
橋本市⺠病院
臨床研究⽀援プログラム

ご紹介

橋本に	
来ませんか？	

弘法⼤師（空海）＠⾼野⼭



そもそも橋本市ってどこ？

橋本市⺠病院

京都

⼤阪

滋賀

奈良

和歌⼭

兵庫



南海電鉄「難波」から
「林間⽥園都市」まで35分

⼤阪へ便利

和歌⼭市・奈良へ便利
京奈和⾃動⾞道

⾼野⼭へ便利
世界遺産！

【便利な点】

橋本市から
⾞で約1時間



橋本医療圏 奈良県

五條市の⼈⼝
  35,595⼈

橋本市の⼈⼝
  67,887⼈
伊都郡の⼈⼝
  27,091⼈

伊都・橋本地域の中核病院

診療⼈⼝約10万⼈



橋本ってどんなとこ？
•  診療⼈⼝は10万⼈
•  和歌⼭の⽥舎→⼤阪のベットタウン

– ⼤阪の中⼼地へは電⾞で35分
•  京奈和⾃動⾞道（H27年度完成予定）で

– 奈良・京都へも近くなる
– 和歌⼭市内も40分！



そもそも橋本市⺠病院って
どんなとこ？



橋本市⺠病院





病院概要
•  病床数      300 床

– HCU        6    床 
– 地域包括ケア   50 床

•  病棟数       7  棟
•  医師数         46 ⼈
•  診療部⾨         20 科

•  救急⾞搬送件数   約2400⼈/年
•  救急外来受診者数 約6500⼈/年



学会認定施設	
•  地域包括医療・ケア認定施設
•  ⽇本がん治療認定医機構認定研修施設
•  ⽇本内科学会認定教育施設
•  ⽇本消化器病学会専⾨医認定施設
•  ⽇本循環器学会認定循環器専⾨医研修施設
•  ⽇本外科学会外科専⾨医制度修練施設
•  ⽇本外科学会認定医制度修練施設
•  ⽇本整形外科学会専⾨医研修施設
•  ⽇本産科婦⼈科学会専⾨医制度卒後研修指導施設
•  ⽇本産科婦⼈科学会専⾨医制度専攻医指導施設
•  ⽇本泌尿器科学会専⾨医教育施設
•  ⽇本⼝腔外科学会専⾨医研修機関
•  ⽇本アレルギー学会認定教育施設
•  ⽇本脳神経外科学会専⾨医訓練施設
•  ⽇本呼吸器学会認定関連施設
•  ⽇本周産期・新⽣児医学会周産期⺟体・胎児専⾨医研修施設
•  ⽇本消化器外科学会専⾨医修練施設
•  ⽇本乳癌学会認定医・専⾨医認定関連施設
•  ⽇本静脈経腸栄養学会 ＮＳＴ稼働施設
•  ⽇本病理学会研修登録施設
•  ⽇本⼼⾎管インターベンション治療学会研修関連施設
•  ⽇本⼿外科学会基幹研修施設
•  ⽇本脳卒中学会認定研修教育病院



臨床研究⽀援プログラムとは？
•  認定NPO法⼈iHopeと橋本市⺠病院が協同で
 運営するプログラム

•  臨床を続けながら臨床研究について学べる
•  そのために病院は以下を提供する

– 待遇・給与は⼀般の医師と同様の対応
–  授業料を負担
–  平⽇1⽇の研修⽇の確保

•  総合内科、腎臓内科、家庭医、救急などの後期研修
医プログラム修了者が対象（原則６年⽬以降）
– 所属先は要相談
– 現在は主に総合内科に所属



総合内科 概要

•  医師数
– スタッフ     ２⼈（１⼈は循環器と兼任）
– フェロー    4⼈
– 後期研修医     1⼈
– 初期研修医    １〜３⼈

•  ⼊院担当患者数
– ⼊院患者     ２5〜３5⼈/⽇
– 新規⼊院患者   １〜３⼈/⽇



選べるプログラム

①Johns Hopkins⼤学 MPH プログラム
（英語）

②臨床研究遠隔学習プログラム (gMAP) 
（⽇本語）

今回はこちら
を説明



Johns Hopkins 
Bloomberg School of Public Health

•  世界で⼀番⽬の公衆衛⽣⼤学院
•  世界最⼤の規模
•  10部⾨に500名以上の教員が在籍
•  80カ国以上から2000名の学⽣が在籍



２つのコース
•  Full time
現地で⾏う11ヶ⽉のコース

•  Part time
Onlineで⾏う3年のコース

こちらを受講



MPHコースの詳細な情報源
•  学⽣向けのマニュアル
•  Johns HopkinsのHPから⼊⼿可能
•  http://www.jhsph.edu/academics/degree-programs/master-of-public-health/

current-students/student-manuals-and-forms.html

2015−2016版 
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科⽬の詳細情報
CoursePlusでシラバスを見ることができます。 

Johns Hopkins  CoursePlus 検索 
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科⽬の詳細情報
検索 

18	



科⽬の詳細情報
検索 
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⼊学条件

•  4年制⼤学卒業

•  2年以上の保健医療領域での常勤勤務経験

•  英語能⼒
–  TOEFL iBT 100点以上 もしくはILETS 7点以上

•  学⼒試験(GRE, GMAT, MCATいずれか)
（ただし、6年制⼤学卒業や修⼠以上の学位を有する場合は免除）



卒業条件
•  合計80単位の履修
に加えて
•  Individualized Goals Analysis 
•  Practicum Experience in Population-

based Health 
•  Capstone project
を終了する必要がある



遠隔授業（Online course）
•  e-learningで学ぶ
•  ビデオ講義に加えてグループワークや

ディスカッションも授業によってはある

•  1単位あたり3-4時間/週 
•  8週間のコミットメントが必要 



遠隔学習でも豊富な授業

•  Biostatics
•  Environmental health
•  Epidemiology
•  Management sciences
•  Problem solving & Practice
•  Public health biology
•  Social and behavioral sciences

疫学や統計だけでなく
様々な分野の授業を

受けることが出来る！



対⾯授業（Onsite course）
•  実際に教室での授業に参加する
•  秋（バルセロナ）
•  冬（ボルチモア・ワシントンDC）で開催
•  その間学⽣ビザが必要



MPH Individualized 
Goals Analysis 

•  学⽣1⼈に対してFaculty advisorの教員が
1⼈つく

•  教員とともに3年のプログラムについて
オーダーメードのゴール設定を⾏う



Practicum Experience 
in Population-based Health 

•  Public healthに関する
Preceptor（監督者）を
つけ実習を⾏う

•  100時間以上の実習時間
が義務付けられている



Capstone project
•  Public healthに関する卒論
（Publishする必要はない）
•  最終年に

– 抄録（300ワード）
– 20ページ程度の論⽂の提出
– ⼝頭発表（10分）



⼊学から卒業までの流れ
オリエンテーション 
スクーリング１ 
（４単位） 

3月 1年目 

スクーリング２ 
（4単位） 

 
3月 

2年目 

スクーリング３ 
（4単位） 

3月 

3年目 

スクーリング４ 
(4単位) 

3月 5月 

卒業 

入学 

並⾏して
•  Goals Analysis 
•  Practicum 

Experience
•  Capstone project
を終了させる

遠隔教育
２〜5単位✕4学期
＝10〜20単位／年



費⽤
授業料 1055ドル（１単位あたり）
2016年度より全員にScholarshipが適応
1055 → 805ドル



⽴ちはだかる壁

•  ⽇本語プログラム
•  SSPJ（Special Study Program for Japan）

•  橋本市⺠病院臨床研究⽀援プログラム

それらを
打破するために



Online MPH⽇本プログラムとは

⽇本プログラムの特徴
①  全ての単位を⽇本で働きながら履修可能
②  英語要件（TOEFL iBT100点、IELTS 7点以上）　
に満たなくても入学できる可能性 

③  ⽇本⼈TAによる学習サポート
2016年3⽉に第１期⽣10名が⼊学
 



①全ての単位を⽇本で働きながら履修可能

•  MPH取得には合計80単位の履修が必要
–  Online Course64単位

–  Onsite Course16単位(ボルチモア, バルセロナ)

	 Onsite Courseを”京都”で提供 

	 毎年3月に5日間のスクーリング
(Kyoto Spring Institute)を開催 



②TOEFL iBT 100点、IELTS 7点以上 
　に満たなくても入学できる可能性

まずトライアルコースSpecial Study 
Program for Japanを受講→ 後ほど説明

トライアルコースSSPJに合格
＋

Johns Hopkins教官との英語⾯接に合格

英語要件が緩和される可能性



③⽇本⼈TAによる学習サポート 

•  希望者に⽇本⼈専⾨家が⽇本語で学習
を⽀援する有償オプション



⽇本プログラム募集中
•  2017年度⼊学希望者募集中
1. ⽇本事務局申し込み期限 2016年7⽉31⽇
2.  JHSPH申し込み期限 2016年12⽉中旬
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【問い合わせ】 

JHSPH Online MPH日本プログラム事務局 
Mail: jhope@i-hope.jp 
Tel: 075-211-5656 



SSPJ 

-SPECIAL STUDY PROGRAM FOR JAPAN- 



Special Study Program for Japan

•  SSPJの受講に際して、英語要件はなし
•  Online MPH⽇本プログラム⼊学に際して、

SSPJの成績及び履修状況とJohns Hopkins教官
との英語⾯接の結果によってはTOEFLなどの要
件が緩和される可能性あり

•  SSPJで取得した単位はMPHコース⼊学後に既得
単位として認定



Special Study Program for Japan

•  MPHコースの科⽬を事前に履修
1.  統計コース 912⽉開講

次回2016年開講 → 2017年MPH⼊学

2.  疫学コース 15⽉開講（次回2017年）
次回2017年開講 → 2018年MPH⼊学



SSPJのカリキュラム
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学期 授業名 単位数 期間 

SSPJ 2016 Fall　統計コース 

１ Statistical Reasoning 
 in Public Health I ３ 2016.9月 – 10月 

２ Statistical Reasoning 
 in Public Health II ３ 2016.10月 – 12月 

SSPJ 2017 Spring　疫学コース 

３ Epidemiologic Inference 
 in Public Health I ５ 2017.1月 – 3月 

４ Epidemiologic Inference 
 in Public Health II ４ 2017.3月 – 5月 



SSPJへの受講申し込み
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	 iHope事務局への申し込み（3-４ページの書類提出） 
◦ 　期限：統計コース 7月31日 
◦ 　　　　疫学コース 12月15日 

	 JHSPHへの申し込み 
◦ 期限：開講の２週間前 
◦ Course Plusアカウントの作成 
◦ 担当教官からの”承認”取得（メール） 
◦  “承認”をJohns Hopkins事務局に送付 
◦ 受講料の支払い 



SSPJの費⽤
l 授業料 1,055ドル（１単位あたり）

•  統計コース 6,330ドル(6単位)

•  疫学コース 9,495ドル(9単位)
l 事務局管理料別途必要



橋本市⺠病院
臨床研究⽀援プログラム

•  臨床を続けながら研修⽇を確保出来る
–  平⽇1⽇の研修⽇を確保
–  給料・福利厚⽣は正職員として対応

•  働いている期間、費⽤を全て病院が負担
–  ⽇本語プログラムだけでなく、SSPJも負担

•  iHopeからの学習⽀援
–  ⽇本⼈メンターがつく
–  Practicum ExperienceやCapstone projectの⽀援 

•  同じように学ぶ仲間がいる
2015年から2名
2016年から1名



まとめると



実際の学⽣が考える副次効果
•  メンターがつく
•  Johns Hopkinsの図書館が使える！
•  ⾊んな⽇本・世界の同級⽣と交流出来る！



当院で受講する学⽣の声
授業は⼀つ⼀つがとても洗練されており

また内容も疫学や統計以外にも医療安全や
問題解決など⽇常業務にも応⽤できる

内容も多くあります。
⽇本・世界と仲間とともに学ぶ楽しさ

を⽇々感じています。
確かに⼤変ではありますが、病院の理解と

サポートによりなんとか勉強と臨床の
両⽴ができています！



いかがですか？

•  SSPJ
– 7⽉31⽇または12⽉15⽇

•  ⽇本語プログラム
– ７⽉31⽇

•  橋本市⺠病院臨床研究⽀援プログラム
– ９⽉２⽇

が締め切りです！



橋本市⺠病院は
皆様をお待ちしております！！！


