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学位

医学博士

免許

日本国医師免許、米国ミシガン州医師免許
米国家庭医療専門医、米国家庭医学会認定：フェロー

専門医な
ど

日本専門医機構：総合診療専門研修特任指導医
日本プライマリ・ケア連合学会：プライマリ・ケア認定医・指導医
日本内科学会：総合内科専門医・指導医
日本医学教育学会：医学教育専門家
東京都立西高校 卒業
早稲田大学理工学部 中退

学歴

防衛医科大学校 卒業
順天堂大医学部研究科 卒業
英国ダンディー大医学教育センター・医学教育資格課程（distant le
arning）

■職歴

1988 年 6 月-1991 年 6 月

防衛医科大総合臨床医学研修（初任実務研修）：研修医

1991 年 7 月-1994 年 8 月

米国テネシー大医学部家庭医療学科：レジデント（3 年）

1994 年 8 月-1998 年 7 月

防衛庁衛生学校・自衛隊中央病院、医務室（診療所）など：医官

1995 年

米国ウォルター・リード研究所、タイ王国プラモンクットラオ病院にて
熱帯医学研修：フェロー

1998 年 8 月-2001 年 2 月

防衛医科大病院総合診療部：助手

2001 年 2 月-2009 年 1 月

三重大医学部附属病院総合診療部：准教授（助教授）

2009 年 2 月-2010 年 2 月

三重大医学部附属病院総合診療科：病院教授

2010 年 3 月-2018 年 6 月

三重大学大学院医学系研究科臨床医学系講座家庭医療学分野：教授
三重大学医学部附属病院総合診療科：科長（併）

2011 年 6 月-2018 年 6 月

三重大学医学部亀山地域医療学講座：教授（併）

2012 年 4 月-2016 年 3 月

三重大学医学部伊賀地域医療学講座：教授（併）

2012 年 4 月-2016 年 3 月

三重大学医学部津地域医療学講座：教授（併）

2013 年 4 月-2016 年 3 月

三重大学医学部地域包括ケア・老年医学講座：教授（併）

2013 年 4 月-2018 年 6 月

三重大学大学院医学系研究科地域医療学講座：教授（併）

2013 年 4 月-2018 年 6 月

三重大学医学部および医学科：教務委員長（学部長補佐）

2013 年 4 月-2018 年 6 月

三重大学全学教育会議：委員

2016 年 4 月-2018 年 6 月

三重大学医学部三重県総合診療地域医療学講座：教授（併）

2016 年 4 月-2018 年 6 月

三重大学医学部名張地域医療学講座：教授（併）

2018 年 7 月-2020 年 12 月

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
全人的医療開発学講座総合診療医学分野：教授
東京医科歯科大学医学部附属病院総合診療科：科長

2018 年 7 月-

三重大学：名誉教授

2020 年 1 月-2021 年 4 月

東京都保健医療公社多摩北部医療センター総合診療科：部長

2021 年 5 月-

東京女子医科大学総合内科学・総合診療科分野：教授

■これまでの学会活動歴など
旧日本家庭医療学会：副会長
日本プライマリ・ケア連合学会：理事
WONCA（国際家庭医療学会）アジア大洋州理事会：委員
日本混合研究法学会：顧問
日本共用試験実施評価機構：医療面接ステーションリーダー
日本専門医機構総合診療医検討委員会：副委員長
日本専門医機構総合診療医検討委員会認定更新部会：部会長
厚生労働省医師試験委員会：委員
■これまでの編集長歴
日本プライマリ・ケア連合学会・学会和文誌：編集長
Asia Pacific Family Medicine Journal：編集長
Journal of Medical Case Report：副編集長
■これまでの学術大会活動歴
2005 年 WONCA（国際家庭医学会）アジア大洋州学術集会：事務局長
2006 年プライマリ・ケア関連学会連合学術集会：事務局長
2018 年日本プライマリ・ケア連合学会学術大会：学術大会長
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■競争的研究資金の獲得状況
基盤研究（C）期間：令和３、４、５年度
研究課題：患者の表情や音声で患者の精神状態や満足度を明らかにするＩＴ技術を使用し
た研究
研究者：竹村洋典（代表）
研究経費：2,860千円
・基盤研究（C）期間：平成29、30、31年度
研究課題：画像音声認識技術を使用した非言語・準言語コミュニケーションの有用性に係
る実証研究
研究者：竹村洋典（代表）
研究経費：2,470千円
・基盤研究（C）期間：平成 30、31、令和 1、2、3、4 年度（5 年）
研究課題：総合診療専門医養成プログラムにおけるビデオレビューを用いた教育システム
の構築
研究者：後藤道子（代表）
、竹村洋典、若林英樹、北村大、関本美穂、大西弘高、阿部恵子
（分担）
研究経費：総額 4,290 千円
・基盤研究（C）期間：平成 22、23、24 年度
研究課題：患者中心の医療と患者満足度、アドヒアランス、そして健康アウトカムの関連
研究者：竹村洋典（代表）
研究経費：総額 1,950 千円
・基盤研究（C）期間：平成 23、24、25 年度
研究課題：患者の満足度と医師の満足度の関連
研究者：北村大（代表）
、竹村洋典（分担）
研究経費：総額 3,500 千円

竹村分 毎年約 600 千円 ⇒

1,800 千円

・基盤研究（Ａ）(一般)（H21～H23）
研究課題：“ともに考える医療”のための新たな患者―医療者関係構築を目的とした実証・
事業研究

研究者：尾藤誠司（代表）、竹村洋典（分担）
研究経費：毎年 10,000 千円

⇒ 30,000 千円 （竹村分は 3,000 千円 ）

・文科省未来医療研究人材養成拠点形成事業 期間：平成25、26、27、28、29年度
事業名：三重地域医療総合診療網の全国・世界発信
研究者：竹村洋典（代表）
研究経費：74,260千円（平成25年度）、67,100千円（平成26年度）、44,500千円（平成
27年度）、平成28年度以降毎年約60,000千円 （合計305,860 千円）
・文科省成長分野等における中核専門人材育成等の戦略的推進事業
期間：H25,H26
事業名：医療・保健・福祉の現場を支える「多職種連携力」を持つ人材育成プログラム開
発事業
研究者：後藤道子（代表、三重大学総合診療医学助教）を含めて31人
研究経費：19,520千円 分担金不明
・文科省課題解決型行動医療人材養成プログラム
期間：H28-H30
事業名：地域総活躍社会のための慢性疼痛医療者育成事業
研究者： 丸山一男（代表）含めて13人
研究経費：3年の総額 69,000千円 分担金不明
・厚生労働省労災疾病臨床研究事業 期間：平成 26、27、28 年度
研究課題：主治医と産業医の連携に関する有効な手法の提案に関する研究
研究者：横山和仁（代表）
、竹村洋典等（分担）
研究経費：2,500 千円分担（総額 20,000 千円）
（平成 26 年度）
、3,300 千円分担
（総額 58,500 千円）
（平成 27 年度）
、3,300 千円分担、
（総額 58,500 千円）
（平成 28 年度）
竹村分の総額 9,100 千円
・厚生労働科学研究費補助金（労働安全衛生総合研究事業） 期間：平成 20、21、22 年度
研究課題：労働者のメンタルヘルス不調の予防と早期支援・介入のあり方に関する研究
研究者：横山和仁（代表）
、竹村洋典等（分担）
研究経費：毎年 1,000 千円分担 ⇒竹村分総額 3,000 千円
・厚生労働科学研究補助金
期 間：平成 16―18 年度
研究課題：脆弱高齢者への診療に関する判断、および診療行為の質の評価と改善に関す
る研究
研究者：尾藤誠司（代表）、竹村洋典（以下分担）、浅井 篤、木澤義之、平 憲二
研究経費：毎年約 20,000 千円 竹村分総額 5,000 千円
・厚生労働科学研究費補助金

期間：平成 14、15 年度
研究課題名：客観的臨床能力評価試験における医療面接評価の根拠
研究者：竹村洋典（代表）
、
（以下分担）津田司、横谷省治、大滝純司、松岡健、櫻井裕、伴
信太郎、平田一郎、三木哲郎
研究経費：毎年 3,000 千円

総額 6,000 千円

・東京都庁：大学研究者による事業提案制度
期間：令和 2、3、4 年度
研究課題名：世界トップレベルの地域医療を東京に構築する事業
研究者：竹村洋典（代表）
研究経費：128,392 千円
・茨城県庁：茨城地域医療学講座事業 期間：令和１、２、３、４年度
研究者：竹村洋典（代表） 研究経費：110,600 千円
・株式会社シーユーシー：介護・在宅医療連携システム開発学講座事業 期間：令和２、３、
４年度
研究者：竹村洋典（代表） 研究経費：78,000 千円
・三重県庁：三重県総合診療地域医療学講座事業 期間：平成 28、29、30 年度
研究者：竹村洋典（代表） 研究経費：103,200 千円
・三重県庁：三重県プライマリ・ケアセンター運営事業 期間：平成 28、29、30 年度
研究者：竹村洋典（代表） 研究経費：23,559 千円
・南伊勢町役場：地域包括ケア・老年医学産学官連携講座研究事業 期間：平成 25、26、27
年度
研究者：竹村洋典（代表） 研究経費：36,000 千円
・名張市役所：名張地域医療学講座事業 期間：平成 24、25、26、27、28、29、30 年度
研究者：竹村洋典（代表） 研究経費：206,500 千円
・名張市役場：名張市において望まれる地域医療に関する調査研究事業
期間：平成 24、25、26、27、28、29、30 年度
研究者：竹村洋典（代表） 研究経費：毎年約 18,000 千円
・津市役所：津地域医療学講座事業 期間：平成 24、25、26、27、28、29、30 年度
研究者：竹村洋典（代表） 研究経費：240,800 千円
・亀山市役所：亀山地域医療学講座事業 期間：平成 23、24、25、26、27、28、29、30 年
度
研究者：竹村洋典（代表） 研究経費：249,600 千円
・三重大学：平成 22 年度三重大学教育ＧＰ 期間：平成 22 年度
研究課題：医学教育における「患者中心の医療」教育の有効性にかかわる研究
研究者：竹村洋典（代表）
研究経費：300 千円.

・JA 三重受託研究費事業
研究経費：300 千円、470 千円、470 千円 3 年合計： 1,240 千円
テーマ：お茶のアレルギー疾患に対する予防的効果に係る疫学研究
研究者：竹村洋典
受入年：平成 24、28、29 年度
・中部電力株式会社 受託事業
研究テーマ：医師不足地域に必要な医師の特性に関する研究
研究経費：2,542 千円
研究者：竹村洋典
受入年度：平成 29 年度
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