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都道府県医師会 

生涯教育ご担当者 殿 

 

日本医師会生涯教育課 

 

 

Web 講習会に関するＱ＆Ａ（2020.８.25 改訂版）の一部改正について 

 

時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、「新型コロナウイルスの感染拡大に伴うインターネット回線を用いた講習会

等の日本医師会生涯教育制度における取り扱い」につきましては、令和２年４月 24

日（生４）にてお送りいたしました。 

また、令和２年８月 25 日（生 51）にて、「Web 講習会に関するＱ＆Ａ（2020.８.25

改訂版）」をお送りしたところです。 

その後、当該Ｑ＆Ａ中、「Ａ５」に関して、複数の医師会からお問い合わせがあっ

たことから、今般当該Ｑ＆Ａの一部を改正し、考え方をお示しすることといたしまし

た。 

つきましては、Web 講習会を企画する場合等にご参照いただきますよう、お願い申

し上げます。 

 

 

（添付資料） 

1．Web 講習会に関するＱ＆Ａ（2020.８.25 改訂版）（一部改正：2020.９.３） 

2．Web 講習会に関するＱ＆Ａ（2020.８.25 改訂版）（一部改正：2020.９.３） 

（「令和２年８月 25 日（生 51）」からの見え消し版） 
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Web 講習会に関するＱ＆Ａ 

（2020.８.25 改訂版） 

2020.８.25 

一部改正：2020.９.３ 

 

（Web 講習会の趣旨） 

Ｑ１ Web 講習会を認める趣旨は何ですか。 

 

Ａ１ 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、従来のように会場に参加者に集

まっていただき、演者が講演を行うといった形式の講習会等（以下、「従来

の講習会」という）は、３密（密閉、密集、密接）を避ける観点から開催が

困難となりました。 

かかる背景から、当分の間、「Web 講習会」についても日医生涯教育制度の

単位・CC（以下、「単位・CC」という）を付与することとしたものです。 

コロナウイルス感染拡大の影響に伴う臨時的な措置として、講習会等

（LIVE）を Web 講習会に置き換えたものであることに留意してください。  

なお、日医として、Web 講習会の開催を強く推奨している訳ではありませ

んので、都道府県医師会等において柔軟にご判断ください。 

 

（Web 講習会の許可期間） 

Ｑ２ 令和２年４月 24 日（生４）の通知では、Web 講習会により日医生涯教育

制度における単位・CC を付与する期間は「当分の間」となっていますが、

具体的にはいつまで認められますか。 

 

Ａ２ 令和３年３月 31 日までの時限措置とします。ただし、2020 年８月 31 日

までに企画され、令和３年４月１日以降の開催が確定している Web 講習会に

ついては、特例として単位・CC を付与してかまいません。 

 

（Web 講習会の対象） 

Ｑ３ 令和２年４月 24 日（生４）の通知により、日本医師会生涯教育制度にお

ける Web 講習会の取り扱いが示されましたが、これは日医生涯教育制度に限

った取扱いですか。 

 

Ａ３ そのとおりです。 

なお、日本医師会認定産業医制度、日本医師会健康スポーツ医制度、日医

かかりつけ医機能研修制度など他の制度における研修会や講習会等につい
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ては現在検討中であり、Web 講習会を導入するとしても、それぞれの制度に

より、今後、取扱いが異なる可能性があります。 

各制度の取扱いを変更する際には、別途担当部署よりご連絡いたしますの

で、ご承知おきください。 

 

（Web 講習会開催の際の留意点） 

Ｑ４ Web 講習会開催の際に留意することはありますか。 

 

Ａ４ Web 講習会開催にあたっては、主催者の責任により、受講者の不利益にな

らないよう、回線の状況等について十分な準備（受講者への周知、テストや

リハーサル）を行ったうえで、開催していただく必要があります。 

 

（Web 講習会の開催方法） 

Ｑ５ 録画した演者の映像を配信する場合は、生涯教育の単位・CC として認め

られますか。 

 

Ａ５ 従来の講習会においても、DVD 等を映写することは認めており、日時を指

定して配信する場合は認めます。同一の講習会であって日時を変えて複数回
※開催する場合も同様の取扱いとします。なお、当然、視聴管理を適切に行

っていただくことが必要です。 

  ※なお、「複数回」とは、２～３回を想定しています。 

 

Ｑ６ 録画した映像を、一定期間（例えば２週間）WEB サイト等で配信し、その

間であればいつでも視聴できるようにすることでもよいですか。 

 

Ａ６ Ａ１の趣旨から、認められません。従来の講習会を Web 講習会に置き換

えたものであるので、従来の講習会同様、開催日時が決まっていることが必

要です。 

 

Ｑ７ Web 講習会は双方向での通信（質疑が可能）が必須ですか。 

 

Ａ７ 双方向が望ましいですが、必須ではありません。 

 

（出席（視聴）の確認方法） 

Ｑ８ Web 講習会の出席（視聴）の確認について、開始時刻から終了時刻までの

すべての状況を確認する必要がありますか。 
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Ａ８ 受講管理については、Web 講習会であっても、従来の講習会等の考え方や

取扱いを変えるものではありません。したがって、従来同様、各都道府県医

師会等において適切に行ってください。 

 

Ｑ９ オンライン会議システムでログを取得する方法の場合、単位・CC を付与

してよいですか。 

 

Ａ９ ZOOM や Cisco Webex 等のオンライン会議システムで、受講者の出席（視

聴）がログで管理できるのであれば、単位・CC を付与してかまいません。 

 

Ｑ10 オンライン会議システムで受講者の顔や氏名を確認する方法により、単

位・CC を付与してよいですか。 

 

Ａ10 ZOOM や Cisco Webex 等のオンライン会議システムで、受講者の顔や氏名

を確実に確認できるのであれば、単位・CC を付与してかまいません。なお、

氏名で管理する場合は、ローマ字ではなく、漢字の方が確認しやすいものと

思われます。 

 

（※ご不明な点は担当部署にお問い合わせください。） 

 

 

 

※あわせて以下を参照ください。 

 

１．新型コロナウイルスの感染拡大に伴うインターネット回線を用いた講習会

等の日本医師会生涯教育制度における取り扱いについて 

（令和２年４月 24 日（生４）都道府県医師会生涯教育担当理事宛通知） 

 

２．Web 講習会開催に関する留意事項について（お願い） 

（令和２年６月４日（生 20）都道府県医師会生涯教育ご担当者様宛事務連絡） 
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Web 講習会に関するＱ＆Ａ 

（2020.８.25 改訂版） 

2020.８.25 

一部改正：2020.９.３ 
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ては現在検討中であり、Web 講習会を導入するとしても、それぞれの制度に
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