
長崎純心大学 医療・福祉連携センター 

活動歴 

2016（平成 28）年度 

 

2016.04.02 「第 6回九州地域医療教育研究会」参加 （九州大学医学部百年講堂）  

2016.04.06 
NICE キャンパス「目指せ！プロフェッショナル～ビジョンを持って自らキャリアデザインを描い

てみよう～Season3」 開講 

2016.04.11 平成 28年度 第 1回事業企画委員会 開催  

2016.04.21 長崎市スクールソーシャルワーカー研修会 参加 

2016.05.09 平成 28年度 第 2回事業企画委員会 開催 

2016.05.12 平成 28年度 第 1回共修授業ワーキンググループ 出席 

2016.05.19 平成 28年度 第 1回長崎地域包括ケア教育推進委員会 出席 

2016.05.20 長崎県スクールソーシャルワーカー研修会 参加 

2016.05.23 平成 28年度 第 3回事業企画委員会 開催 

2016.05.25 平成 28年度 第 1回医療・福祉連携センター運営委員会 開催 

2016.05.27 「第 32回全国研究集会 in 長崎」実行委員会 出席 

2016.06.02 平成 28年度 第 1回長崎市地域包括支援センター運営協議会 出席 

2016.06.04 第 16 回長崎純心大学心理教育相談センター講演会 参加 

2016.06.11 「地域包括ケア人材養成コース推進フォーラム」 参加 

2016.06.13 平成 28年度 第 4回事業企画委員会 開催 

2016.06.25 「子どもの貧困について考える」研修会 参加 

2016.06.27 平成 28年度 第 5回事業企画委員会 開催 

2016.06.29 「在宅医療・介護連携推進事業担当者等研修会」 参加 

2016.07.01 平成 28年度 第 2回共修授業ワーキンググループ 出席 

2016.07.02 
シンポジウム「長崎の創生と大学の果たす役割」 参加 

司会：医療・福祉連携センター長 潮谷 有二 

2016.07.02 第 3回九州・山口家庭医療学セミナー 参加（大分大学医学部附属病院）（～7/3） 

2016.07.11 平成 28年度 第 6回事業企画委員会 開催 

2016.07.13 平成 28年度 第 2回医療・福祉連携センター運営委員会 開催 

2016.07.14 

長崎大学医学部「医と社会」特別講義 

講師：医療・福祉連携センター長 潮谷 有二 

テーマ：「地域包括ケアシステム」について 

2016.07.20 平成 28年度 崎市地域包括ケア推進協議会 第 1 回予防・生活支援部会 出席 

2016.07.26 平成 28年度 3回共修授業ワーキンググループ 出席 

2016.07.28 第 4回まちんなかサロン 参加 

2016.08.05 平成 28年度 第 1回長崎地域包括ケア教育管理・運営委員会 出席 

2016.08.08 平成 28年度 第 7回事業企画委員会 開催 

2016.08.19 第 4回長崎地域医療セミナーin GOTO 参加（～8/21） 

2016.08.26 鹿児島県枕崎市立病院 医療・福祉連携センター訪問 

2016.08.26 Summer Camp 2016 in Hirado 参加（～8/28） 

2016.08.29 平成 28年度 長崎市地域包括ケア推進協議会 第 1回医療・介護連携部会 出席 

2016.09.02 「第 32回全国研究集会 in 長崎」実行委員会 出席 

2016.09.05 平成 28年度 第 4回共修授業ワーキンググループ 出席 

2016.09.10 第 1回スーパーバイザー研修 参加（キャンパスプラザ京都） 



2016.09.10 

日本社会福祉学会第 64回秋季大会 参加・発表 （佛教大学紫野キャンパス）（～9/11） 

口頭発表：医療・福祉連携センター助教 吉田 麻衣 

演題：「地域包括ケアを支える医療と福祉人材の養成に関する取り組み（その 1） 

－『長崎多職種連携・たまごの会』の形成・発展過程における教育の実際と学びに焦点

を当てて－」 

口頭発表：医療・福祉連携センター助教 奥村 あすか 

演題：「地域包括ケアを支える医療と福祉人材の養成に関する取り組み（その 2） 

－長崎大学医学部と長崎純心大学との共修授業を通して－」 

2016.09.17 「医療と福祉の融合が導く次世代の医療人育成」シンポジウム 開催 

2016.09.26 平成 28年度 第 8回事業企画委員会 開催 

2016.09.27 第 6回まちんなかサロン「認知症サポーター養成講座」 参加 

2016.09.28 第 2回ケアラーサポーター育成研修会 参加 

2016.10.01 平成 28年度「地域包括ケア論」開講（第 1～3講 実施） 

2016.10.04 

地域包括支援センター職員研修 講演 

講師：医療・福祉連携センター長 潮谷 有二 

テーマ：「地域包括ケア／地域包括支援システムについて」 

2016.10.05 平成 28年度 第 3回医療・福祉連携センター運営委員会 開催 

2016.10.06 
第 1回医療ソーシャルワーカー連携事例検討会（長崎みなとメディカルセンター市民病院） 参加 

指導・助言：医療・福祉連携センター長 潮谷 有二 

2016.10.07 平成 28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 

2016.10.08 
ソーシャルワーク教育課程専門科目群担当教員講習会 参加（～10/10） 

（日本社会福祉士養成校協会研修室） 

2016.10.14 
第 4回長崎市スクールソーシャルワーカー研修会 参加 

講師：医療・福祉連携センター長 潮谷 有二 

2016.10.15 「地域包括ケア論」（第 4～5講） 実施 

2016.10.17 長崎大学「医歯薬共修授業」 参観 

2016.10.17 平成 28年度 第 9回事業企画委員会 開催 

2016.10.19 

長崎大学医学部との「共修授業」（特別講義） 実施 

講師：医療・福祉連携センター長 潮谷 有二 

テーマ：「地域包括ケアシステムについて」 

2016.10.20 

稲佐警察署 講話 

講師：医療・福祉連携センター長 潮谷 有二 

テーマ：「犯罪のない安全・安心なまちづくりと警察活動 

－地域包括ケア／地域包括ケアシステムの観点から－」 

2016.10.20 長崎地域医療セミナー in GOTO 振り返りの実行委員会 参加 

2016.10.22 
長崎県民フォーラム「みんなで支えあおう！それぞれの在宅ケア～在宅がん医療・緩和ケアの推進

を目指して～」 参加 

2016.10.24 長崎大学「医歯薬共修授業」（第 2 回目） 参観 

2016.10.24 第 1回在宅医療推進多職種連携研修会 参加 

2016.10.25 第 1回医療施設従事者等研修会 参加 

2016.10.26 長崎大学医学部との「共修授業」（第 2回目） 実施 

2016.10.28 
長崎市スクールソーシャルワーカー研修会 参加 

講師：医療・福祉連携センター長 潮谷 有二 

2016.10.31 平成 28年度 第 10 回事業企画委員会 開催 

2016.11.02 長崎大学医学部との「共修授業」（第 3回目） 実施 

2016.11.05 
第 5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 2016』 参加（秋田大学附属病院） 

2016.11.11 
長崎市スクールソーシャルワーカー研修会 参加 

講師：医療・福祉連携センター長 潮谷 有二 



2016.11.18 
文部科学省未来医療研究人材養成拠点形成事業「リサーチマインドを持った総合診療医の養成」 

第 4回公開フォーラム 出席（三重大学 講堂） 

2016.11.14 平成 28年度 第 11 回事業企画委員会 開催 

2016.11.19 「地域包括ケア論」（第 11～13講） 実施 

2016.11.21 平成 28年度 第 6回共修授業ワーキンググループ（振り返り） 出席 

2016.11.26 「地域包括ケア論」（第 14 講）実施 

2016.11.27 長崎フロリデーション協会 15 周年記念講演会 参加 

2016.11.28 平成 28年度 第 12 回事業企画委員会 開催 

2016.11.30 平成 28年度 在宅医療推進連携講座①第 1 回 参加 

2016.12.02 平成 28年度 長崎大学病院 地域医療連携センター 講演会 参加 

2016.12.03 在宅医療講座「在宅診療－新米在宅医の 2 年間－」 参加 

2016.12.08 

「学園の集い」記念講演 出席 

講師：県央保健所長 藤田 利枝 先生 

演題：「地域包括ケアシステムの構築と純心女子学園への期待 

－純心女子学園での学びを通して－」 

2016.12.12 平成 28年度 第 13 回事業企画委員会 開催 

2016.12.28 平成 28年度 第 4回医療・福祉連携センター運営委員会 開催 

2017.01.13 平成 28年度 第 2回長崎地域包括ケア教育推進委員会 出席 

2017.01.16 平成 28年度 第 14 回事業企画委員会 開催 

2017.01.19 PEAP（ピープ）に基づく個別ケア職員研修会（特別養護老人ホームのぞみの杜） 参加 

2017.01.28 第 1回文部科学省 未来医療人材養成拠点形成事業 ミニフォーラム 参加 

2017.01.29 たまごの会&大阪どまんなか&岡山大学 意見交換会 参加 

2017.01.30 平成 28年度 第 15 回事業企画委員会 開催 

2017.01.31 平成 28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 

2017.02.04 「地域包括ケア論」（第 15 講）実施 

2017.02.09 平成 28年度 長崎地域包括ケア教育外部評価委員会 出席 

2017.02.16 平成 28年度 第 2回長崎市地域包括支援センター運営協議会 出席 

2017.02.16 平成 28年度 在宅推進連携講座①（第 4回目） 参加 

2017.02.17 

平成 28年度 日本社会福祉士養成校協会 九州ブロック研究大会 発表（長崎国際大学） 

発表者①：医療・福祉連携センター 助教 奥村 あすか 

演題：「長崎大学医学部と長崎純心大学による連携事業に関する報告(その１) 

－地域包括ケアを想定した医療系学生と福祉系学生を対象とした多職種連携教育の実

際」 

発表者②：医療・福祉連携センター 助教 吉田 麻衣 

演題：「長崎大学医学部と長崎純心大学による連携事業に関する報告（その２） 

－地域包括ケアを担う医療と福祉の専門職を目指す主体的な学生組織について」 

2017.02.20 平成 28年度 長崎市地域包括ケアシステム推進協議会 第 2回医療・介護連携部会 出席 

2017.02.20 シュミレーターを活用した「医療的ケア演習」 参観 （2/20・21・23） 

2017.02.21 第 1回相談支援包括化推進会議（南多機関型地域包括支援センター主催） 参観 

2017.02.22 「感情に働きかけるユマニチュードⓇ」講演会 参加 

2017.02.27 平成 28年度 第 17 回事業企画委員会 開催 

2017.02.28 
平成 28年度 下五島地区離島医療教育研究会 出席  

五島市地域包括支援センター 訪問  （～3/1） 

2017.03.05 特別養護老人ホーム「のぞみの杜」主催 記念講演会 参加 

2017.03.09 スクールソーシャルワーカー（SSWer）勉強会 参加 

2017.03.10 第 1回相談支援包括化推進会議（北多機関型地域包括支援センター主催） 参加 

2017.03.13 平成 28年度 第 17 回事業企画委員会 開催 

2017.03.14 多機関型包括支援体制構築モデル事業 研修会 参加 



2017.03.14 
平成 28年度 上五島地区離島医療教育研究会 出席 

新上五島町地域包括支援センター 訪問  （～3/15） 

2017.03.15 平成 28年度 長崎市地域包括ケア推進協議会 第 2回予防・生活支援部会 出席 

2017.03.17 長崎地域医療セミナー in GOTO kick off ミーティング 参加 

2017.03.20 「誰もが支え合う地域包括支援体制実現のための FD研修会」 開催 

2017.03.21 平成 28年度 第 2回長崎地域包括ケア教育管理・運営委員会 開催 

2017.03.22 平成 28年度 第 5回医療・福祉連携センター運営委員会 開催 

2017.03.23 第 2回長崎県地域生活定着支援センター運営推進委員会 出席 

2017.03.25 
日本プライマリ・ケア連合学会 長崎支部 第 4回総会・学術集会 参加 

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（最優秀賞受賞） 

2017.03.27 平成 28年度 第 18 回事業企画委員会 開催 

2017.03.30 平成 28年度 長崎市地域包括ケア推進協議会 全体会 出席 

 


