
長崎純心大学 医療・福祉連携センター 

活動歴 

2014（平成 26）年度 

 

2014.04.09 NICEキャンパス長崎「地域から世界へ輝く女性たちとそのサポート」開講 

2014.04.14 平成 26年度 第 1回事業企画委員会 開催 

2014.04.17 平成 26年度 第 1回 医療・福祉連携センター運営委員会 開催 

2014.04.28 平成 26年度 第 2回事業企画委員会 開催 

2014.05.14 NICEキャンパス長崎交流会 参加 

2014.05.20 地域ケア会議モデル事業キックオフミーティング(長崎市主催) 出席 

2014.05.26 平成 26年度 第 3回事業企画委員会 開催 

2014.05.29 

平成 26年度 対馬地区離島医療教育研究会にて発表 

発表者：宮野澄男・奥村あすか・吉田麻衣 

演題：「長崎純心大学医療・福祉連携センターにおける地域包括ケア調査研究への取組」 

2014.05.30 対馬市地域包括支援センター 訪問 

2014.06.04 平成 26年度 第 2回医療・福祉連携センター運営委員会 開催 

2014.06.09 平成 26年度 第 4回事業企画委員会 開催 

2014.06.23 平成 26年度 第 5回事業企画委員会 開催 

2014.07.02 
NICEキャンパス長崎「地域から世界へ輝く女性たちとそのサポート」 

(第 13回目)卒業生の中道聖子さん講義 

2014.07.10 
NICEキャンパス長崎「地域から世界へ輝く女性たちとそのサポート」 

(第 14回目)卒業生の宮川江利さん講義 

2014.07.14 平成 26年度 第 6回事業企画委員会 開催 

2014.07.24 平成 26年度 第 1回長崎地域包括ケア教育推進委員会 出席 

2014.07.30 平成 26年度 第 3回 医療・福祉連携センター運営委員会 開催 

2014.07.31 

「地域包括ケアシステムに関する研究会」開催 

発表 I  医療・福祉連携センター長 潮谷 有二 

演題：「地域包括ケアシステムの構築とケアセンター扇町」 

発表 II  長崎市教育委員会、純心中学校・純心女子高等学校スクールソーシャルワーカー 

     木村 和子 先生 

演題：「スクールソーシャルワークから見える地域・家族」 

2014.08.22 
長崎地域医療セミナー in GOTO 参加 

医療・福祉連携センター長潮谷による講義( 08.24「地域包括ケアとは」) 

2014.09.08 平成 26年度 第 7回事業企画委員会 開催 

2014.09.14 地域医療フォーラム 2014 参加（東京都 秋葉原ダイビル） 

2014.09.18 平成 26年度 第 4回医療・福祉連携センター運営委員会 開催 

2014.09.22 平成 26年度 第 8回事業企画委員会 開催 

2014.09.25 平成 26年度 第 1回長崎県地域包括ケアシステム構築支援委員会 出席（長崎市 出島交流会館） 

2014.10.04 平成 26年度 第 3回認知症ケースカンファランス 参加（長崎大学 中部講堂） 

2014.10.06 平成 26年度 第 9回事業企画委員会 開催 

2014.10.20 新潟大学医学部地域医療臨床実習視察（新潟県立小出病院他）実施（～10/24） 

2014.10.27 第 6回臨床実習ワーキンググループ 出席 

2014.10.27 平成 26年度 第 10 回事業企画委員会 開催 

2014.11.01 2014年度全国社会福祉教育セミナー（日本福祉大学美浜キャンパス） 参加（～11/2） 



2014.11.04 

第 1分科会司会：医療・福祉連携センター長 潮谷 有二 

第 20 回長崎県介護老人保健施設研究大会にて講演（長崎市 長崎ブリックホール国際会議場） 

講演 I：医療・福祉連携センター長 潮谷 有二 

演題：「これからの地域包括ケアシステムの在り方」 

講演 II：医療・福祉連携センター 准教授 宮野 澄男 

演題：「長崎県内における取組状況について」 

2014.11.05 長崎大学医学部医学科 2年生「医と社会」授業参観 

2014.11.10 平成 26年度 第 11 回事業企画委員会 開催 

2014.11.12 長崎大学医学部医学科 2年生「医と社会」授業参観 

2014.11.14 

第 3回 全国シンポジウム 日本の国情・2次医療圏の実情を熟考して、理想的医師・医療者育成教

育の展開を考える 2014 参加（秋田市 秋田キャッスルホテル） 

学生ポスターセッション：長崎純心大学・長崎大学医学部共同発表 

2014.11.19 長崎大学医学部医学科 2年生「医と社会」授業参観 

2014.11.19 平成 26年度 第 5回医療・福祉連携センター運営委員会 開催 

2014.11.27 平成 26年度 第 2回長崎県地域包括ケアシステム構築支援委員会 出席（長崎県医師会館） 

2014.11.29 

日本社会福祉学会 第 62回秋季大会（早稲田大学早稲田キャンパス）参加・発表（～11/30） 

口頭発表 I：医療・福祉連携センター助教 吉田 麻衣 

演題：「地域包括支援センターに関する全国調査結果の概要（その 1） 

－関係機関等との連携状況に焦点を当てて－」 

口頭発表 II：医療・福祉連携センター助教 奥村 あすか 

演題：「地域包括支援センターに関する全国調査結果の概要（その 2） 

－地域ケア会議と業務状況に焦点を当てて－」 

2014.12.03 第 3回全国シンポジウム 学生ポスターセッション報告（本学教授会） 

2014.12.08 平成 26年度 第 12 回事業企画委員会 開催 

2014.12.12 

テキストマイニングに関する研究会 開催 

問題提起：長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 教授 前田隆浩 先生 

演題：「医療分野におけるテキストマイニングの可能性－地域医療教育の充実に向けて－」 

講義：医療・福祉連携センター長 潮谷有二 

演題：「医療・福祉分野におけるテキストマイニングの可能性」 

2014.12.19 平成 26年度 第 2回 長崎地域包括ケア教育推進委員会 出席 

2014.12.21 
「地域を支え地域を科学する総合診療医の養成」プロジェクトシンポジウム 参加 

（岡山大学 鹿田キャンパス） 

2014.12.24 長崎大学医学部医学科 2年生「医と社会」授業参観 

2015.01.16 第 13 回長崎大学地域医療研究会 参加（長崎大学医学部） 

2015.01.19 平成 26年度 第 13 回事業企画委員会 開催 

2015.01.22 第 7回臨床実習ワーキンググループ 出席 

2015.01.30 

「リサーチマインドを持った総合診療医の養成」第 2回合同公開フォーラム 参加 

（大阪府 千里ライフサイエンスセンター） 

第 3セッション司会：長崎大学 地域包括ケア教育センター 教授(センター長) 永田 康浩 

第 3セッション発表：長崎大学 地域包括ケア教育センター 助教 相良 郁子 

2015.01.31 第 55 回 医学教育セミナーとワークショップ 参加（～2/1）（岐阜大学サテライトキャンパス） 

2015.02.07 

長崎が目指す未来の地域包括ケアの姿」シンポジウム 開催 

（長崎市 メルカつきまち長崎市市民生活プラザホール） 

講演：長崎純心大学医療・福祉連携センター長 潮谷 有二 

演題：「地域包括ケアシステムの構築に向けて」 

特別講演 I：厚生労働省 医政局地域医療計画課課長補佐 西川宣宏 

演題：「2025年に向けた医療提供体制の改革と地域包括ケアシステムの構築について」 

特別講演 II：国民健康保険 平戸市民病院長 押淵 徹 

演題：「地域包括ケアシステムに求められる多職種連携～医師の果たすべき役割～」 

2015.02.09 平成 26年度 第 14 回事業企画委員会 開催 

2015.02.10 平成 26年度 下五島地区離島医療教育研究会（長崎県五島中央病院）参加 



2015.02.14 
日本プライマリ・ケア連合学会長崎県支部会 第 2回総会・学術集会 参加（長崎大学医学部） 

学生ポスターセッション：長崎純心大学・長崎大学医学部共同発表（優秀賞受賞） 

2015.02.16 
名古屋学院大学 学校訪問 

訪問者：名古屋学院大学 小林 甲一教授 他 3名 

2015.02.18 島原市地域ケア会議にオブザーバーとして参加（島原市医師会館） 

2015.02.19 長崎地域包括ケア教育外部評価委員会にオブザーバーとして出席 

2015.02.19 佐々町介護保険地域ケア会議にオブザーバーとして参加（佐々町役場） 

2015.02.20 
第 7 回全国シンポジウム「地域推薦枠医学生の卒前・卒後教育をどうするか？」 参加（東京都 

丸の内 JPタワーホール＆カンファレンス） 

2015.02.23 平成 26年度 第 15 回事業企画委員会 開催 

2015.02.25 地域包括ケア体制視察（対馬）実施（～2/26） 

2015.02.28 日本保健福祉学会主催 第 2 4回 研究セミナー 参加（日本社会事業大学） 

2015.03.01 
長崎みなとメディカルセンター市民病院 市民講座「地域で拓く長崎の医学」 参加 

（長崎市立図書館多目的ホール） 

2015.03.03 
地域包括ケア体制視察（新上五島）実施 

平成 26年度 上五島地区離島医療教育研究会 参加（長崎県上五島病院） 

2015.03.07 「彩の国連携力育成プロジェクト中間報告会」参加（さいたま市産業文化センター） 

2015.03.07 「地域包括ケアに関わる多職種連携セミナー」参加（長崎大学医学部） 

2015.03.10 平成 26年度 上五島地区離島医療教育研究会報告会 開催 

2015.03.23 平成 26年度 第 6回医療・福祉連携センター運営委員会 開催 

2015.03.24 平成 26年度 長崎地域包括ケア教育管理・運営委員会 出席 

2015.03.24 

「地域における医療と介護の連携に関する研究会」 開催（長崎純心大学ケアセンター扇町） 

講師：熊本県健康福祉部長寿社会局局長 山田 章平 

演題：「地域における医療と介護の連携」 

2015.03.26 平成 26年度 第 3回長崎県地域包括ケアシステム構築支援委員会 出席（長崎県医師会館） 

 


