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令和 4年 1月 27日 

都道府県医師会 

担 当 理 事 殿 

 公益社団法人 日本医師会   

副会長 猪 口  雄 二 

（公印省略）  

 

新型コロナウイルス感染症対応に資する人材養成研修の実態調査について 

 

 貴職におかれましては、新型コロナウイルス感染症対策にご尽力を賜り、厚く御

礼申し上げます。 

本会では、新型コロナウイルス感染症対応として、一定の知識や技能を習得する

ための研修事業と、都道府県や病床逼迫地域の医療機関において、緊急的に医師確

保が必要になった際に圏域を超えた派遣調整事業を行うことを目的に、全国医学部

長病院長会議、四病院団体協議会・全国自治体病院協議会、日本慢性期医療協会と

共に、「新型コロナウイルス感染症対応人材ネットワーク運営委員会」を立ち上

げ、その運営委員会事務局を担っております。 

本運営委員会における人材育成事業では、各地域で行われている研修に関する情

報を集約し、他地域にとってモデルとなるような取り組みの周知等に取り組んでま

いります（人材ネットワーク事業の取組概要については、別添資料のとおり）。 

そのため、主に軽症者への初期対応・自宅療養・院内感染管理・後方支援・災害

対策等に関する研修状況について、下記 URL からご回答をいただきたく存じます。

（貴会主催の研修はもちろんの事、郡市区医師会・行政・病院団体等主催について

も、分かる範囲でご回答の程よろしくお願いいたします。） 

つきましては、ご多用のところ誠に恐縮ですが、貴会管下の研修会状況につきま

して令和 4 年 2 月 10 日（木）を目途にご回答を賜りたく、ご高配のほどお願い申

し上げます。 

【回答方法】※google フォーム Web 回答（入力方法など詳細は参考資料のとおり） 

「新型コロナウイルス感染症対応に資する人材養成研修の実態調査」 

URL：https://forms.gle/pLg2ku6pT2LJNuBaA 

 

https://forms.gle/pLg2ku6pT2LJNuBaA


参考資料  

 

「新型コロナウイルス感染症対応に資する人材養成研修の実態調査」回答方法  
 

パソコンやスマホ等からWebの調査画面を通じて、ご回答をお願いいたします。 

 

【回答方法】  

 

① アンケート画面を開く  
パソコン上で回答方法をご覧の場合は、下記のURLをクリックすると、アンケート画面が表示さ

れます。または、インターネットブラウザ（Internet Explorer, Edge, Google Chrome など）に

下記のURLをアドレスバーに入力するか、二次元バーコードを読み取り、Googleフォームによるア

ンケート画面を開きます。 

 

URL：https://forms.gle/pLg2ku6pT2LJNuBaA   

 

 

② 最初にメールアドレスを入力する 
回答していただくには、メールアドレスの入力が必須です。後程、回答内容を送信いたします。 

 

③ 回答の入力 
回答を入力してください。また、これまでに研修会を複数回実施している場合は、種類の異なる

研修会毎にご回答をお願いします。（「回答」を送信後に遷移する画面から『別の回答を送信』を

クリックいただければ、続けて回答することが可能です。） 

 

④ 回答を送信 
回答が完了したら、最終ページの「送信」ボタンを押してください。回答内容の確認メールが届

きます。  

※一度送信されたアンケートを修正・再送したい場合は、ご自身に送信される確認メール内の「回

答を編集」ボタンを押してください 。 

 

回答期限:令和４年２月１０日（木） 
 

【留意事項】 
本調査はWEBフォームからの回答をお願いしております。書面での回答をご希望される場合は、

お手数ですが、担当者宛てにご一報いただきますようお願いいたします。  

 

 

【本件に関する連絡先】 

日本医師会 地域医療課（担当：青木・岸） 

Tel：03-3942-6137／Fax：03-3946-2140 

Mail：chiiki_1@po.med.or.jp 

https://forms.gle/pLg2ku6pT2LJNuBaA


実態調査アンケート

このアンケートは、新型コロナウイルス感染症対応の一環として、貴会管下で実施してぃる
研修会について伺うものです。

ご多用のところ恐れ入りますが、ご協力の程よろしくお願いぃたします。

また、これまでに研修会を複数回実施している場合は、種類の異なる研修会毎にご回答願い
ます。

(回答送信後に遷移する画面から『別の回答を送信』をクリックいただけれぱ、重ねて回答
が可能です)

合

ファイルをアツプロードしてこのフォームを送信すると、 Googleアカウントに関連付けられ
ている名前と写真が記録されます.入力したメールアドレスのみが回答に含まれます。

*必須

アカウントを切り替える

メールアドレス

メールアドレス

都道府県

選択

1.研修会名

回答を入力

■



2.開催日、

記載伊D 2020年0月0日、 2021年0月0日、

回答を入力

3.所要時間、

記載伊D O0時間(開会から終了までの時間)

回答を入力

4.る刑彦形式、

複数回答可(※複数の選択肢を組み合わせる場合は、いずれにもチェックをしてください)

〔コ 1.集合(講義)

〔コ 2.集合(実地)

〔〕 3.オンライン研修(りアルタイム)

〔コ 4.オンデマンド研修("賎泉動画・eラーニング等)

5.主催・共催、

複数回答可(※貴会や貴会管下郡市区医師会・地区医師会が、現在把握されている限りでかまいません。
併せて、医師会以外が主催・共催の場合は、「その他」に医師会の関わりを入力してください)

〔:〕 4)^^

[コ②貴会管下郡市区医師会・地区医師会

[コ③医師会

C1 ④行政

〔コ⑤病院団体

〔コ⑥その他

区]その他:

■



6.主な講師名、

記載伊D O0大学00教授、他00名など

回答を入力

フ.開催場所、

記載伊D O0大学病院など

回答を入力

8.参加人数、

回答を入力

9.受講対象者(1哉種)、

複数回答可(※「③その他の医療従事者」を選択した場合は、その他欄に具体的な職種を入力してくださ
い)

C〕①医師

C〕②看護職員

区1 ③その他医療従事者

〔コ④事務職員

〔コその他

伯.医師の診療科・専門領域

※参加要件に、医師専門科目の設定があれぱご回答ください

回答を入力

四



11.研修の種類*

複数選択可

C}①自宅療養

区1 ②宿泊療養

区1 ③院内感染管理

区1 ④後方支援

区1 ⑤櫂患後症状

〔コ⑥精神科

区1 ⑦透析患者

〔コ⑧妊産婦

〔コ⑨乳幼児・小児・医療的ケア児

区1 ⑳災害対策

〔コ⑪外国人

〔]その他

12.重症度分類、

複数選択可

[コ①軽症者

〔コ②中等症1

〔コ③中等症Ⅱ

C1 ④重症者

13.る刑彦の内容、

記載伊D PPEの着脱、感染性廃棄物の取り扱い、人工呼吸器の導入等

回答を入力

問



14.研修プログラムなど

研修プログラムやインストラクター名簿等

エファイルを追加

15.開催費用

総額および、内訳額をご回答ください。

回答を入力

(5ファイルまで添付可能です)

16.受講者の評価

アンケート等を実施している場合は、その概要を教えてください。関係資料がある場合は、差し支えなけ
ればお送りください。(5ファイルまで添付可能です)

●ファイルを追加

以上、ご回答ありがとぅございました。

回答のコピーが指定したアドレスにメールで送信されます。

送信

Google フォームでハスワードを送信しないでください。

recAPTCHA

プライバシー利用規約

このフォームはSangyoui・mc.com内部で作成されました。不正行為の報告

四

Google フォーム

フオームをクリア



新型コロナウイルス感染症対応人材ネットワーク 

■目的
新型コロナウイルス感染症に対応するための病床や入院待機施設等の更なる確保に

伴い、医療人材の確保が急務となっている。また、中等症以上の患者のケアを行うた
めには、一定の知識や技能を有する人材が必要である。 

そのため、各病院団体の協力を得て、新型コロナウイルス感染症対応人材ネットワ
ークを立ち上げ、医師確保を念頭に置いた運用を行う。 

■事業期間
令和3年12月7日（火）～令和5年3月31日（木）

■事業内容
１．人材育成事業（研修支援）：

ネットワーク参加団体内で提供可能な実地研修に関する情報を集約して登録し、
各参加団体や会員医療機関への情報提供、研修開催費用等の財政支援を行う。 

①主に中等症以上の医療を担う医師を養成する研修
②初期対応、自宅療養、後方支援、災害対策等に関する研修

２．人材確保事業（医師派遣）：病床逼迫時、医師確保が困難な場合に都道府県を超
えた派遣を行う。 

■予算
１．厚生労働省令和3年度新型コロナウイルス感染症に伴う医師派遣調整事業補助金

（上限950万円） 
・人材育成事業①主に中等症以上の医療を担う医師を養成する研修 および
・人材確保事業（医師派遣）：

２．個人・団体より日本医師会にいただいた寄付金（上限1億円） 
・人材育成事業②初期対応、自宅療養、後方支援、災害対策等に関する研修

〇研修開催への支援：基準額50万円、100件 計5000万円 
〇受講者および受講者派遣元医療機関への支援： 

1研修につき20万円、100件 計2000万円 
・人材育成事業①および人材確保事業のうち、厚生労働省補助額の超過分、対象
外の費用：3000万円

■運営方法
日本医師会および病院団体役員で構成する運営委員会において、以下について 
具体的な運営方法等を決定する。 
・運営委員会：猪口雄二副会長、釜萢敏常任理事、城守国斗常任理事及び病院団体

推薦者（各団体から2名参画予定） 
・人材育成事業：研修開催状況の情報提供、財政支援の基準、研修および修了の

認定方法等 
・人材確保事業：派遣医師の登録、派遣ニーズとのマッチング、派遣等

（参加病院団体） 
日本病院会・全日本病院協会・日本医療法人協会・日本精神科病院協会・全国自治体
病院協議会・全国医学部長病院長会議・日本慢性期医療協会 

10/2012/20

別添資料



新型コロナウイルス感染症対応
人材ネットワークについて

コロナ人材NW

１．人材
育成事業

（研修支援）

②初期対応、自宅療
養、後方支援、災害
対策等に関する研修

①主に中等症以上の
医療を担う医師を
養成する研修

２．人材
確保事業
（派遣）

医師派遣

厚生労働省令和３年度
新型コロナウイルス感
染症に伴う医師派遣調
整事業補助金の対象

※厚生労働省補助額の超過分、補助対象外の費用については、日本医師会が自己負担する

• 令和3年10月26日に日本医師会新型コロナ
ウイルス感染症対策本部会議、10月27日に
「新型コロナウイルス感染症患者受入病床
確保対策会議」にてネットワークの立ち上
げについて了承

• 12月7日、日本医師会常任理事会において、
NWのための厚生労働省補助事業への申請を
協議

13/20



ネットワークの運営
１．運営委員会の設置

• 新型コロナウイルス感染症患者受入病床確保対策会議参加団体（公益
社団法人日本医師会含む）、全国医学部長病院長会議、日本慢性期医
療協会により構成

• 上記の各団体より幹事（実務を担う役員とする）を選出し、運営委員
会を設置。

２．運営委員会の業務
• 人材育成事業：研修企画団体との連携、研修の開催予定の把握・情報
の共有、研修への支援の実施、支援した研修の状況確認

• 人材確保事業：厚労省・構成団体間、各都道府県団体・支部との連携、
会員医療機関との連絡、マッチング等委託先の管理、派遣決定、派遣
後の状況把握

• 上記の報告とりまとめ
３．運営委員会の会務運営

• 運営委員会の事務局を公益社団法人日本医師会が担う。
• オンラインないしハイブリッドにて会議を適宜開催する。
• 厚生労働省担当者も運営委員会の会議に参画する。

新型コロナウイルス感染症対応
人材ネットワークについて



１．人材育成事業（研修支援）
コロナ人材NW構成団体や他の組織（国、都道府県、学会・
医療関係団体等）が実施する研修の開催、及び
受講生・受講生派遣元医療機関を支援する（情報提供、一定
額までの財政支援）

・研修先施設への謝礼、施設・設備利用料
・講師への報酬、旅費・交通費
・研修受講者の旅費・交通費、保険料
・その他
※財政支援は、緊急包括支援交付金その他国や地方自治体による補助の対象と
されていない事項に対して行う

①主に中等症以上の医療を担う医師を対象とした研修
▶情報提供・財政支援は一定の基準を満たしていると判断された場合に行う

②初期対応、自宅療養、後方支援、災害対策等のための医師等を対象と
した研修
▶都道府県医師会・病院団体／支部・関係学会・NW構成団体会員病院が実施する研修につき、
情報提供・財政支援を行う

新型コロナウイルス感染症対応
人材ネットワークについて



２．人材確保事業
都道府県や病床逼迫地域の医療機関より派遣の求めがあるな
ど、緊急的に医師確保が必要になった際に圏域を超えた派遣
調整を行う

・派遣のニーズに応じ、派遣可能な人材を各団体から集約し、本
ネットワークに登録（本事業は、在籍出向型派遣）

・人材派遣にかかる業務の一部を専門の外部業者へ委託をする

【主な業務内容】
➀：派遣元・先病院との契約／協定締結の代行
②：医師情報・勤務状況の管理
③：マッチング案作成（派遣先病院、派遣期間）
④：マッチング（派遣調整）（医師への連絡/調整、派遣先・元病院と

の連絡/調整）
⑤：派遣元病院への報告書提出 等

新型コロナウイルス感染症対応
人材ネットワークについて



２．人材確保事業（医師派遣）

新型コロナウイルス感染症対応
人材ネットワークについて
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