
  

 

                                2018 年 10 月 4 日 

千 葉 大 学 医 学 部 附 属 病 院 

東日本電信電話株式会社  千葉事業部 

 

遠隔医療に関する履修証明プログラム 第一期修了式を実施 

千葉大学医学部附属病院・東日本電信電話株式会社 千葉事業部「遠隔医療マネジメントプログラム」 

～ 第 三 期 生 を 募 集 中 ！ ～ 

 

千葉大学医学部附属病院(所在地：千葉市中央区 病院長 山本修一、以下「千葉大学病院」)と東日本電信電

話株式会社 千葉事業部（所在地：千葉市美浜区 千葉事業部長 池田敬、以下「ＮＴＴ東日本」）は、昨年 10

月から開始した履修証明プログラム 「遠隔医療マネジメントプログラム」において、ＮＴＴ東日本が複数の講

義を行うなど、遠隔医療の担い手の教育において連携しておりますが、本履修証明の第一期プログラムの終了に

伴い、9 月 29 日（土）に修了式を実施いたしました。 

なお、第三期プログラム開始に向けて、次期履修生を募集いたします。 

報道機関の皆さまにおかれましては、周知にご協力くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 概要 

「遠隔医療マネジメントプログラム」は、学校教育法に基づき、1 年間、120 時間の講義で体系的に学ぶ

ことができる日本初の教育プログラムです。医療者のみならず、遠隔医療の運用・開発に携わる幅広い業種

の人材の養成を目的とし、修了者には本学から履修証明書を交付いたしました。 

第一期プログラムでは、「遠隔医療協会 長谷川高志様」をはじめ計 42 名の外部講師ならびに 3 名の内

部講師による講義とディスカッションを実施し、遠隔医療の実際の導入において活躍できる知識や人材の養

成を行ってまいりました。 

第一期プログラムでは、29 名の受講があり、修了条件を満たした履修生 21 名が修了いたしました。 

また、修了式では、本講義がきっかけとなり誕生する履修生による会社設立の発表も行いました。 

 

今後も、千葉大学病院とＮＴＴ東日本は、情報通信技術を活用した医療連携による遠隔医療の実用と展開

の実現に向けて、今後医療情報ネットワークの構築やソリューション検討など、共同して発展させていくこ

とを目指します。 

  

【関係ホームページ】 

＜千葉大学医学部附属病院・ＮＴＴ東日本 報道発表内容（2017 年 10 月 4 日）＞ 

「遠隔医療マネジメントプログラム」の実施 

情報通信技術を活用した医療連携の実用に向けた共同検討の実施について 

  ＵＲＬ http://www.ntt-east.co.jp/chiba/news/detail/20171004.html 

 

 修了式模様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

＜次期履修生の募集について＞ 

10 月からの第三期履修生を募集中です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 千葉大学医学部附属病院 

代表者：病院長 山本 修一 

所在地：千葉県千葉市中央区亥鼻 1-8-1 

ウェブサイト：https://www.ho.chiba-u.ac.jp/ 

 

■ 東日本電信電話株式会社 千葉事業部 

代表者：千葉事業部長  池田 敬 

所在地：千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目 3 番地 幕張テクノガーデン D 棟 13 階 

ウェブサイト：https://www.ntt-east.co.jp/chiba/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜募集対象＞  

・遠隔医療を導入し実践することをめざす医療機関等で活躍する

人 

 

・遠隔医療の支えるシステム等を開発し提供する事業所等で活

躍する人 

 

・遠隔医療に関心をもち普及への貢献をめざす人 

 
＜受 講 料＞ 240,000 円 

 

＜募集人員＞ 30 名 
 

＜申込締切＞ 2018 年 11 月 12 日(月)必着 

 

＜申込・問い合わせ先＞ 

千葉大学医学部附属病院 地域医療連携部 

電話番号 043-222-7171（代表）  6471（内線） 

 

＜募集要項・申込方法等＞ 

  別紙、及びホームページをご覧ください。 

   ＵＲＬ https://peraichi.com/landing_pages/view/enkaku2 
 

＜テーマ＞           

・遠隔医療をとりまく環境         

・遠隔医療を支える情報技術  

・遠隔医療の類型と実際 

・遠隔医療の活用          

・遠隔医療の普及                         

・遠隔医療の評価と発展  



  

 

平成３０年度後期 

 千葉大学 履修証明プログラム 

 

遠隔医療マネジメントプログラム   

 
 

履修生募集要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉大学医学部附属病院 

地域医療連携部  

別 紙 
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file:///C:/Volumes/TOSHIBA%20EXT/mac20180831/名称未設定フォルダ/¥l
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file:///C:/Volumes/TOSHIBA%20EXT/mac20180831/名称未設定フォルダ/¥l
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file:///C:/Volumes/TOSHIBA%20EXT/mac20180831/名称未設定フォルダ/¥l
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１．本履修証明プログラムのねらい  
 

 千葉大学履修証明プログラム「遠隔医療マネジメントプログラム」は、情報技術の発展によって地理的・時間

的制約を越える医療が可能となっている現状を踏まえ、遠隔医療の実際の導入や運用、開発に活躍できる人材の

養成を目的とした講座です。 

 とりわけ遠隔診療については、厚生労働省医政局長が、平成２７年８月１０日付け事務連絡で、「情報通信機

器を用いた診療いわゆる「遠隔診療」について」（平成９年１２月２４日付け健政発第１０７５号厚生省健康

政策局長通知）の解釈を示しています。これにより、遠隔診療の適用範囲が拡大し、普及が期待され、診療報酬

の面からも注目されています。 

 しかし、遠隔医療の推進に寄与できる人材は不足しているばかりか、これまでの遠隔医療についての学習は、

断片的なものの寄せ集めで、体系的ではありませんでした。  

 千葉大学履修証明プログラム「遠隔医療マネジメントプログラム」は、遠隔医療についての実践的で体系的な

学習の機会を提供し、これからの遠隔医療の推進に寄与する人材を養成します。 

 

２．履修証明プログラムについて 
 

 履修証明プログラムは、主に社会人等の学生以外を対象として、人材養成の目的に応じた講習を体系的に編成

した学校教育法に基づく教育プログラムです。 

 本プログラムの履修修了者には、本学から学校教育法に基づくプログラムであること及びその名称等を示した

履修証明書を交付します。 

 

３．本履修証明プログラムの概要 
 

講義について 

 本履修証明プログラムは、６テーマから構成されています。一つのテーマは、２０時間（１０コマ講義）です。

講義は、教室講義と e-learningにておこなわれます。教室講義は、社会人が受講しやすいように平日の夜間（１

９：００〜２１：００）もしくは週末および休日に開講します。 

 

履修期間 

 平成３０年１０月２７日 ～ 平成３１年９月３０日 

 

受講形式 

 １講義２時間の教室受講もしくは、講義動画の視聴による受講（e-learning） 

 ※e-learning の受講方法は、申込者の受講決定後に連絡します。 



  

 

テーマ 

それぞれのテーマの内容は、表の通りです。 

 

テーマ講習名 概要 

遠隔医療をとりまく

環境 

遠隔医療の制度の変遷と動向を学ぶ 

遠隔医療の役割を学ぶ 

情報技術に関連したセキュリティーや倫理的課題を学ぶ 

遠隔医療の費用と報酬について学ぶ 

遠隔医療を支える情

報技術 

情報技術の観点から遠隔医療の可能性を学ぶ  

情報連携システム、コミュニケーションツール、モニタリングな

どについて学ぶ 

医療連携基盤について学ぶ 

IoTについて学ぶ 

遠隔医療の類型と実

際 

医師間の連携による遠隔医療 D to Dについて学ぶ 

医療者と患者の間の遠隔医療 D to Pについて学ぶ 

多職種連携による遠隔医療 D to N to Pについて学ぶ 

遠隔医療の類型別の問題点について学ぶ 

遠隔医療の活用 

遠隔診断について学ぶ 

行動変容促進と生活習慣病等の管理するための遠隔医療を学ぶ 

在宅医療への活用を学ぶ 

へき地離島医療への活用を学ぶ 

災害医療への活用を学ぶ 

遠隔医療の普及 

遠隔医療に必要となるコミュニケーションについて学ぶ 

プロモーションの観点から、遠隔医療の普及について学ぶ 

遠隔医療を受ける患者のリテラシー（ヘルスリテラシー ITリテ

ラシー）を学ぶ 

法令的、倫理的な課題について学ぶ 

遠隔医療の評価と発

展 

遠隔医療を適切に評価することで、エビデンスを構築する技術を

学ぶ 

遠隔医療についてのストラクチャ、パフォーマンス、アウトカム

について学ぶ 

開発や環境構築につながる指標について学ぶ 

遠隔医療の将来について学ぶ 

 

 



  

 

修了要件 

 

本履修証明プログラムを修了するためには、全テーマ全講習を修了する必要があります。（１２０時間の講義

受講） 

 

募集人員 

３０名  

● 遠隔医療を導入し実践することをめざす医療機関等で活躍する人材 
● 遠隔医療の支えるシステム等を開発し提供する事業所等で活躍する人材 
● 遠隔医療に関心をもち普及への貢献をめざす人材 

 

受講条件 

・インターネット環境を有し、テレビ会議システムを使用可能であるインターネットを接続する PCにカメラと

マイクが内蔵または接続されていること 

・以下の条件のいずれかに当てはまる者 

①高等学校又は中等教育学校を卒業した者 

②通常の課程による１２年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教

育を修了した者 

③外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した

もの 

④文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了

した者 

⑤専修学校の高等課程(修業年限が３年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限

る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 

⑥文部科学大臣の指定した者(昭和２３年文部省告示第４７号) 

⑦高等学校卒業程度認定試験規則(平成１７年文部科学省令第１号)による高等学校卒業程度認定試験に合格

した者(同規則附則第２条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和２６年文部省令第１３号。以下

「旧規程」という。)による大学入学資格検定(以下「旧検定」という。)に合格した者を含む。) 

⑧学校教育法第９０条第２項の規定により大学に入学した者であって、本学において大学における教育を受け

るにふさわしい学力があると認めたもの 

⑨本学において個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、１

８歳に達したもの 

  



  

４．申込手続き 
応募書類 

・履修志望票 

 この募集要項に添付された履修志望票に記入してください。 

・卒業証明書・修了証等（大学の入学規定を満たしていることを証明する書類） 

 （申込に証明書が間に合わない場合は、後から提出することが可能です。） 

申込方法・提出先 

下記提出先に必ず「簡易書留郵便」とし、封筒の表面に朱書きで「履修証明プログラム申請書」と記載して、

申込期間内に送付してください。 

＜提出先＞ 

〒260-8677 千葉県千葉市中央区亥鼻１−８−１ 

  千葉大学医学部附属病院 地域医療連携部 

申込期間 

平成３０年８月 1日〜 平成３０年１１月１２日【必着】 

卒業証明書等の書類が間に合わない場合は、あとから提出が可能です。 

 

５．履修生選考・選考結果について 
 応募書類をもとに履修生を選考します。 

選考結果は、平成３０年１１月中旬に通知予定です。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

６．履修手続き 
 選考結果と共に、履修手続きのための書類を送付いたします。 

手続日時 

 受講料は、こちらで送付します振込用紙にてお支払いいただきます。振込がないままですと履修のキャンセル

とみなすことがあります。 

履修証明プログラム受講料 

 ２４０，０００円   

※書類送付時に振込用紙を同封いたします。 

個人情報保護 

 申込にあたってお知らせいただいた氏名、住所その他の個人情報については、履修生の管理業務、本プログラ

ムに関わる情報提供等、これらに付随する業務を行うためのみに、本学において使用します。また、取得した個

人情報は適切に管理し、使用目的以外には使用しません。 

 

 



  

７．その他 
 

履修生の身分について 

 履修証明プログラムは、社会人等の学生以外の者を対象として開設するものとされています。大学に学生とし

て在籍し、所用の単位を修得して学位を取得するための学位課程とは異なるものであり、千葉大学学生としての

身分は付与されませんので、あらかじめご留意ください。 

 

履修生における注意事項（秘密保持、コンテンツ等無断転用等） 

・履修生として知り得た秘密をもらすことは禁止します。履修修了後も同様とします。 

・e-learning コンテンツを複製、二次利用、公開、無断送信等これらに類する行為を禁止します。また、画面

のキャプチャ、コンテンツ音声録音などの保存についても認められません。 

・講義中の録音、実習風景の撮影（SNS等への使用等）は禁止します。 

・プログラム履修生に伴い発行される ID、パスワード等の情報管理は適切に行い、履修生本人以外には知られる

ことないよう十分注意してください。 

 

問い合わせ先 

〒260-8677 千葉県千葉市中央区亥鼻 1-8-1  

千葉大学医学部附属病院 地域医療連携部 履修証明プログラム係 

TEL 043-222-7171（代表） 内線 6471 

 

 

 



  

 

 

H３０遠隔医療マネジメントプログラム　履修志望票

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	平成			年　　　		月　　　日現在

電話番号

メールアドレス

ふりがな 職種

最終学歴 西暦　　　　　年　　月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卒業・修了

志望理由：

上記の通り相違ありません

西暦　　　　　年　　　月　　　日　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

ふりがな

氏名

現住所（展郵便物を受け取ることが出来る住所）

ふりがな

所属先


