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ご挨拶 
謹啓 時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
この度、群馬大学では、第 54 回日本医学教育学会大会（2022 年８月 4日～6 日）を開催することとな
りました。本大会は、ある特定の教員が大会長として主管するのではなく、大学として運営をお引き受け
する大会であり、本学が主管校に推挙されたことは大変名誉なことであると考えております。 
日本医学教育学会は、医学教育に関する研究の充実・発展ならびにその成果の普及を目的として、全国
医学部長病院長会議の賛同のもとに、牛場大蔵氏(初代会長)を中心として、1969 年に創立されました。
同年、第１回医学教育学会シンポジウム（大会）が開催され、以降、毎年開催されております。入学試験、
教育カリキュラム、学生評価など医学教育に関する研究発表のみならず、医学教育モデル・コア・カリキ
ュラム・共用試験・医師国家試験など、今後の医師養成の根幹に関わる公的政策に関しても討議の場にな
っている重要な大会です。群馬県で初めての大会開催が決定し、鯉淵典之教授を実行委員長として実行
委員会を立ち上げ、準備を進めて参りました。 
開催テーマは「まもる ささえる 医学教育：文化の醸成～時代のニーズに応える医療のために～」と

致しました。このテーマは、医学教育をまもる・ささえると読めますが、患者さんをまもる、学生をささ
える、教員をささえるなど多くの意味を込めております。医学教育において、国際基準を踏まえかつ社会
からのニーズに対応するために行うべき改革は多岐にわたっております。学修成果基盤型教育を構築し
能動的学習を拡充させ、卒前・卒後のシームレスな臨床研修を充実させながら、高度先進医療や医学研究
の実践のみならず、高齢化社会への対応、地域医療への貢献などを目指す教育が求められております。こ
れらの課題を踏まえ開催テーマを決めさせていただきました。 
また、本学においては医療安全教育の拡充に重きを置いており、核になる組織として医療の質・安全学

講座を大学院医学系研究科に設置しております。大学院保健学研究科や地域医療機関と連携して、患者
中心の医療・チーム医療を推進するため多職種連携教育のさらなる充実、ノンテクニカルスキルトレー
ニングや質改善手法の導入等を通して医療安全の知識および技能の習得を図っております。このような
背景から第 54 回大会では医療安全をメイントピックの一つと致します。そして、この構想を基に医学教
育分野および医療安全教育分野において著名な海外の講演者 2名が決定しております。 
日本医学教育学会大会は学生セッションをはじめ国内外の学生の参画を重視する学会でもあります。

そのため、参加費を抑えることにより学生が参加しやすい学会としたいと考えております。また、プログ
ラム充実のため、各分野のエキスパートを国内外から招聘したいとも考えております。これらの第 54 回
日本医学教育学会大会の趣旨にご賛同いただき、皆様からのご寄付を心よりお願いしたく存じます。 
 
末筆になりましたが皆様のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。 

謹白 
2021年 10 月吉日 

第 54 回日本医学教育学会大会 
大会長 石崎 泰樹 
（群馬大学 学長） 
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１． 会議名称： 第 54 回日本医学教育学会大会 
 
２． 主催：   一般社団法人日本医学教育学会 
 
３． 会期：   ２０２２年８月４日（木）～６日（土） 
 
４． 会場：   群馬大学昭和キャンパス 
         〒371-8511 群馬県前橋市昭和町３丁目 39‐22 
 
         G メッセ群馬 
         〒370-0044 群馬県高崎市岩押町 12‐24 
 
５． 大会長：  石崎 泰樹（群馬大学 学長） 
 
６． 参加者数（予定）： 約１３００名 
 
７． 学会の内容（予定）： 
 
    第１日目（２０２２年８月４日：群馬大学昭和キャンパス） 
    プレコングレスワークショップ、Welcome Party 
 
    第 2日目（２０２２年 8月 5 日：Gメッセ群馬） 
    開会式、招請講演、特別講演、パネルディスカッション、シンポジウム 

ワークショップ、口演、ポスター発表、ランチョンセミナー、コングレスディナー 
 
    第 3日目（２０２２年 8月６日：G メッセ群馬） 
    シンポジウム、招請講演、特別講演、パネルディスカッション、シンポジウム 
    ワークショップ、口演、ポスター発表、ランチョンセミナー、閉会式 
 
８． 招請講演者： 
 
   Dee Silverthorn 先生 テキサス大学 Dell Medical School 医学教育学講座教授 
   アメリカ生理学会会長 
 
   Albert Wu先生 ジョンズ・ホプキンス大学ブルームバーグ公衆衛生大学院教授 

Journal of Patient Safety and Risk Management 編集長 
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９．大会実行委員会 
    大会長 
        石崎 泰樹 （群馬大学 学長） 
 
    実行委員長 
        鯉淵 典之 （群馬大学大学院医学系研究科 応用生理学分野 教授） 
    実行委員 
      事務局長 
        岸 美紀子 （群馬大学大学院医学系研究科附属医学教育センター 准教授） 
      プログラム委員長 
        田中 和美 （群馬大学大学院医学系研究科 医療の質・安全学 助教） 
      総務担当 
        天野 出月 （群馬大学大学院医学系研究科 応用生理学分野 講師） 
      財務担当 
        藤原 悠基 （群馬大学大学院医学系研究科 応用生理学分野 助教） 
 
 
１０．予算 
 

 
 

（収入） 小計（円） 備考
１自己資金 4,000,000

日本医学教育学会本部準備金 4,000,000
２登録費 12,300,000

会員・非会員 12,000円×1000名 12,000,000 参加者計：1,300名
研修医 1,000円×100名 100,000
学生・大学院生 1,000円×200名 200,000

３寄付金／助成金 1,000,000
寄付金 1,000,000

４共催費 2,500,000
ランチョン・セミナー 2,500,000

５商業展示 2,500,000
企業展示等、書籍展示 2,500,000

６広告費 700,000
抄録集等広告料収入 700,000

７雑収入 0
0

合計 23,000,000
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１１．財務方針 
（１） 医学教育分野における研究交流や教育者育成を通じ、我が国における医学教育の質的向上を目

指し、医師・研究者・教員及び教育行政担当者の交流の場を設けることを主眼とし、支える上で
必要な財源を確保する。このため、参加登録費ならびに日本医学教育学会からの出資を中心財源
とする。寄付や共催金はこれらを補うものととらえ「学会が中心となり作り上げる」大会とする。 

（２） 特に、若手医師・教員、学生の参加を促すため、早期申込時の参加登録費を可能な限り抑える。
特に、研修医、大学院生、学部学生の参加費を抑え、参加を促す。 

 
１２．ご寄付の方法：受け入れ口として、二つの方法をご用意させていただきました。 
（１）公益財団法人群馬健康医学振興会への寄付 

公益財団法人群馬健康医学振興会は、税法上の特定公益増進法人に該当し、この財団への寄付は
法人、個人とも、税務上の寄附金控除優遇措置の対象となります。同財団 へ「第 54 回日本医
学教育学会大会開催のため」の指定寄付金としてお支払いいただくと、学会大会への資金となり
ます 。７頁以降に同財団への寄付要領を記しました。 
ご不明の点等ございましたら財団事務局までお問い合わせください。 
 

（２）第 54 回日本医学教育学会大会口座への直接のご入金 
寄附金控除優遇措置の必要のない方には、第 54回日本医学教育学会大会の口座への直接のご入
金も受け付けております。9頁に送金方法を記させていただきました。 
ご不明の点等ございましたら運営準備室までお問い合わせください。 
 

なお、ご寄付は１口 2 万円として、２口以上いただけますと幸いに存じますが、ご協力いただける
ようでしたら、どのようなご寄付でもありがたくお受けいたします。また、ドリンクやコングレスバ

（支出） 小計（円） 備考
１準備費 1,000,000
２会場準備費 5,000,000

5,000,000

３会場開催費 16,000,000
会場費 3,000,000 Gメッセ群馬　2日間
招聘関係（招請講演者：2名、招聘手続き費用） 2,000,000

11,000,000

４事後処理費 1,000,000

1,000,000

合計 23,000,000

（事務局経費、システム構築運営費プログラム作成経費、参加演
題登録経費、その他）

印刷関係、音響映像機材関係、運営人件費、託児所運営費、そ
の他事務通信設備、商業展示関係費、会場装飾費、記録費、ク
レジットカード取扱手数料、その他手数料

（会合費、事後処理事務局委託費、通信連絡費、決算資料作
成費、税務処理費、業務管理費）
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ック等のご寄付も大歓迎ですので、別途ご連絡いただけると幸いです。ご寄付をいただいた方のご
氏名は本学会大会ホームページで公表させていただく予定です。公表を希望されない場合は運営準
備室までご連絡ください。以上の趣旨をご理解賜り、何卒ご協力くださいますようお願い申し上げ
ます。 
 

１３．お問い合わせ 
 第 54 回日本医学教育学会大会 運営準備室 
       株式会社エー・イー企画内 
       〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 4F 

TEL：03-3230-2744（代表） FAX：03-3230-2479 
Email： jsme54@aeplan.co.jp 
 
 

  

mailto:jsme54@aeplan.co.jp
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公益財団法人群馬健康医学振興会への寄付に関するご案内 
 
１．寄付申込書の送付 

 誠に恐れ入りますが、領収書の送付のため、当財団宛に添付の寄付申込書を FAX、ご郵送、ま
たは PDF 変換の上、メールでくださいますようお願い申し上げます。 
＊領収書は通常お振込から二ヶ月以内にお送りしております。お早めに必要な場合はお振込完了後、
ご連絡をお願いします。 

 
 
・ 寄付申込書送付先： 

公益財団法人群馬健康医学振興会 
 〒371-8511  群馬県前橋市昭和町三丁目 39-22  
 群馬大学医学部刀城会館内 
 電話：027-220-7873 ファックス：027-235-1470 

   メールアドレス：gfmhs-jimu@ml.gunma-u.ac.jp 
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第 54 回日本医学教育学会大会運営基金寄付申込書 
（寄附金控除優遇措置の対象となります） 

 
１．寄附金額：     口（1口２万円） 金    万円 
 
２．寄附の方法： □：一括払い □：分割払い（回数  回） 
 
  上記のとおり寄付を申し込みます。 
 
   令和   年   月   日 
 
   区 分： □：法人 □：個人（何れかにマークをお願いします） 
 
   郵便番号：〒    －     
 
   住  所：                         
 （個人の場合はご自宅の住所をご記入ください） 
 

（フリガナ） 
   氏  名：                         
 
   所 属 等：                        
 
   電話番号：    （    ）               
 
   メ ー ル：                        
 
 ＊財団事務局（寄付申込書送付先等） 
   名 称：公益財団法人群馬健康医学振興会 
   住 所：〒371-8511 群馬県前橋市昭和町 3-39-22 
   電 話：027-220-7873  ファックス：027-235-1470                
   メールアドレス：gfmhs-jimu@ml.gunma-u.ac.jp 
 
                                    
 ＊誠に申し訳ありませんが、振込手数料をご負担ください。  

受 付 
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第 54 回日本医学教育学会大会口座への直接ご入金による寄付の受付 
 （寄附金控除優遇措置の対象となりません） 
 
恐れ入りますが、大会ホームページ （https://www2.aeplan.co.jp/jsme54/）より協賛申込専用サイトに
アクセスの上、お申し込みください。 
サイトからのアクセスが難しい場合には、別添の申込用紙に必要事項をご記入の上、メールにて運営準
備室までお送りください。 
お問い合わせ： 
 第 54 回日本医学教育学会大会 運営準備室 
       株式会社エー・イー企画内 
       〒101-0003 東京都千代田区一ツ橋 2-4-4 一ツ橋別館 4F 

TEL：03-3230-2744（代表） FAX：03-3230-2479 
Email： jsme54@aeplan.co.jp 
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第 54 回日本医学教育学会大会 運営準備室宛 

E-mail: jsme54@aeplan.co.jp 
FAX: 03-3230-2479 

     令和  年  月  日 
 

寄 付 申 込 書 
 
第５４回日本医学教育学会大会口座直接入金用 
 
第５４回日本医学教育学会大会 
実行委員長 鯉淵 典之 先生 

金      円也 
 
趣意に賛同し、上記金額を第５４回日本医学教育学会大会へ寄付いたします。本寄付は、寄附金控除優遇
措置の対象にならない旨、了承しています。 
 
振込方法 
        銀行        支店を通じて、貴指定口座に 
    年    月    日頃に振り込む予定です。 
 
ご氏名：             
（ご所属）：                           
ご住所：   〒                         
電話番号：                       

 
寄付金振込先 
 銀行名：  東和銀行 
 支店：  前橋北支店 

 口座番号：￼ 普通 3442831 

 口座名：  第 54 回日本医学教育学会大会 実行委員長 鯉淵典之 
 (カタカナ)： ダイ 54 カイニホンイガクキョウイクガッカイタイカイ 
 
領収書を送付いたしますのでご住所等は正確にご記入ください。 


