
お問い
合わせ

山口大学医学部学務課　慢性痛管理学コース事務担当
〒755 - 8505 山口県宇部市南小串 1 - 1 - 1

平成28年度　文部科学省「課題解決型高度医療人材養成プログラム」採択事業　－慢性の痛みに関する領域－

履修証明プログラム「慢性の痛みに関する教育プログラムの構築」

☎ 0836-22-2058    FAX: 0836-22-2059
E-mail : itami@yamaguchi-u.ac.jp
http://manseino-itami.hosp.yamaguchi-u.ac.jp/

出　願　方　法

受 講 対 象

受 講 期 間

受 講 料 等

出願手続き

出 願 資 格

出 願 期 間 履修証明プログラム・・・随時
科目等履修生希望・・・4月入学：２月末〆切 ／ 10 月入学：８月末〆切
※詳細はお問い合わせ下さい。

出願書類を審議の上決定し、通知します。
＜募集要項の入手方法＞
履修証明プログラムの受講を希望される方は、
「慢性の痛みに関する教育プログラムの構築」
ホームページ ( http://manseino-itami.hosp.yamaguchi-u.ac.jp/panf/index.htm l) から、
様式をダウンロードしてください。
募集要項をご確認の上、出願書類を郵送にてお送りください。 

次の各号のいずれかに該当する者とします。
・医師免許を有し、慢性痛に関連する業務に従事する者
・理学・作業療法士の免許を有し、慢性痛に関連する業務に従事する者
・看護師の免許を有し、慢性痛に関連する業務に従事する者
・臨床心理療法士の認定資格を有し、慢性痛に関連する業務に従事する者
・上記以外の医療専門職の資格を有し、慢性痛に関連する業務に従事する者
・慢性痛に関連する研究等に従事する研究者
・医歯薬学系の学生、大学院生
・学校教育法第90 条第１項の規定により大学に入学することができる者

医学部学生、医学系研究科大学院生、歯学部学生、歯学研究科大学院生、
薬学部学生、専攻医、医療関連職種を希望する学生、大学院生、
一般医師歯科医師その他の医療者等

原則、１年間とします。
※プログラムの修了には、124.5時間8単位を履修し、試験に合格することが必要です。

受講料　　83,500円
※科目等履修生として授業科目の単位認定を希望される場合は、上記受講料に加え、
検定料 9,800 円、入学料 28,200 円、
及び科目等履修生授業料との差額（別に定める計算式により算出）が必要となります。

平成28年度　文部科学省
「課題解決型高度医療人材養成プログラム」採択事業

－慢性の痛みに関する領域－

平成28年度　文部科学省
「課題解決型高度医療人材養成プログラム」採択事業

－慢性の痛みに関する領域－

山口大学・大阪大学・滋賀医科大学・
愛知医科大学・東京慈恵会医科大学
山口大学・大阪大学・滋賀医科大学・
愛知医科大学・東京慈恵会医科大学

履修証明プログラム
「慢性の痛みに関する教育プログラムの構築」
慢性痛管理学コース
「慢性の痛みに関する教育プログラムの構築」
慢性痛管理学コース

　社会人などを対象とした新しい履修・学習の証明制度です。
200 7年度の学校教育法改正によって誕生した制度で、大学など
が一定のまとまりのある学習プログラム（履修証明プログラム）
を開設し、修了者に対して、法に基づく履修証明書（Certificate）
を交付する制度です。
　本学部が指定する科目群を履修することで、特定分野の学習を
体系的に行ったことが認証されます。
　プログラムの修了は履歴書やジョブカードに記入することがで
きます。

「履修証明制度」とは？
❶就職やキャリアアップに役立つ社会人向けの教育プログラム。
❷大学の学位に比べ、短期間で修得することが可能。
❸修了者には学校教育法に基づき履修証明を交付。
❹履修証明プログラムの修了は履歴書やジョブカードに記載可能。

履修証明制度の特徴

　本履修証明プログラム「慢性痛管理学コース」は、NTT ドコモの子会社 株式会社ドコモgacco が運営するオンライン講座
「gacco」のシステムを利用しています。
　本プログラムでは、インターネット環境さえあれば、学部生、大学院生、医療従事者等がスマートフォン、タブレット等を利用
して「いつでも」「どこでも」慢性痛の集学的診療に豊富な経験を持つ講師陣による、系統だった共通のカリキュラムを学ぶことが
できます。受講者はオンライン上で繰り返し学習することができ、高度な教育・指導スキルの修得が可能です。忙しい方でも仕事
の合間に学べ、試験もインターネット上で行います。また、履修証明プログラムを受講し所定の成績を収めた場合は、修了証が発
行されます。通学に時間をとられることなく、自分のスケジュールに合わせ、都合のよい時間に学習できる利便性の高いプログラ
ムとなっています。

大規模公開オンライン講座「gacco」を利用したe-learningコース



事業責任者のご挨拶
　文部科学省による、慢性痛に関する教育プログラムの構築を目標とする本事業は、田口敏彦名誉教授が
主宰され、教育プログラムの策定を進めてこられました。このたび、事業責任者としての任を引き継がせ
ていただくこととなり、平素よりご支援ご協力いただいております関係の皆さまに深く御礼申し上げます。 
慢性痛に対する診療体系は、これまでの医学教育の中ではカリキュラムとして存在せず、系統だって学習
する機会がほとんどない状況でした。そのため医療従事者であっても、日常診療において、慢性痛に対す
る基礎知識や慢性化の機序、治療についての知識を満足に有していない場面が見受けられました。 
こうした状況を改善するため、本事業では連携５大学（山口大学、大阪大学、滋賀医科大学、愛知医科大学、
東京慈恵会医科大学）の痛み治療の診療経験と診療データ等の実績を活かし、痛みの評価や対応について
の共通教育プログラムの構築を進めて参りました。 
　これらの実施により、多くの医療者が、患者を苦しめる痛みのメカニズムを理解し、非がん性疼痛やが
ん性疼痛（緩和ケアを含む）について、生物心理社会面から全人的に痛みを評価・対応していくことの概
略を修得することができ、全国どこでも良質で高いレベルの慢性痛への対応が可能となります。 
　本教育プログラムによって、我が国の慢性痛医療が大きな変革期を迎えることを切望しております。 
多くのみなさまのご参加を心よりお待ちしております。

事業責任者のご挨拶／プログラム担当教員より

山口大学大学院
医学系研究科整形外科学　

教授  坂井 孝司

プログラム担当教員より
　本プログラム「慢性の痛みに関する教育プログラムの構築（慢性痛管理学コース）」は、
慢性痛に関する診療システムの整備を目的として設けられたもので、医療専門職として
働く社会人および学生の皆さんを対象とした履修証明プログラムとなっています。オン
ライン上で学べる e-learning ですので、受講者は、時間や場所に縛られず、自分のペー
スで最新医療研究を共有・習得できるのが特徴です。診療科横断型のプログラムで、慢
性痛の予防から、痛みの鑑別・診断方法、治療方針の立て方、チーム医療に至るまで、
慢性痛に関する幅広い項目をカバーしており、このプログラムを通じて慢性痛への理解
を深めていただければと思っております。現在、山口大学、大阪大学、滋賀医科大学、
愛知医科大学の５大学が、この教育プログラムを軸に、それぞれの活動を通じて慢性痛
に関する情報発信と医療者育成に努めています。多くの方に本プログラムを受講してい
ただき、近い将来、プログラムの修了者が慢性痛分野を牽引する人材となられることを
願っています。

山口大学大学院
医学系研究科整形外科学

鈴木 秀典

安達友紀
石垣尚一
井関雅子
井上真輔
井上卓郎
井上雅之
岩下成人
犬童康弘
牛田享宏
内尾祐司
大瀧千代
大野智
岡田あゆみ

プログラム担当教員一覧

山口大学大学院
医学系研究科麻酔・蘇生学
原田 英宜

（授業形式：e-learning）

学部学生　慢性痛の病態を理解し、慢性痛の予防、早期発見、チーム医療など適切な対応方法を理解する。
大学院生　慢性痛の病態を理解し、慢性痛の予防、早期発見につながる研究を行うことができる。
一般医師・歯科医師等　慢性痛の病態を理解し、慢性痛の予防、早期発見、チームアプローチなど適切な対応

法を身につける。

養成すべき人材像

　本コースでは疼痛、中でも慢性痛に焦点を当て、その病態や治療に関して医学的アプローチのみならず、心
理学的、社会学的アプローチ、チームアプローチを含めて教育を進め、慢性痛に関する包括的な理解を促す教
育を行います。

教育内容の特色

臨床講義・実習：各教育機関における痛み関連の教育や診療に携わる医師をはじめとする医療者及び研究者
（常勤・非常勤・その他）

指導体制

教育プログラムコース修了者のキャリアパス構想

　文部科学省は、大学における医療人養成機能を強化
させるため、平成26年度に「課題解決型高度医療人材
養成プログラム」を新たにスタートさせました。本事
業では、高度な教育力・技術力を有する大学が核と
なって、我が国が抱える医療現場の諸課題等に対し
て、科学的根拠に基づく医療を提供し、健康長寿社会
の実現に寄与できる優れた医師・歯科医師・看護師・薬
剤師等を養成するための教育プログラムを実践・展開
する大学の優れた取組が支援されます。
　山口大学、大阪大学、滋賀医科大学、愛知医科大学及
び東京慈恵会医科大学の５大学は、「課題解決型高度
医療人材養成プログラム」の領域の一つである“慢性

プログラムの目的 各大学の実績を活かしたコアカリキュラムの開発

各大学の実績

５大学の共通実績

の痛みに関する領域”で慢性の痛みに関する新たな教
育プログラムや研修コースを構築し、広く提供すると
ともに、関係職種を含めた専門人材の養成に取り組
み、医療専門職として働く社会人（医師を含む）及び学
生を対象とした履修証明プログラム「慢性の痛みに関
する教育プログラムの構築」を開設して、本プログラ
ムの各大学への普及に努めています。
本プログラムは、他の医療専門職との接点を見出

し、自身の病院で実践できる多職種連携を進めていく
医療専門職を養成するとともに、大学と臨床実習病院
の連携をより深め、学部学生に充実した実習指導がで
きる人材を育成することを目的としています。

プログラムを修了した医師や歯科医師は、慢性痛の
集学的診療を一つの専門分野として診療及び研究の
技法を学び、指導者、研究者として活躍する。チー
ム医療のまとめ役としてのキャリアを積む。

プログラムを修了したリハビリ療法士は、慢性痛に
対する運動療法の専門医療者として、治療者として
活躍するだけでなく、適切なアプローチを普及啓蒙
する指導者、研究者となる。

プログラムを修了した薬剤師は、慢性痛の診療にお
いて医師を補助し服薬指導、処方推薦などを行う能
力を身につける。さらに適切なアプローチを普及啓
蒙する指導者、研究者となる。

プログラムを修了した臨床心理士は、国家資格認定
後、慢性痛の心理的評価ならびに認知行動療法など
の心理療法の実施者として活躍する。さらに適切な
アプローチを普及啓蒙する指導者、研究者となる。

Ⅴ 緩和ケア、
チーム医療

合　計

Ⅳ 難治性疼痛

Ⅲ 慢性痛治療法

Ⅱ 各種疼痛と評価法

Ⅰ 疼痛基礎学

既に多職種連携治療を行う
ペインセンターを開設し運用

慢性痛診療に対する理念を共有
豊富な診療経験と臨床データを共有

① 歯学部・薬学部の教育コンテンツ製作
② 人間科学部との認知行動療法の開発
③ 難治性疼痛の診療実績

大阪大学
① 痛みの基礎研究の伝統
② 慢性痛に対するインターベンショナル
治療

③ 薬物治療ガイドライン作成

滋賀医科大学

① 痛みの脳研究（文科省プロジェクト）
② 生物心理社会モデルに基づいた診療の伝統
　（森田療法）
③ 充実した緩和ケア、集学的診療チーム
④ 看護師による慢性痛大学院教育、 慢性痛外来
看護外来の実践

東京慈恵会医科大学

① 慢性痛の疫学研究
② 運動器痛の基礎臨床研究
③ 痛みの評価法の開発
④ 精神医学的アプローチの実績
⑤ 痛み専任の歯科口腔外科診療実績

愛知医科大学

① 慢性痛の疫学研究
② 整形外科領域の痛みの基礎臨床研究
③ 慢性痛に対するリハビリテーション・
栄養学の研究

山口大学

痛み医療の総論、疫学

痛みの解剖生理学

慢性筋骨格痛　神経障害性疼痛

生物心理社会モデルと痛みの評価法

頭痛と歯科ロ腔領域の痛みと治療

痛みが主訴になりうる精神科的徴候

薬物療法

心理療法 (認知行動療法)

運動療法と栄養

インターベンショナル治療

外科的治療

事故・労災や心理社会背景を持ち長引く痛みの対応（CRPS）

小児医療

考え方とルール、実践コミュニケーションスキル、
チーム構築と運営
がん・非がんにおけるオピオイドの使い方、
その他の治療

コース 授業項目 時間 修得単位数

124.5 8単位

岡田潔
岡村誉之
岡本禎晃
森岡周
片桐綾乃
加藤総夫
寒重之
北原照代
北原雅樹
木村慎二
工藤千穂
小山なつ
近藤一郎

齋藤洋一
境徹也
坂野朝子
佐々木淳
柴田政彦
清水わか子
下山直人
城由起子
鈴木秀典
仙波恵美子
園田悠馬
高橋紀代
高橋雄介

田口敏彦
竹島多賀夫
田中晋
照井健
徳光幸生
豊田博紀
中西美保
南木敏宏
西原真理
畠山登
原田英宜
平林万紀彦
福井聖

細井昌子
細越寛樹
細見晃一
松原貴子
三木健司
矢谷博文
矢吹省司
山田恵子
渡邊淳子

Ⅰ–①

Ⅰ–②

Ⅱ–①

Ⅱ–②

Ⅱ–③

Ⅱ–④

Ⅲ–①

Ⅳ–①

Ⅲ–②

Ⅲ–③

Ⅴ–①

Ⅴ–②

Ⅴ–③

Ⅲ–④

Ⅲ–⑤

1単位
（15時間）

2単位
（30時間）

2単位
（33時間）

3単位
(46.5時間）

7.5

7.5

15.0

4.5

7.5

3.0

9.0

6.0

6.0

6.0

6.0

7.5

1.5

1.5

36.0




