長崎純心大学

医療・福祉連携センター
活動歴

2015（平成 27）年度

2015.04.03

第 1 回共修授業ワーキンググループ

参加

2015.04.08

NICE キャンパス「地域から世界へ輝く女性たちとそのサポート Season2」開講

2015.04.13

平成 27 年度 第 1 回事業企画委員会

2015.04.19

長崎多職種連携・たまごの会第 1 回勉強会

2015.04.20

長崎大学地域包括ケア教育センター第 8 回臨床実習ワーキンググループ

2015.04.24

長崎大学医学部第 14 回地域医療研究会

2015.04.27

平成 27 年度 第 2 回事業企画委員会

開催

2015.05.11

平成 27 年度 第 3 回事業企画委員会

開催

2015.05.12

ながさき医療人材支援センター講演会

2015.05.20

長崎大学地域包括ケア教育センターセミナー

2015.05.25

平成 27 年度 第 4 回事業企画委員会

2015.05.26

長崎大学医学部「医と社会」科目の学外施設実習

2015.05.27

平成 27 年度 第 1 回医療・福祉連携センター運営委員会

2015.05.29

第 87 回「生と死」を考える市民のためのネットワーク

2015.06.02

長崎大学医学部「医と社会」科目の学外施設実習(第 2 回目)

2015.06.05

長崎大学医学部第 15 回地域医療研究会

2015.06.08

平成 27 年度 第 5 回事業企画委員会

2015.06.11

平成 27 年度 壱岐地区離島医療教育研究会

2016.06.12

日本老年科学学会第 57 回大会

2015.06.22

平成 27 年度 第 6 回事業企画委員会

2015.06.20

第 2 回九州・山口家庭医療学セミナー

2015.06.27

日本死の臨床研究会九州支部 2015 年度支部総会・第 37 回研究会

2015.07.02

平成 27 年度 第 1 回長崎地域包括ケア教育推進委員会

2015.07.11

地域包括ケア人材養成コース推進フォーラム

2015.07.13

平成 27 年度 第 7 回事業企画委員会

2015.07.18

第 20 回日本在宅ケア学会

2015.07.27

平成 27 年度 第 8 回事業企画委員会

2015.07.29

平成 27 年度 第 2 回医療・福祉連携センター運営委員会

2015.08.05

第 2 回共修授業ワーキンググループ

2015.08.05

平成 27 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

2015.08.05

イイトコ発見プロジェクト

2015.08.12

初代学園長シスター江角ヤス先生ゆかりの地訪問と交流会

2015.08.19

平成 27 年度 第 1 回長崎地域包括ケア教育管理・運営委員会

2015.08.19

第 3 回共修授業ワーキンググループ

2015.08.21

第 3 回長崎地域医療セミナー in GOTO 参加（～8/23）

2015.08.28

第 32 回全国集会 in 長崎（認知症の人と家族の会 長崎県支部設立 30 周年記念大会）実行委員会
出席

2015.09.03

聖フランシスコ病院職員研修会

2015.09.14

第 4 回共修授業ワーキンググループ

出席

2015.09.17

平成 27 年度 第 9 回事業企画委員会

開催

開催
参加
出席

参加

参加
参加

開催
参加
開催
参加
参加

参加

開催
参加

参加・ポスター発表（～6/14）
開催
参加（～6/21）
参加

出席

参加

開催

参加・発表（～7/19）
開催
開催

出席
参加

参加（～8/11）
参加
出席

出席

参加

2015.09.19

日本社会福祉学会 参加・発表（久留米大学 御井キャンパス）（～9/20）
口頭発表：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の職員が認識している地域ケア会議の開催要件について
－テキストマイニングによる自由記述の分析を通して－」
口頭発表：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の職員が認識している地域包括ケアの推進要件について
－テキストマイニングによる自由記述の分析を通して－」

2015.09.26

すべての子どもを包括する支援システム：学際的議論『学校プラットフォーム』の意味とは」
キックオフ第 4 回セミナー 参加（大阪府立大学学術交流会館多目的ホール）

2015.09.28

平成 27 年度「地域包括ケア論（第 1 講）実施

2015.09.29

平成 27 年度 第 10 回事業企画委員会

2015.10.01

第 3 回地域医療セミナーin GOTO 反省会・第 4 回全国シンポジウム（秋田）に向けての準備会 参
加

2015.10.03

「地域包括ケア論」（第 2・3 講）

2015.10.05

第 5 回共修授業ワーキンググループ

2015.10.05

地域包括ケア論（第 4 講）

2015.10.14

共修授業リハーサル

2015.10.16

平成 27 年度 対馬地区離島医療教育研究会

2015.10.17

「長崎から発信する『医療と福祉の融合と調和』シンポジウム」

2015.10.19

平成 27 年度第 11 回事業企画委員会

2015.10.24

「地域包括ケア論」（第 4・5 講）

2015.10.24

ソーシャルワーカーズ

フェスティバル

2015

2015.10.28

長崎大学医学部との共修授業（第 1 回）

実施

2015.10.31

高度リハビリテーション専門職の育成推進フォーラム

2015.10.31

長崎大学地域医療フォーラム「地域医療人育成のロードマップを描く」

2015.11.02

地域医療と介護の連携に関する研究会 開催
講師：柴田 拓己 氏（岡山市保健福祉局 統括審議監）
演題：「地域における医療と介護の連携」

2015.11.04

長崎大学医学部との共修授業（第 2 回）

2015.11.07

第 4 回全国シンポジウム 日本の国情・2 次医療圏の実情を考慮して理想的医師・医療者育成教育
の展開を考える 学生ポスターセッション 参加・発表（秋田キャッスルホテル）

2015.11.09

平成 27 年度 第 12 回事業企画委員会

2015.11.11

長崎大学医学部との共修授業（第 3 回）

実施

2015.11.14

第 9 回九州地区 EBM ワーキングショップ

参加

2015.11.14

新上五島町講演会「この島で生きる」

2015.11.15

「都市部の在宅医療を考えるシンポジウム」 参加（東京大学

2015.11.19

現代福祉学科介護コース医療的ケア論

2015.11.21

純心高齢者福祉研究大会

2015.11.22

第 52 回九州医療ソーシャルワーカー研修会さが大会

2015.11.23

平成 27 年度 第 13 回事業企画委員会

2015.11.24

第 6 回共修授業ワーキンググループ

2015.11.28

平成 27 年度 スクールソーシャルワーカー基礎研修［第 1 回］
（日本社会福祉士養成校協会 研修室）

2015.11.28

「地域包括ケア論」（第 12・13 講）

2015.12.03

現代福祉学科介護コース「医療的ケア論」

2015.12.03

平成 27 年度 第 4 回医療・福祉連携センター運営委員会

2015.12.06

医療・介護従事者を対象とした長崎大学公開講座「多職種協働で守る口と体の健康」

2015.12.08

長崎大学医学部地域枠・地域特別枠推薦活動報告会

開催

実施
出席

実施

参加
共催（対馬グランドホテル）
開催

開催
実施
参加
参加
参加

実施

開催

参加・講演（新上五島町石油備蓄記念館 2F）
本郷キャンパス

鉄門記念講堂）

参観

参加
参加（武雄市文化会館）

開催
出席
受講

実施
参観

参加

開催
参加

2015.12.10

平成 27 年度 第 2 回長崎地域包括ケア教育推進委員会

出席

2015.12.12

「地域包括ケア論」（第 14・15 講）

実施

2015.12.14

平成 27 年度 第 14 回事業企画委員会

開催

2016.01.18

平成 27 年度 長崎市地域包括ケア推進協議会「医療・介護連携部会（第 1 回）」

2016.01.26

第 6 回現任者等スキルアップ研修

2016.01.30

日本プライマリ・ケア連合学会長崎県支部会第 3 回総会・学術集会

参加・発表

2016.01.30

第 4 回九州大学異分野融合テキストマイニング研究会シンポジウム
（九州大学 箱崎文系地区 中講義室）

参加

2016.02.02

佐々町地域包括支援センター

視察

2016.02.02

松浦市地域包括支援センター

視察

2016.02.04

平成 27 年度 特別企画「知って、考え、行動する！それぞれの在宅ケア」

2016.02.06

第 28 回九州・沖縄社会精神医学セミナー

2016.02.08

平成 27 年度 第 15 回事業企画委員会

2016.02.09

東彼杵町地域包括支援センター

2016.02.09

大村市地域包括支援センター

2016.02.11

第 3 回県民公開講座

2016.02.13

学生がつくる教育福祉シンポジウム（大阪府立大学）

2016.02.15

平成 27 年度 長崎地域包括ケア教育外部評価委員会

2016.02.17

雲仙市地域包括支援センター

視察

2016.02.17

島原市地域包括支援センター

視察

2016.02.18

南島原市地域包括支援センター

2016.02.19

第 8 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」
（東京都 JP タワー&カンファレンス）

2016.02.22

平成 27 年度 第 16 回事業企画委員会

2016.03.02

テレビ長崎「認知症 JR 事故最高裁判決を受けて」取材・報道

2016.03.04

平成 27 年度 未来医療人材養成拠点形成事業テーマ A・B 合同公開フォーラム参加
（千葉大学 西千葉キャンパス けやき会館）

2016.03.09

2016 地域医療セミナー in GOTO

2016.03.10

平成 27 年度上五島地区離島医療教育研究会

2016.03.12

第 10 回市民公開講座

2016.03.13

第 15 回効果的な SSW 事業プログラムのあり方研究会

2016.03.14

長崎医新伝習所「地域医療構想」

2016.03.15

五島市地域包括支援センター

2016.03.15

長崎地域包括ケア教育管理・運営委員会

2016.03.15

平成 27 年度 下五島地区離島医療教育研究会

2016.03.15

平成 27 年度 第 4 回長崎市地域包括支援センター運営協議会

2016.03.23

平成 27 年度 長崎市地域包括ケア推進協議会「第 1 回予防・生活支援部会」

2016.03.24

医療と福祉の専門職を目指す学生たちのフォーラム

2016.03.25

平成 27 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

2016.03.28

平成 27 年度 第 17 回事業企画委員会

2016.03.31

平成 27 年度 長崎市地域包括ケア推進協議会「第 2 回全体会」

出席

参加（大宮ソニックシティ）

参加

参加

開催

視察
視察

軽度認知症を知って認知症を予防しよう

参加

参加（I-site なんば）
出席

視察
参加

開催

Kickoff ミーティング

がんフォーラム

参加

参加（長崎県上五島病院）

参加
参加（大阪府立大学国際交流会館）

参加

訪問
出席
参加（長崎県五島中央病院）
出席

開催
出席

開催
出席

出席

