
 

 

 

8/7(水)～8/10(土)の行事 
 

 

                                 報道発表資料の配付日時 ８月 6 日（火） 16 時  30 分 
 
発 表 項 目      

 
（行事名）      

 
「２０１３年度地域医療合同セミナー１地域医療基礎実習」及び 
「地域医療合同セミナー３地域密着型チーム医療実習」の実施について
 

 

 

 

 

 

 

概 要      

 

 

 

 

 

本学では、地域医療への貢献を目指した質の高い医療人を養成するため

、両学部合同の学部一貫教育による地域医療マインドの形成に取り組んで

おり、その一つとして、今年度も地域医療実習を下記の日程で行います。

 

【実施期間等】 

１ 利尻地区（１学年） 

 （１）期  間 平成２5 年８月 7 日（水）～１０日（土） 

 （２）地  域 利尻町、利尻富士町 

 （３）実習学生 ７名（医学部４名 保健医療学部３名） 

  

２ 留萌地区（１学年・３学年）  

  （１）期   間 平成２５年８月７日（水）～９日（金） 

 （２）地  域 留萌市 

（３）実習学生 １学年８名（医学部３名 保健医療学部５名） 

         ３学年５名（医学部４名 保健医療学部１名） 

 

３ 別海・中標津地区等（１学年・３学年） 

 （１）期  間 平成２５年８月７日（水）～１０日(土)【１学年】 

         平成２５年８月６日（火）～１０日(土)【３学年】 

 （２）地  域 別海町、中標津町、釧路市（３学年のみ） 

（３）実習学生 １学年  ９名（医学部３名 保健医療学部６名） 

         ３学年 ８名（医学部７名 保健医療学部１名） 

 

 
 
 
参 考      

 
 

 
当事業は、平成１９年度から平成２１年度まで、文部科学省から

特色ある大学教育支援プログラムとして選定され実施した補助事業
（事業名：学部一貫教育による地域医療マインドの形成）であり、
本学において、初の両学部合同カリキュラムとして開講したもので
す。 

 
 
報道(取材)      
に当たって      
の お 願 い      

 

 
○積極的な報道をお願いいたします。 
○撮影にあたっては、患者個人が特定されないようご配慮・ご留意く

ださいますようお願いいたします。                   
 
 

他のｸﾗﾌﾞ      
と の 関 係      

同 時 配 付       
同 時 レ ク      

（場所） 
 

 
担      当      
（連絡先）      

 

 
 札幌医科大学事務局学務課学務・学生支援係（担当者：大野、戸澤） 
             ＴＥＬ ０１１－６１１－２１１１ 《内線２２２２》 

 



地域医療合同セミナーについて 
 札幌医科大学事務局学務事務部学務課  

１ 目的 

  地域医療を展開する上で必要となる基本的な知識と態度を身につけ、地域住民、患者、多職種とのコミュ

ニケーション能力を高めることを目的とした医学部・保健医療学部の 1～４学年対象の地域医療教育である。 

 

２ 概要 

  本科目は、平成１９年度から２１年度まで、本学が文部科学省の補助事業（特色ある大学教育支援プログ 

ラム事業「取組名称：学部一貫教育による地域医療マインドの形成」）として実施していたものであり、補

助終了後は、北海道からの補助と大学運営費を措置し継続しているものである。 

  北海道が抱えている医療従事者の偏在、医療過疎といった社会的課題を解決し、地域（本道）医療の充実

を図っていくため、ひいては、地域医療への貢献を果たすために、本学学生に対して、早期から教育により

地域志向性・使命感を持つ人材の育成に努めるとともに、医師に限らない幅広い職種（保健師等）との連携

能力の向上を図る教育に取り組んでいる。 

 

３ 内容 

  実体験に基づく学生の地域医療に対する理解（地域医療マインド）と地域医療に欠かせないチーム連携能

力を身につけるため、医学部・保健医療学部の学生（１学年～４学年対象）が合同で地域に滞在して医療実

習を行い、地域との相互理解を図るとともに、地域医療に従事する使命感を育てる積み上げ式の教育である。 

  

４ 科目の概要 

（１）地域医療合同セミナー１(１学年対象) 

       本科目は、地域医療を展開する上で必要となる基本的な知識と、パートナーシップを形成する基本的態 

度を習得し、北海道が抱える医療・保健福祉の課題への理解を深める。また、医療基礎実習等を通じて、 

双方向コミュニケーションを実践的に学ぶ選択科目。 

○H25 地域医療基礎実習 

 利尻島 別海・中標津地区 留萌地区 

 実施月日 H25.8.7～H25.8.10（4日間） H25.8.7～H25.8.10（4日間） H25.8.7～H25.8.9（3日間）

参加学生数 学生７名(医4、保3） 学生９名(医3、保6） 学生８名(医3、保5) 

 

（２）地域医療合同セミナー２(２学年対象)  

    本科目は、地域医療を展開する上で必要となる基本的な知識と態度を身につけ、地域住民、患者、多職

種とのコミュニケーション能力を高めることを目的に、医学部・保健医療学部混合の小グループを編成し、

学生主体の能動的学習として「メディカル・カフェ」や「健康教育セミナー」を取り入れた選択科目。 

○H25 健康教育セミナー、メディカル・カフェ 

 別海町(健康教育セミナー) 中標津町(メディカル・カフェ) 留萌市(メディカル・カフェ)

実施月日 H25.9.25～H25.9.27（3日間） H25.9.25～H25.9.27（3日間） H25.9.26～H25.9.27（2日間）

参加学生数 学生５名(医2 、保3） 学生５名(医2、保3） 学生６名(医4、保2） 

 

（３）地域医療合同セミナー３(３学年対象) 

    本科目は、「地域医療合同セミナー１，２」の積み上げ学習であり、「地域密着型チーム医療実習」に 

向けて地域医療におけるシステム理解と連携について学ぶとともに、健康教育の理論など健康づくりに関 

する支援策を考える選択科目。 

 

（４）地域密着型チーム医療実習(３学年対象) 

   本科目は、上記（３）で学習した内容に基づき、地域における包括的な医療などを体験する選択科目。 
 根釧（別海、中標津、釧路）地域 留萌地区 

実施月日 H25.8.6～H25.8.10（5日間） H25.8.7～H25.8.9（3日間）

参加学生数 学生８名(医7、保1） 学生５名(医4、保1） 

 



【利尻地区】

日　　　程 時　　間 施　　　　　設　　　　　名 内　　　　　　容

 8:30～12:00 利尻富士町鴛泊診療所 医療実習等

 9:00～15:30 利尻島国保中央病院(利尻） 医療実習等

10:30～11:30 ホテル利尻（利尻） インタビュー

14:00～15:00 利尻漁業協同組合(利尻富士） インタビュー

16:00～17:00　 利尻島国保中央病院 地域医療に従事する医師の講演

 8:30～15:30 高齢者生活福祉センター「希望」(利尻） 介護実習等

 9:00～15:00 利尻島老人保健施設 （利尻富士） 介護実習等

 9:30～15:30　 特別養護老人ﾎｰﾑ ほのぼの荘 （利尻） 介護実習等

13:30～15:00 特別養護老人ホーム秀峰園 (利尻富士） 介護実習等

16:30～17:30 利尻富士町総合交流促進施設「りぷら」　 実習報告

【別海・中標津地区】

日　　　程 時　　間 施　　　　　設　　　　　名 内　　　　　　容

 9:00～11:00 上春別農協（別海） 検診業務補助

 9:00～10:45 町立中標津病院 看護部長による講義

11:00～12:00 デイサービス「ファイン」（中標津） 介護実習等

11:10～17:30 別海町民保健センター カンファレンス・検診見学

13:00～14:45 就労支援施設「くれぱす」（中標津） 介護実習等・講義

15:00～17:30 町立中標津病院 副院長等による講義

18:00～19:00 町立別海病院 院長による講義

 4:00～7:00 酪農研修牧場（別海） 牧場見学・講義

 8:00～12:00 老人保健施設　すこやか（別海） 介護実習等

 9:00～16:50 町立中標津病院 医療実習・講義等

10:00～11:00 中西別老人クラブ（別海） 介護実習等

14:00～17:00 べつかい乳業興社（別海） 産業体験

14:00～16:00 町立別海病院 医療実習等

【留萌地区】

日　　　程 時　　間 施　　　　　設　　　　　名 内　　　　　　容

11:00～14:30 るもい健康の駅 留萌市職員による講義等

15:00～16:30 A-COOPるもいルピナス 産業体験

15:10～16:25 佐藤農園 産業体験

15:15～16:20 東牧場 産業体験

 8:00～15:00 デイサービスセンターもえ～る 介護実習

 8:30～14:45 萌寿園 介護実習

9:50～15:00 サンライズ留萌 介護実習

16:00～18:00 留萌市立病院 副院長による講義

８月９日（金）  8:15～15:00 留萌市立病院（13:45～実習報告会） 医療実習

実 習 日 程 表 （ 地 区 別 ）

地域医療合同セミナー１地域医療基礎実習

8月8日（木）

8月9日（金）

8月8日（木）

８月９日（金）　　

８月７日（水）

８月８日（木）



【根釧地区】

日　　　程 時　　間 施　　　　　設　　　　　名 内　　　　　　容

８月７日（水） 14:00～16:30 ウエディングプラザ寿苑（中標津） すこやかライフ講座聴講

 9:00～11:00 上春別農協（別海） 検診業務補助

 9:00～10:45 町立中標津病院 看護部長による講義

11:00～12:00 デイサービス「ファイン」（中標津） 介護実習等

11:10～13:00 別海町民保健センター カンファレンス

13:00～14:45 就労支援施設「くれぱす」（中標津） 介護実習等・講義

13:30～17:30 別海町地域包括支援センター 家庭訪問体験

15:00～17:30 町立中標津病院 副院長等による講義

18:00～19:00 町立別海病院 院長による講義

 4:00～7:00 酪農研修牧場（別海） 牧場見学・講義

 9:00～16:50 町立中標津病院 医療実習・講義等

10:00～13:00 中西別老人クラブ（別海） インタビュー

13:30～17:00 柏の実学園（別海） 介護実習等

【留萌地区】

日　　　程 時　　間 施　　　　　設　　　　　名 内　　　　　　容

13:00～14:30 留萌市保健福祉センターは～とふる 在宅訪問体験

15:00～16:30 るもい健康の駅 事例検討

　9:00～11:50 留萌市立病院 在宅訪問（診療見学）

13:00～14:00 萌福祉サービス インタビュー

14:00～18:00 留萌市立病院 副院長による講義等

８月９日（金）  8:15～15:00 留萌市立病院（13:45～実習報告会） 医療実習

８月８日（木）

８月９日（金）

８月７日（水）

８月８日（木）

地域医療合同セミナー3　地域密着型チーム医療実習


