
2014年度 行動計画 

National University Hospital Council of Japan 
国立大学附属病院長会議 

Action Plan 2014 
 国立大学附属病院長会議将来像実現化 



教育担当職のモデル提示 

海外のキャリアパスの研究と日本への応用の
検討 

Action Plan 2014 教育 

関係機関との連携及び標準的卒業時OSCE
の提案 

■ 国立大学医学部長会議との連携を図ることを目的に、

同会議の「教育制度・カリキュラムに関する小委員会」

「地域医療・医療人育成に関する小委員会」と合同で問

題解決の取り組みを検討し、その他、医療系大学間共

用試験実施評価機構との連携により、日本における標

準的な卒業時ＯＳＣＥを提案していきます。 

■また、既に欧米諸国では国家試験の一部に取り入れ

られており、その効果が評価されています。この取り組

みについて研究し、日本での展開について提案・検討し

ます。 

シミュレーション教育で達成すべき目標リ
ストの作成、管理・運営のノウハウを共有
するためのFD計画の作成 

■各大学病院の立地する地域特性という観点から、そ

の使命も地域社会や関連病院からのニーズにより異

なっています。地域社会に貢献する医療職の教育を進

めることを達成するために要する物的・人的資源とその

充足度、現在の課題等の調査を行います。 

■診療実習参加時及び卒業時に身に付けるべき医学

生の診療能力のうち、シミュレーション教育で達成すべ

き目標（臨床能力）リストを作成し、また、シミュレーショ

ンセンターの管理・運営のために各大学病院ならでは

の工夫が求められているため、これらのノウハウを共有

するためのFD計画を作成し、提案していきます。 

■教育担当病院助教整備に向けた調査、既に配置した

各大学の現状・課題等を紹介し、どんな機能を持たせ

るか、今後配置を検討している大学へモデル提示しま

す。 

■また、海外でのキャリアパス（Clinical Educator Track

（例：30〜40%の時間で教育を行い、その働きで昇進す

る））について研究し、教育・指導についての評価方法

等、日本での応用について検討します。 

キャリア形成支援センターの設置・充実に
関する提案 

■全国の医科大学、医学部におけるキャリア形成支援

センターの実態調査・把握をいたします。 

■また、2015年以降の新専門医制度に対応するための

研修プログラムを提案いたします。 

■キャリア支援、情報収集、プログラムの作製・実施、

育成体制の整備などの機能を実践できるよう、各大学

病院でセンターの設置・充実を提案していきます。 

国立大学医学部長会議、全国医学部長病院長会議との連携イメージ 

おきなわクリニカルシミュレーションセンター（琉球大学） 



Action Plan 2014 診療 

ＱＩ（クオリティインディケータ）の有効活用と新
たな指標の設定

■ 54項目の「病院機能指標」について継続して調査

を実施し、経年的なデータの公表をさらに推進します。 

■ 各大学病院において診療の質をマネージメントする

会議や組織を設置し、QIのさらなる有効活用を図ります。 

■ また、「病院機能評価プロジェクトチーム」において

検討された新たな指標案や国立大学附属病院で独自

に設定している指標を基に、国立大学附属病院長会議

常置委員会において検討を開始します。 

医療情報システムデータのバックアップシ
ステムの着実な運用 

■ 災害時の運用ルールの策定と周知、各国立大学附

属病院の災害対策マニュアルへの組込み、災害訓練で

の試行などを行います。また、災害時に本システムを利

用することについて掲示等により患者さんへ事前周知

します。 

バックアップシステム
の画面イメージ 

相互チェック、相互訪問の継続と充実

■ 医療安全管理協議会

   これまでの活動を継続するとともに、「第１回Patient 

Safety & Quality Award（医療の質・安全大賞）」を設け、

これまで各大学病院で実践・蓄積されてきたベストプラ

クティスを選出し、これらを大学病院間で共有すること

により、一層の安全対策を推進します。 

  相互チェックでは、「内視鏡検査・治療及び造影剤検

査・血管内治療に関する安全対策―リスク評価、情報

共有、患者観察、急変対応―」を重点項目として実施し

ます。 

■ 感染対策協議会

  感染対策相互チェック、サーベイランス等これまでの

活動を継続するとともに、感染対策相互チェック項目の

見直しを行うなどしてより充実したものとしていきます。 

■ 災害対策相互訪問

  2013年度に引き続き災害対策相互訪問事業を継続

して実施します。 

 地区ブロックで実施された、特色ある取り組み（医学

部学生の訓練参加やブラインド訓練の実施など）や、改

善事項をふまえ、国立大学附属病院が連携して、災害

対策への取り組みを推進していきます。また，災害時

ネットワークの構築に向け、各地区ブロックの体制整備

についても確認を進めていきます。 

新規医療を安全に提供する体制の構築 

■ 各国立大学附属病院では、社会情勢や医療を取り

巻く変化に対応しつつ、地域医療の中核病院として、医

療水準の向上に持続的に取り組んでいます。また、新

しい高度医療技術を安全に導入することも国立大学病

院の重要な使命です。これらの使命を全うすべく、各国

立大学病院はそれぞれの特色を生かし、今までの診療

科の垣根を取り払った組織横断的な取り組みを推進し

ていきます。 

周術期管理センター（岡山大学）の構成メンバー 

「病院機能指標」より 



診療 Action Plan 2014 研究 

臨床研究の質確保と信頼性担保のための体
制整備と人材育成 

■ 国立大学附属病院の臨床研究ネットワークの構築

を明確化し、臨床研究信頼性を担保する相互チェックの

実施に向けた体制整備を開始します。 

■ 国立大学附属病院の臨床研究を支える人材を育成

するために、拠点病院と国立大学附属病院の循環型人

事交流を展開することで、拠点病院で蓄積された人材

育成のシナリオ・ノウハウを習得させるモデル事業を開

始します。 

Action Plan 2014 地域貢献・社会貢献 

全国調査の実施 

■ 地域医療に関わる現状把握のための調査を実施し

ます。 

・疾病構造や医療ニーズなど地域における医療に係る

各種課題の把握 

・医師派遣に関して、行政や医師会等との連携した組

織やその活動状況の把握 

全国規模の協議会の創設 

■ 全国規模の協議会組織の創設に向けたシンポジウ

ムを開催します。 

「臨床研究の信頼性確保と利益相反の管理に関する緊急対策」 
（平成25年9月19日） 

地域医療支援に関する調整部門の例（筑波大学） 



先進医療の国際情報発信のための体制整備 
ネットワーク化及び人事交流の更なる国際的
展開

■先進医療の国際的提供窓口として、国立大学附属病

院の体制整備及び国際的な病院間の提携のための事

前調査を進めます。 

■国立大学附属病院へのネットワーク接続を拡大して

いきます。また、海外医療拠点の担当医師及び担当技

術者の選出を行い、海外でのネットワーク接続の準備

を進めます。 

■領域横断的セミナー：「アジア遠隔医療シンポジウ

ム」を日本で開催し、全国国立大学附属病院と海外医

療拠点の担当者との実質的な交流を図ります。 

Action Plan 2014 運営 

病院運営に係る更なる情報の共有

■ 「病院長を補佐する組織設置及び人員配置」、

「中長期的な経営方針の提示・共有化」、「事務部門に

おける病院経営に資する人材育成」等における先駆的

な取り組みによる効果を測定するとともに、それらの情

報を共有化して課題解決に取り組みます。 

 他方、病院執行部のガバナンス強化に向けては、次世

代リーダー（新任病院長及び副病院長等を対象）を育

成する仕組みの構築に取り組みます。 

新たな人事労務モデルの構築 

■ 新たな人事労務モデルを構築するには、各大学固

有の様々な諸課題が山積しています。 

 ２０１４年度も各国立大学附属病院の先駆的な取り組

みの情報収集を行うとともに、それらの取り組みによる

効果の測定を通じて、それぞれの職種にあったキャリア

パス及び処遇改善等の提案をしていきます。 

Action Plan 2014 地域貢献・社会貢献 Action Plan 2014 国際化 

海外接続のデモンストレーション（韓国・台湾・ベトナム） 
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法人化以前から使用している機器を

毎年度およそ300億円をかけて更新

しているが、残り約1,700億円を更新

するのに５～６年、即ち、全部更新で

きるのは平成30年度末で15年以上

かかってしまうことになり、投資は依

然不足している。 



Action Plan 2014 歯科 

地域医療における専門職連携推進のための
教育への参画、高度歯科医療と社会のニーズ
に対応できる歯科医療専門職の育成(教育） 

■ 超高齢化への対策は年々速度と効果が要求されて

います。 

    2014年度はこれまでの提言1、2に関する取り組みを

さらに推進するとともに、提言3「地域医療における専門

職連携推進のための教育への参画」、提言4「高度な歯

科医療と社会のニーズに対応できる歯科医療関連専門

職の育成」に取り組む予定です。 

    すでに長崎大学では、がん患者の周術期の口腔管

理について地元の歯科医師会とのシステム構築を行い、

研修会の開催を積極的に支援しています。 

緊密な医科歯科連携のもとで歯科診療を展
開（診療） 

■ 以下のような新たな取り組みにより成果を上げてい

る例が増加してきています。 

■ 歯周病治療における医科歯科連携医療の推進： 

 循環器科、内分泌・代謝内科、周産・女性心療科など

との連携治療。皮下脂肪組織由来幹細胞を用いた歯周

組織再生治療の臨床応用。 

 

■ 摂食・嚥下リハビリテーション： 

 脳血管障害や口腔がんによる摂食・嚥下障害への外

来、入院と在宅医療での機能評価と治療。 

■ 睡眠時無呼吸症候群と歯科： 

 医歯連携のもとで、口腔内装置を用いることで「いび

きと無呼吸」を改善する治療。 

■ スポーツ歯科： 

  カスタムメイドのマウスピースやフェイスガードを用い

たスポーツ時の顎顔面口腔外傷予防及びスポーツ歯

学の普及と啓発活動。 

 

がん患者の周術期の口腔管理について地元の歯科医師会とのシス

テム構築を行い、研修会の開催を積極的に支援（長崎大学） 

歯科技工士によって３Dプリンターで各種手術支援のための模型
づくりを実施（広島大学） 

また広島大学では口腔健康科学科と歯学科の合同コラ

ボレーション実習を臨床実習の中に取り入れたり、歯科

技工士によって3Dプリンターで各種手術支援のための

模型つくりを実施しており、この方面のアクションも確実

に進行すると考えられます。 

摂食リハビリテーション外来（東京医科歯科大学） 歯周病外来（東京医科歯科大学） 



Action Plan 2014 歯科 

地域医療連携、災害医療体制の一層の強化
（地域貢献・社会貢献） 

■ 地域歯科医療連携災害対策検討協議会の設置 

  国立大学歯学部附属病院等の機能が隙間なく全て

の国民に提供できる体制を構築することを目的として、

また災害時の歯科保健・医療支援体制のネットワーク

を一層充実させることを目的として、全国を幾つかのブ

ロックに分け、その代表校で構成する地域歯科医療連

携災害対策検討協議会を設置し、地域貢献・社会貢献

ＰＴと情報交換しながら活動を開始します。 

ネットワーク化及び人事交流の更なる国際
的展開（国際化） 

■ 提言１と提言２に則って、Action Plan 2013 で実施し

たことを継続実施するとともに、APAN では歯科におけ

る独自の活用・発展を、国際支援や交流についてはさ

らなる充実や発展を目指します。 

多職種連携による口腔センター部門の設置
（医学部附属病院歯科口腔外科） 

■ 将来像実現化行動計画の今後の継続と上記目的達

成のため、充実した設備と他診療科医師など多種職と

共同できる環境整備が必要であり、口腔ケアセンター、

顎顔面口腔機能再建センター、顎顔面口腔美容形成セ

ンターの設置が望まれます。 

（例:群馬大学の構想） 

多種職連携による口腔センター部門の設置構想 

大学間及び地域連携を活用した臨床研究推
進（研究） 

 また、歯槽骨・歯周組織再生デバイスの開発が経済

産業省や自治体の補助金等を獲得して推進されていま

す。また、大学発ベンチャー企業と連携した研究も進ん

でいます。 

 他にも数多くのシーズが 国立大学歯学部・病院にあ

り、今後もネットワーク構築による研究推進を図っていく

予定です。 

新潟大学医歯学総合病院が
構想する多施設細胞治療研
究ネットワーク 

■ 幹細胞等を用いた歯槽骨・顎骨再生治療が、医歯

連携、大学間連携という様々な連携によって推進されて

います。今後、全国の国立大学歯学部・病院との再生

医療ネットワークの構築を目指しています。さらに、東南

アジア（中国、ベトナム等）、欧米の大学との連携による

再生治療開発が進展しています。 

九州大学病院アジア遠隔医療センターにおける 

テレカンファレンスへの参加状況 

        PBL講習            ICUでの口腔ケア実習  
 歯科医師会会員向けアドバンスドコース研修会（長崎大学） 

  

 

  

仮設住宅集会所での講話（新潟大学） 
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