中の配慮等について働きかける。
2）所属長のコメントにある「医師と他の助産師との連携が円滑にできるような環境調整をすること」との
指摘は、まさに本コースにおける当初の人材養成理念に合致したものと考える。すなわち、臨床現
場において医師と助産師が状況判断や診療方針について意見の食い違いを起こしたような場合、
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本プログラム修了者は、両者の間に立って正しい方向に相互理解が進むような役割を果たすことが
期待されている。平成 23 年度は、受講生に対して、その理念をより強調して講義、実習を行った。

ウ）外部評価委員会の開催
本事業の進行の有用性や妥当性について外部委員による評価と判断を仰ぐため、兵庫県内の各地域
の病院機関の院長による外部評価委員会を設置し、平成 23 年 6 月 1 日に中間評価を実施し、外部評価
委員 5 名から以下の答申と事業評価を得た。
【外部評価委員 5 名（順不同）】
・山邊 裕 先生 （加西市立加西病院 院長）
・足立 確郎 先生 （兵庫県立柏原病院 院長）
・大西 祥男 先生 （加古川東市民病院 院長）
・大洞 慶郎 先生 （西脇市立西脇病院 院長）
・松岡 彰 先生

（財団法人甲南病院 院長）

■外部評価委員会での事業評価結果（平成 23 度外部評価委員 5 名の回答）
５：よく当てはまる ４：やや当てはまる ３：どちらともいえない ２：あまり当てはまらない １：全く当てはまらない

評価項目
1．進捗
状況

2．人材
養成手法
の妥当性

3．事業実
施体制・
自治体
との連携

4．事業の
有効性

事業計画
評価の視点
ミッションステートメントの達成に向けて順調に
進捗しているか。

5

4

5名

所期の要請人数目標を達成しているか。

3名

地域のニーズを反映した人材養成となっているか。

4名 1名

地域の大学としての個性・特色を活かしたものに
なっているか。
養成すべき人材像に対して、被養成者が習得すべき知識・
スキルの内容及びその到達レベルは明確に定められて
いるか。また、それらは適切なものとなっているか。

2名

4名 1名
4名 1名

被養成者が目標とするレベルに到達したかを判定する
基準（修了要件）は明確に定められ、それを認定する仕組み
はあるか。また、それらは適切なものとなっているか。

3名

被養成者や養成従事者へのアンケート、養成修了者や
その出身機関への追跡調査等を行い、その結果を
事業運営にフィードバックする仕組みはあるか。

4名 1名

事業運営に対する実施機関の関与（支援・協力）は
積極的に行われているか。

5名

地域自治体のコミットメントは適切に行われているか。

4名

養成修了者は、当該地域（兵庫県）の地域医療再生のため
に活躍しているか。あるいは活躍が期待できるか。

4名 1名

本事業は、当該地域（兵庫県）において評価されているか。

3名

当該地域（兵庫県）を中心とした広報は充分であるか。

1名 4名

本事業は他の地域にとっても有用なモデルとなり、
波及効果が期待できるか。

4名 1名
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2名

1名

2名

評価欄
3
2

1

・事業評価結果より、概ね高い評価を得ている。
・初期の要請人数の目標達成については、受講生が少ないコースがあるため、評価が 2 分される結果
となった。
・当該地域（兵庫県）を中心とした広報は充分であるか、という説問についても、やや当てはまるという
回答が 4 人を占め、広報活動が充分でないという反省点があった。
■外部評価委員のコメント
以下に記載する、外部評価委員（5 名）からプログラムの内容について以下のコメントをいただいた。
○加古川東市民病院 院長
・神戸大学大学院医学研究科を中心とした、医師・コメディカル統合的人材育成拠点形成の事業は、
地域医療の質・安全性の向上と災害時の医療体制の充実のため、エキスパート・コメディカルを育
成し、広く県内への配置を促し地域医療の再生に貢献するといった大変重要な事業であり、５つの
育成プログラムすべて綿密に作成され充実した内容となっている。
・少人数を対象に、専門性の高い教官から丁寧に講義や実習を通して教育が行われるため、教育研
修効果もきわめて高いものである。
・受講生によっては、勤務している病院の性格上、やや高いレベルの内容も含まれてはいるが、将来の
地域・災害医療のリーダーを養成するということを考慮すると必要かつ重要な内容と評価できる。
・修了要件については、出席と筆記試験や実技試験、口頭試問やプレゼンテーションやレポート提出
などを組み合わせて適切に行われている。修了者の追跡調査は実施されているコースもあるが、実
質 2 年目であることを考慮すると、追跡と事業運営へのフィードバックについては今後系統だって行
われるものと考える。兵庫県の協議も積極的であり修了者の地域医療再生への活躍が期待される。
・全体としては、多くの受講生が参加しているが、やや受講生が少ないコースがあるため、それらのコー
スについては特に神戸大学、兵庫県を中心としてより広報に勤められたい。さらに、受講生のみなら
ずエキスパート・コメディカル育成フォーラムや各育成コースシンポジウム、地域医療教育用 DVD 作
成・配布などプログラム受講生以外にも広く県内医療従事者を対象とした教育への取り組みが行わ
れており極めて有意義なものである。本事業は、地域医療再生のための方策として有用なモデルに
なり、波及効果も充分得られるものと高く評価する。」
○兵庫県立柏原病院 院長
・プログラム推進には、多くの費用と人材を必要とするが、地域医療の発展には必要な事業であると考
える。受講者の評判も非常によく、これからも引き続いての事業の存続を望む。
○西脇市立西脇病院 院長
・現時点では、ほぼ満足できる事業。継続的事業とした方がより一層効果的。指導して下さる職員達の
努力に敬意を評す。
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○財団法人甲南病院 院長
・昨年度この育成コースに参加したコメディカル（臨床工学士）2 名にインタビューを行った。
その内容は以下の通り。
①高度のレベルの医療、技術の実習と講義でついていくのが大変でしたが、
得るところは大きかった。
②担当の医師や他のスタッフの皆さんが丁寧に指導していただきありがたかった。
③修得した知識、技術は院内に普及しなければならないと思っているが、十分なマンパワーと充
実した設備・機器をある大学病院と自院のかけ離れた実態では同じレベルのことは不可能であ
るが、出来る範囲で育成コースの参加の成果を挙げたい。
・病院としても職員のモチベーションの向上、スキルアップまた研修内容を職員にフィードバックできると
考え育成コース参加を推奨しているが、多くの部署で参加者の１ヶ月の欠員の影響が大きく参加を
控えるのが現状である。
○加西市立加西病院 院長
・大学のもつ医療レベルの高さが、人材育成教育のレベルの高さに表れており、評価できる事業
である。
■評価後のフィードバック
アンケート結果と意見を受けて、以下の点を反映し、改善を試みた。
1）外部評価委員からは、受講生が少ないコースがあるのでより広報に努めるべきであるとの指摘があっ
た。周産期コースでは定員にほぼ近い受講生を確保できたものの、都市部からの受講生が半数を
超えているため、地域医療活性化という観点からはより一層の努力が必要であるものと認識している。
今後、行政のみならず兵庫県産科婦人科学会などにも働きかけて広い地域からの受講生募集を目
指す。
2）実質 2 年目であることを考慮すると、追跡と事業運営へのフィードバックについて、今後も引き続き行
っていく。
3）全体フォーラムや各育成コースフォーラム、地域医療教育用 DVD 作成・配布など、プログラム受講
生以外の県内医療従事者を対象とした教育への取り組みについて、今以上に周知できるよう、広報
活動に努める。
本事業は、この事業評価と答申を受け、人材創出の成果が具体的に見えるよう、さらなる改善に努めて
いく。
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3．実施体制・自治体等との連携状況
(1)実施体制の内容

神戸大学大学院医学研究科、保健学研究科、および医学部附属病院と兵庫県が連携し、災害・救急
医療、感染症医療、周産期医療、高齢者医療およびがん医療の5つの領域に精通したエキスパート・コメ
ディカルの育成を目指す。育成業務には神戸大学大学院医学研究科、保健学研究科、兵庫県立大学、
および神戸薬科大学の教員が従事するとともに、兵庫県立病院の職員も教育者として協力する。
また、本事業の進行の有用性や妥当性について外部有識者による評価と判断を仰ぐため、兵庫県内
の各地域の病院機関の長による外部評価委員会を設置している。
(2)自治体等との連携状況
①神戸大学大学院医学研究科と兵庫県との「相互連携協定」の締結
現在、神戸大学大学院医学研究科および同大学医学部附属病院と兵庫県立病院の間で地域医
療向上のための相互連携協力協定を締結し、医師の相互交流を実施している。本育成コースを通
じて、医師以外のコメディカルについても相互交流を拡大している。具体的には、本育成プログラム
と地域医療機関とが、受講者が教育を受ける期間、給与面や受講後の職場での境遇などで受講者
の不利益が生じないような協定を結び、連携システムを構築している。
②兵庫県との連携
ａ）受講生募集にかかる周知広報活動
受講生募集の際に、兵庫県立病院（県内 14 機関）への周知広報および応募者の取りまとめを依
頼している。また、県立病院以外の地域医療機関に勤務する多くのコメディカルも本育成プログラ
ムへ参加してもらえるように、兵庫県より各地域医療機関へ積極的に働きかけを行ってもらう。
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ｂ）本事業運営にかかる協力体制
本事業が毎月 1 回開催している運営委員会には、兵庫県の担当者にも出席してもらい、今後の事
業運営にかかる活発な意見交換を行っている。
ｃ）受講修了証書への連署
本事業が兵庫県の連携のもと運営されていることの証として、受講修了証書には、神戸大学大学
院医学研究科長と兵庫県の連署のもと発行・授与することにしている。

4．人材養成ユニットの有効性
(1)養成修了人材が地域で活躍する仕組み
本事業の性質から、今回の受講によって得たスキルが最終的に兵庫県の地域再生人材創出、ひいて
は地域医療・災害医療の発展に繋がるには、ある一定の経過期間を要するものと思われる。
本事業の養成修了人材が地域で活躍する仕組みを下図に示す。
エキスパート・コメディカル育成プログラム

地域医療機関

兵庫県内の
地域医療機関
に従事する
コメディカル
但馬
丹波
播磨
阪神
淡路

医師・コメディカル
統合的人材育成拠点

地域医療機関

地域医療・
災害医療の
リーダーとし
て地域の医療
に貢献

（１）災害・救急医療
（２）感染症医療
（３）周産期医療
（４）高齢者医療
（５）がん医療
1ヶ月～３ヶ月の
インテンシブコース

県の地域再生
計画に基づき
県立病院を中
心にリーダー
を配置

・2名ずつの少人数制
・年間：1コース
4名X5コース
計20名
・4年間で80名育成

県下の病院で
のIPW教育の
推進

神戸大学医学研究科
地域社会医学・健康科学講座
総合臨床教育・育成学分野
地域医療ネットワーク学分野
医療協働推進学分野
医療システム学分野

5年後：
初回研修の確認と
研修した技術をい
かに地域医療再生
に役立てたかの検
証を行う

継続的展開

兵庫県内の地域医療に従事するコメディカルより希望者を募り、災害・救急医療、感染症医療、周産期
医療、高齢者医療、がん医療 の 5 つの領域の教育、研修を講義、実習、セミナーの開催を通じて 1～3
か月の短期間に集約し、実施することで、地域医療および災害医療の現場で機能的スキルミクスを実現
できるエキスパート・コメディカルを育成する。本育成プログラムの修了者は、今回の研修で得た知識、技
術を生かし、兵庫県内の各地域医療機関において地域・災害医療のリーダーとして地域医療に貢献し、
さらに県下の病院で IPW 教育の中心的役割を担う。
次に、受講修了者の活動一覧および活動例を以下に示す。
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■受講修了者の活動一覧
医療コース名
災害・救急医療コース

感染症医療コース

周産期医療コース

高齢者医療コース

がん医療コース

活動内容
コースで習得した災害・救急医療の知識を所属機
関のみならず、地域の消防局等にも広く周知する
ため、シンポジウムを開催。
加西市内の医療福祉機関と「感染ネットワーク」と
いう組織ネットワーク展開しており、感染症や標
準・経路別感染予防策、機関の連携のあり方など
の会議や研修会、市民フォーラムなどを開催。
コースで習得した周産期医療の知識・スキルを所
属機関内に伝達・普及させた結果、「助産外来」
の開設に発展した。
コースで習得した高齢者医療の知識・スキルを同
職種のコメディカルに伝達するため、地域医療機
関で講習会を実施。講師を務めた。
コースで習得したがん医療の知識・スキルを他職
種のコメディカルにも伝達、チーム医療の実践の
ため院内学習会を実施。

地域再生貢献度
本事業より習得した知識・
スキルが地域自治体に波及
しており、非常に有効。
本事業より習得した知識・
スキルが地域自治体に波及
しており、非常に有効。
本事業より習得した知識・
スキルが所属機関に波及し
ており、貢献度が高い。
本事業より習得した知識・
スキルが地域医療機関に波
及しており、貢献度が高い。
本事業より習得した知識・ス
キルが院内のチーム医療の
発展に貢献している。

○高齢者コース受講修了者の活動例
【活動 1】
地域病院内の看護師に対して、研修で得られた知識や技術を指導し、実践活用する。
①所属病棟（2 階と 4 階）で伝達講習会を開催する
1 回目 11 月 25 日 『高齢者の特性や生理、老年症候群・認知症について』
2 回目 12 月 16 日 『認知症患者の理解と看護』
3 回目 12 月 23 日 『認知症の症状について』
②伝達講習会後アンケート調査を実施し、伝達講習会の評価を実施
【活動 2】
高齢者総合機能評価スケールや簡易知能評価スケールを実施することで、高齢患者の認知機能
を評価し、問題点の早期発見や危険予防対策など、看護実践に活用する。
医療従事者の【認知症あり】の判断基準に関するアンケート調査を実施し、アンケート結果より、患
者や家族から得た情報だけでなく、評価者の直感や感覚で判断している現状が明らかになり、個々
の知識や経験で判断に差があることが認識された。 今後、『高齢者総合機能評価スケール』や『簡
易知能評価スケール』を実践に活用する取り組みを行う。
【活動 3】
①2010 年 11 月 26 日（金）院内看護部教育委員会主催の研修会において「摂食・嚥下障害への
介入」についての講演を行った（参加人数 33 名）。
②摂食・嚥下障害が予測される患者に対するスクリーニング・早期からのケアを医師・NST チーム・
栄養士らと協働し実践するため、病棟内で嚥下障害患者のスクリーニング、反復唾液嚥下テス
ト（RSST）の研修を行った。
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【活動 4】
研修報告会の実施
研修の学びや活動計画、活動評価について院内看護部主催の評価会において発表
H22 年 10 月 19 日

中間評価会・・・研修報告

H23 年 2 月 17 日

期末評価会・・・活動報告と今後の課題

○周産期医療コース受講修了者の活動例
養成修了者は、いずれも所属施設において助産外来を担当（あるいは修了後新たに開設）しており、
さまざまな妊婦の疑問や不安に対応するために、本コースにおける訓練内容をそのまま生かすことが
でき、結果として地域の産科医療の充実に寄与貢献した。

（２）波及効果
ア）災害・救急医療コース
平成 22 年度受講生の１名が東日本大震災の災害支援チームの一員として東北地方に赴き、実
際の支援活動を行った。本コース受講で得た専門知識が役立った波及効果といえる。
イ）感染症医療コース
このコースが順調に進んでいることを兵庫県下の病院が知ることにより、改めて院内感染対策や
抗菌薬適正使用推進のために Infection Control Team（ICT）の必要性が全県下的に認識されるよ
うになった。そのきっかけとなった意義は、波及効果というべきものである。現に、このコースの指
導者が県下の病院に ICT を名ばかりのものではなく、実働的なチームとするための指導を依頼さ
れることが増え、その中核メンバーが本コースの被養成者に加わるということが起こっている。
ウ）周産期医療コース
平成 23 年度に開催した医師・コメディカル統合的人材育成フォーラム：パネルディスカッションに
おいては講演演者の一人は大阪市にある愛仁会千船病院の看護部長であった。神戸大学大学
院医学研究科が主導で医療におけるスキルミクスを通じて地域医療再生向上に貢献するとの本
プログラムの意義を県外においても認識が広まることにつながったものと考える。
エ）高齢者医療コース
平成 22 年度は看護師の受講のみであったが、平成 23 年度は臨床心理士兼社会福祉士と薬剤
師の受講応募があり、多職種協働の啓発が実践されているものと考えられる。
オ）がん医療コース
受講修了者がすでに地域に戻って活躍している。医師不足や医療資源不足に悩む地域におい
て、これらの人材が元気に活躍することにより、地域のがん診療に活気が戻り、がん患者の療養と
福祉に貢献している事実は、かけがえのない波及効果であろう。白血病診断や病理診断の質に
おける地域格差はこれまで非常に大きな問題であったが、今後修了者が各地で診断技術向上に
取り組むことにより、がんの診断の地域差が解消に向かうと期待される。
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（３）情報発信の状況
本事業の広報・情報提供等については下記のとおりである。
①本事業からの情報発信
■受講生の募集要項・ポスターの作成、配布
本プログラムの募集要項を記載したポスターを作成。各コースの概要説明や講義内容を紹介したテキス
ト（A4 版 138 ページ）と、担当講師を紹介したシラバス（A4 版 49 ページ）と共に約 300 部を兵庫県の医療
機関へ送付した（平成 22 年度、平成 23 年度ともに約 300 部ずつ送付）。
■ホームページによる情報発信
ホームページ（http://www.med.kobe-u.ac.jp/comed/）を開設し、プログラム内容や各コースカリキュラ
ム（講義内容やスケジュール等）の紹介を行う。各育成プログラムの応募書類（申込用紙）をホームページ
からダウンロードできることにより、新規受講生募集にも活用した。
■「地域医療教育用 DVD 教材」の制作、配布
県内の地域医療ならびに災害医療に従事する
コメディカルの指導・教育を目的として、兵庫県内の
各医療機関および大学機関等に送付した。
【地域医療教育用ＤＶＤ教材について】
平成 22 年度プログラムにおいて実施した各医療
コース（①災害・救急医療コース、②感染症医療
コース、③周産期医療コース、④高齢者医療コース、
⑤がん医療コース）の講義および実習用教材として
作成されたテキスト・スライドの講義資料データを収録
したものである。

②情報交換
■全体フォーラムの開催
年 2 回、本事業主催のフォーラムを開催しており、受講生をはじめ本学内外の医療従事者が多数参加
のうえ、地域再生人材創出のテーマに基づき活発な意見交換を行っている。
（第 1 回）テーマ：『スキルミクスにおけるエキスパート・コメディカルの役割』
開催日時：平成 22 年 3 月 12 日
田村由美氏（神戸大学大学院保健学研究科 教授）による講演「スキルミクスが活きる鍵は
インタープロフェッショナルワーク」を実施した。本プログラムの趣旨を様々な分野から考察す
る貴重な機会となり、コース実施を控えた本プログラム受講生にとって、コースリーダーをはじ
めとした事業参加者と交流を持つ貴重な機会となった。
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（第 2 回）テーマ：『エキスパート・コメディカル教育のこれからの課題』
開催日時：平成 22 年 7 月 20 日
齋藤いずみ氏（神戸大学大学院保健学研究科 教授）による講演「実現・持続可能な医師
とコメディカルの新しい連携の形～周産期分野の挑戦と課題～」を実施した。周産期分野を
例に、医師と助産師の協働、院内助産システム等の国内外のデータを挙げることによって、
チーム医療の重要性を訴えかける内容であり、今後におけるコメディカルのスキルアップ、お
よび医師とコメディカルのスキルミクスの重要性を提唱する非常に意義深いものとなった。
（第 3 回）テーマ：
『神戸大学における「医師・コメディカル統合的人材育成拠点形成」の取り組みについて』
開催日時：平成 23 年 3 月 12 日
松浦正子氏（神戸大学医学部附属病院 看護部 副部長）による講演「医療におけるメデ
ィア・リテラシー ～メディアから見た看護のイメージ～」を実施した。メディアがもたらす医療
活動への影響について、看護領域の立場から考察のうえ、国内外の実例を挙げて説明した。
医療ドラマなどにより医療活動に固定されたイメージが浸透することで、実際の現場で弊害が
生じる場合もあり、看護師をはじめとした医療従事者に共通する雇用確保の問題にも深く関
わる。メディアからの一方的な情報に翻弄されず、メディアと医療現場の双方による、より正確
で有益な情報交換の必要性を提唱する非常に意義深い講演であった。講演後の質疑応答
では、参加者らによる意見交換が活発に行われた。

■各医療コースフォーラムの開催
本事業主催のフォーラムとは別に、医療コースごとに特化したフォーラムを開催しており、受講生をはじ
め本学内外の医療従事者が多数参加のうえ、地域再生人材創出のテーマに基づいた各医療分野から
のアプローチについて活発な意見交換を行っている。
○災害・救急医療コース
（平成 22 年度）『我が国の災害医療・救急医療：過去・現在・未来』
開催日時：平成 22 年 7 月 5 日
（平成 23 年度）『我が国の災害医療・救急医療の備えに必要なもの；東日本大震災と教育システム』
開催日時：平成 23 年 7 月 4 日
○感染症医療コース
（平成 22 年度）『神戸市における結核の現状と対策』
開催日時：平成 22 年 6 月 30 日
○周産期医療コース
（平成 22 年度）『周産期医療におけるスキルミクス』
開催日時：平成 22 年 6 月 5 日
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（平成 23 年度）『産科医療における医師と助産師の役割分担』
開催日時：平成 23 年 6 月 4 日

5．成果の発表状況
（１）養成された人材による成果
第 2 回統合的人材育成フォーラム『エキスパート・コメディカル教育のこれからの課題』を平成 22 年 7
月 20 日に開催した。このフォーラムにおいて、以下の成果発表があった。
【成果発表】2 件
・小林 早苗（平成 22 年度 周産期医療コース受講生）
タイトル：「医師・コメディカル統合的人材育成拠点形成」
・瀧本 良実（平成 22 年度 がん医療コース受講生）
タイトル：「白血病診断エキスパート臨床検査技師育成コースに参加して」
「エキスパート・コメディカル育成プログラムを開始して～現況報告～」と題して、各医療コース担当者
（講師あるいは受講生）によるパネルディスカッションを実施した。担当講師からは、コース実施における
受講生の育成到達度や問題点等について発表し、受講生からは、コース受講修了報告や終了後の自施
設における取組について発表した。
80 名（平成 22 年度プログラム受講生 22 名、本事業参加者・県内医療従事者 58 名）の来場者を対象
に、平成 22 年度の育成プログラムの現況および成果発表報告の効果が充分に得られる結果となった。
（２）人材養成ユニットに関する成果
①第 3 回統合的人材育成フォーラム
第 3 回統合的人材育成フォーラム『神戸大学における「医師・コメディカル統合的人材育成拠点形
成」の取り組みについて』を平成 23 年 3 月 12 日に開催した。第 1 部は、「エキスパート・コメディカル育
成プログラムの取り組みについて」と題して、各医療コース担当者によるワークショップを実施。コース概
要および今年度の実施状況、次年度以降の展望等について発表した。以下のとおりである。
【成果発表】5 件
・陵城 成浩（災害･救急医療分野担当者）
・荒川 創一（感染症医療分野担当者）
・山崎 峰夫（周産期医療分野担当者）
・安田 尚史（高齢者医療分野担当者）
・薬師神 公和（がん医療分野担当者）
各コースの特色や進捗状況、今後の展望などを十分に理解することができ、80 名（平成 23 年度プログ
ラム受講生 25 名、本事業参加者・県内医療従事者 55 名）の来場者を対象に、平成 22 年度の育成プロ
グラムの現況および成果発表報告の効果が充分に得られる結果となった。
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②「地域医療教育用 DVD 教材」の制作
平成 22 年度プログラムにおいて実施した各医療コース（①災害・救急医療コース、②感染症医療
コース、③周産期医療コース、④高齢者医療コース、⑤がん医療コース）の講義および実習用教材とし
て作成されたテキスト・スライドの講義資料データを収録。

Ⅴ．今後の計画
１．本プログラム終了時の達成目標について
本事業における人材養成は順調に進捗しており、5 年間の実施期間終了時点で当初計画通りに養成
目標が達成される見込みである。プログラム終了時までの養成人数の予定は下記のとおりである。
■プログラム終了時（5 年目）の養成実績（案）
人材養成のカテゴリー
（コース等）
・災害・救急医療コース
・感染症医療コース
・周産期医療コース
・高齢者医療コース
・がん医療コース
合 計

Ｈ21
－
－
－
－
－
－

Ｈ22
4人
9人
3人
2人
6人
24 人

養成修了者数（5 年目）
Ｈ23
Ｈ24
Ｈ25
2人
4人
4人
9人
4人
4人
4人
4人
4人
2人
4人
4人
8人
4人
4人
25 人
20 人
20 人

合計
14 人
26 人
15 人
12 人
22 人
89 人

目標
（5 年目）
16 人
16 人
16 人
16 人
16 人
80 人

2．本プログラム終了後の取組み方針・見通し
本事業の実施期間終了後、本育成コースで育成された人材は、各地域医療機関においてスキルミクス
のリーダーとしての役割を果たし、地域・災害医療向上に貢献するべく活動する予定である。本育成コー
ス修了者は、各医療機関における地域医療再生ならびに災害医療充実の取り組みに対して主導的な役
割を発揮することが期待される。本育成コース修了者は「兵庫県保健医療計画」に基づき、県立病院をは
じめとする政策医療を担う医療機関へ有効に配置され、地域医療再生ならびに災害医療の充実を柱とす
る兵庫県の地域再生計画の中心的な役割を果たすよう努めてゆく。
現在、既に実施している神戸大学と兵庫県の地域医療向上のための医師相互連携協力協定とともに、
医師以外のコメディカルについても相互交流を拡大し、各育成コースは 5 年間の実施期間終了後も存続
させ、本育成プログラムと並行して医学研究科に設置している「地域社会医学・健康科学講座」と兵庫県
が協力して、本人材育成プログラムの運営を継続し、兵庫県が策定する地域再生計画に基づく地域医療
の発展、ならびに災害医療の確立、充実に貢献していく予定である。
具体的な予算については、1）現在、無料の受講費について実費程度の額を徴収する 2）消耗品費につ
いて病院の経費から予算計上する 3）自治体からの援助については今後の運営委員会で検討していく、
以上、上記 3 点を予定している。また、人員については、「地域社会医学・健康科学講座」の特命教授 4
名が中心となって、神戸大学大学院医学研究科、保健学研究科、兵庫県立大学、神戸薬科大学の教員
および職員と協力し、継続していく予定である。
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