
令和元年度　あきた医師総合支援センター　事業計画書 資料３

1.相談業務秋田県医学生修学資金等貸与者等に関すること

No. 開催時期
1 県内外の医師、医学生、高校生等からの相談への対応 随時

2 修学資金等被貸与者の管理（データベース）の拡充 随時

3 修学資金貸与医学生のための説明会 4月4日、5日

【場　所】秋田大学医学部（学内） （各１日）

【対象者】修学資金被貸与医学生（4年次及び昨年度開催時欠席の5年次）

【人　数】20名

4 平成31年度秋田県医学生修学資金説明会（医学生のための奨学金説明会） 4月10日

【場　所】秋田大学医学部（学内） （１日）

【対象者】秋田県医学生修学資金に興味のある医学生

【人　数】未定

5 6月頃

6 秋田大学オープンキャンパスに相談コーナー設置 7月27日

7 10月頃

8 専攻医登録先照会 10月頃

9 12月頃

10 1月頃

11 令和2年度地域枠入学者説明会 2月頃

【場　所】秋田大学医学部（学内）

【対象者】令和2年度地域枠入学者とその保護者

【人　数】29名（予定）

12 秋田県医学生修学資金被貸与医師の知事指定勤務期間の報告 3月頃

13 卒後キャリアパス説明会 3月頃

【場　所】秋田大学医学部（学内）

【対象者】令和1年度卒業予定の修学資金貸与者

【人　数】30名

14 地域枠制度についての意見交換会（東日本ブロック）への参加 未定

2.最新の知識や技術を習得する機会の提供等によるキャリア形成の支援のためのセミナー

No. 開催時期

1 ＣＶＣ実践セミナー（共催） 6月4日、10日

【場　所】シミュレーション教育センター （各１日）

【対象者】医師、研修医

【人　数】各10名程度

2
【派遣先】ハワイ大学SimTikiシミュレーションセンター

【対象者】2年目初期研修医、指導医

【人　数】研修医5名、指導医

3 人工呼吸ハンズオンセミナー/救急エコーセミナー（共催） 7月6日

【対象者】　医師、医療従事者 （１日）

【人　　数】　20名

【場　　所】秋田県総合保健センター

4 地域に寄り添う医師医学生キャリアアップセミナー2019（後援） 8月24日

【場　所】ホテルメトロポリタン秋田 （１日）

【対象者】自治医大生、地域枠医学生、自治医大卒医師、県職員医師等

【人　数】60名

【主　催】秋田県、自治医科大学医学部同窓会秋田県人会

5 PALSプロバイダーコースへの参加補助 10月5-6日

【場　所】シミュレーション教育センター （２日）

【対象者】医師、研修医

【人　数】36名

6 鎮静セミナー（共催） 11月2日

【場　所】シミュレーション教育センター （１日）

【対象者】医療従事者等

【人　数】20名

事業名　等

修学資金被貸与者（2年目初期研修医）に対するキャリアプラン希望調査の実施と必要に応じて面談の実施

修学資金被貸与者（卒後3年目以降の医師）に対するキャリアプランの確認及び必要に応じての面談実施

事業名　等

ハワイ大学SimTikiシミュレーションセンター日本人研修医向けトレーニングコース”SimPLE”への参加補助

修学資金被貸与者（2年目初期研修医）の研修先指導医・入局先キャリア担当者に対する制度説明と修学資金
貸与者のキャリアに関する面談の実施

秋田県地域医療対策協議会医師配置調整部会において協議する、義務期間のうち、被貸与者が従事する知事
が指定する公的医療機関等（以下「知事指定医療機関」という。）に関して必要な秋田大学医学部附属病院
における関係診療科講座（以下「関係講座」という。）との事前調整及び配置調整部会への参加

【主　催】日本医学シミュレーション学会／秋田大学医学部附属病院総合臨床教育研修センター

6月27-28日
（２日）

【主　催】日本医学シミュレーション学会／秋田大学医学部附属病院総合臨床教育研修センター
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No. 開催時期
7 ＤＡＭ実践セミナー（共催） 11月3日

【場　所】シミュレーション教育センター （１日）

【対象者】医師、研修医

【人　数】20名

8 日本内科学会認定ＪＭＥＣＣセミナー（主催） 11月17日

【場　所】シミュレーション教育センター （１日）

【対象者】医師

【人　数】12名

9 出張救急エコーセミナー（主催）

【場　所】大曲厚生医療センター　ほか

【対　象】初期研修医 年3回程度

【人　数】5名程度 （各１日）

10 心臓・腹部超音波検査講習会（共催） 11月頃

【場　所】シミュレーション教育センター／内視鏡超音波センター （１日）

【対象者】研修医

【人　数】18名

【主　催】秋田大学医学部附属病院総合臨床教育研修センター

11 ＦｕｎＳｉｍ-Ｊ/ｉＳＩＭ-Ｊへの参加補助 6月1日-2日

【派遣先】虎の門病院 11月30日-12月1日

【対象者】指導医 （各２日）

【人　数】各3名

12 ＣＶＣ指導者養成コース（共催） 9-11月頃

【場　所】シミュレーション教育センター （１日）

【対象者】医師

【人　数】各5名程度

【主　催】日本医学シミュレーション学会／秋田大学医学部附属病院総合臨床教育研修センター

13 縫合吻合セミナー（主催） 1月頃

【場　所】シミュレーション教育センター （１日）

【対象者】研修医、学生

【人　数】10名

14 Basic Airway Management セミナー（主催） 未定

【場　所】未定 1-2回程度

【対　象】初期研修医 （各１日）

【人　数】5名程度

15 秋田県　ＪＴＡＳ2017認定プロバイダーコース 未定

【場　所】シミュレーション教育センター　ほか （１日）

【対象者】医療従事者等

【人　数】未定

【主　催】日本臨床救急医学会

16 AMLS provider courseセミナー 未定

【場　所】シミュレーション教育センター （１日）

【対象者】医師、医療従事者、救命救急士

【人　数】8名

17 2019年度DVDレンタルサービス 随時

【貸出先】希望のあった6医療機関

【対象者】医師、研修医

3.男女共同参画、女性医師及び若手医師への支援活動
No. 開催時期

1 秋田県臨床研修担当者ミーティング 9月20日

【場　所】シミュレーション教育センター （１日）

【対象者】秋田県臨床研修事務担当者

【人　数】35名

【主　催】秋田県臨床研修協議会

2 2019年度医学生、研修医をサポートする会（共催） 11月頃

【場　所】秋田県商工会議所 （１日）

【対象者】医師、研修医、医学生

【人　数】50名

【主　催】秋田県医師会

事業名　等

事業名　等

【主　催】日本医学シミュレーション学会／秋田大学医学部附属病院総合臨床教育研修センター

9月21日,1-3月頃
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No. 開催時期
3 キャリアカフェ 未定

【場　所】秋田大学医学部（学内） （１日）

【対象者】医師、研修医、医学生

【人　数】20名

【共　催】秋田県医師会

4 先輩女性医師と語る女子医学生キャリアパス設計相談会（共催） 2月頃

【場　所】秋田大学医学部（学内） （計３日）

【対象者】女性医師、5年次女子医学生

【人　数】50名

【主　催】秋田大学医学部附属病院総合臨床教育研修センター

5 マタニティ白衣無料レンタルサービス 随時

【対　象】女性医師　など

6 一時託児の設置 各事業該当日

【対　象】あきた医師総合支援センターで主催共催したすべての事業に一時託児を設置

No. 開催時期

1 専門研修プログラムガイドブック2020-2021作成 5月完成

2 レジナビ 6月9日、23日

【場　所】東京ビックサイト、インテックス大阪　ほか 7月7日、10月6日

【対象者】初期後期研修医 3月（各１日）

3 専門研修プログラム説明会2019（共催） 6月13日

【場　所】秋田大学医学部 （１日）

【対象者】初期研修医

【人　数】100名

【主　催】秋田大学医学部附属病院総合臨床教育研修センター

4 秋田県臨床研修病院合同説明会

【場　所】秋田大学医学部

【対象者】初期研修医 （各１日）

【人　数】100名

【主　催】秋田県臨床研修協議会

5.センターのPRに関すること
No.

1 ホームページの運営

2
3 登録者向けメールマガジン発信

4 秋田県臨床研修病院ガイドブックへの広告掲載

5 各種セミナー・説明会でのあきた医師総合支援センターパンフレット等の配布

6 ＰＲツールの作成

6.センターの運営に関すること
No. 開催時期
1 臨床研修協議会定例会への参加 年3回

2 先進事例調査等 未定

【場　所】未定

7.その他
No. 開催時期
1 新医師歓迎レセプション（協賛） 4月5日

【場　所】ホテルメトロポリタン秋田 （１日）

【対象者】県内初期研修医1年目、指導医等

【人　数】138名

【主　催】秋田県医師会

2 秋田大学オープンキャンパス 7月27日

【場　所】秋田大学 （１日）

【対象者】高校生

3 秋田大学子ども見学デー 8月8日

【場　所】秋田大学 （１日）

【対象者】小学生

4 地域を支える人材育成事業メディカルセミナー 10月2日、6日

【場　所】秋田大学 12月18日

【対象者】高校１年生、２年生 （各１日）

5 卒前教育支援に関すること

事業名　等

4.後期研修病院及び義務期間内に勤務する医療機関についての情報提供等による後期研修医の県内定着及び県外
からの誘導に関する活動

事業名　等

事業名　等

Ｆａｃｅｂｏｏｋを活用しての情報拡散

事業名　等

事業名　等

9月20日、
2月7日
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