とちノきネットワーク、地域医療＆国際支援関連のニュースをお届けします
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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
（特活）シェア

シェアセミナー開催

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
（特活）シェア＝国際保健協力市民の会では、医療従事者向けに「医療通訳」に焦点を
当てたセミナーを開催致します。
日本語がうまくしゃべれない外国人が診療室に訪れた時、あなたはどのようにしていま
すか？医療通訳がいてくれたら、と思ったことはありませんか？
外国人患者に対する医療通訳のメリットや活用の仕方について、皆さまと理解を深めて
いければと思います。参加申込みは下記ＵＲＬからお願いします。
多くの方々の参加をお待ち申し上げています！！
テーマ「医療通訳にできる２０のこと
医療従事者にとって医療通訳とは何か？」
日時：2017 年 11 月 4 日（土）14:00 ～ 16:30
会場：台東区立環境ふれあい館ひまわり
第 1・2 集会室
対象：外国人医療や医療通訳に関心をお持ちの
医療従事者等
定員：70 名程度（一般の方も歓迎します）
参加費：1,000 円（資料代）
お申込み：http://bit.ly/2jMG1YZ
※交流会ご参加希望の方は、備考欄に「交流会参加希望」と明記ください。

〇セミナーの詳細はこちら
http://share.or.jp/share/news/20170926.html
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
アジア保健研修所

講演会のお知らせ

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「ダリットとして生きる
インド社会で虐げられてきた人々の声に聴く」
インド社会におけるダリットの置かれてきた状況、自らもダリットとして、どのような
人生を送ってきたかを写真や映像を交えて語ります。
講師：Murugan Kalirathnam
詳しい内容はこちら
http://ahi-japan.jp/press/001/
【愛知

11/21・22・24・30】

〇11 月 21 日（火）11:10 ～ 12:40
会場：愛知淑徳大学長久手キャンパス 8 号棟 813 教室
〇11 月 21 日（火）18:00 ～ 20:00
会場：AHI（アジア保健研修所）
〇11 月 22 日（水）11:00 ～ 14:00
会場：南生協病院１階

ふれあいルーム

〇11 月 24 日（金）11:00 ～ 14:00
会場：AHI(アジア保健研修所)
〇11 月 24 日（金）18:30 ～ 20:45
会場：名古屋 YWCA４０４号室
〇11 月 30 日（木）10:00 ～ 12:00
会場：Grobal Studies Café
〇11 月 30 日（木）14:00 ～ 16:00
会場：日進にぎわい交流館２階 ABC
【東京

12/1・2】

〇12 月 1 日（金）18:30 ～ 21:00
会場：立教大学 池袋キャンパス 6 号館 6205 教室
〇12 月 2 日（土）14:00 ～ 16:30
会場：東京 YMCA 東陽町センター

【関西

11/22 滋賀・11/25・26 京都・11/28 大阪】

〇11 月 22 日（水）18:00 ～ 20:00
会場：セミナー＆カルチャーセンター臨湖

第１会議室

〇11 月 25 日（土）17:30 ～ 20:00
会場：京都 YWCA
〇11 月 26 日（日）13:00 ～ 14:30
会場：日本キリスト教団京都葵教会
〇11 月 28 日（火）18:30 ～ 20:30
会場：ヒューライツ大阪
【熊本

12/3・4】

〇12 月 3 日（日）15:15 ～ 17:15
会場：熊本大学医学部奥窪記念ホール 1 階
〇12 月 4 日（月）14:30 ～ 20:30
会場：熊本 YMCA
【お問合せ・お申込み】
公益財団法人アジア保健研修所
Tel:0561-73-1950

担当：中 島

Fax:0561-73-1990

Mail：info@ahi-japan.jp
お名前、ご連絡先（電話番号･メールアドレス）、参加人数、会場名を、上記のいずれか
の方法でお知らせください。定員になり次第、締め切りとさせていただきます。
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
グローバルヘルス合同大会 2017 のご案内
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
第 58 回

日本熱帯医学大会

第 32 回

日本国際保健医療学会学術大会

第 21 回

日本渡航医学会学術集会 合同大会

テーマ：「思いはーつ：健康格差の改善」
日 時：2017 年 11 月 24 日(金) ▶ 26 日（日）
会 場：東京大学本郷キャンパス内 安田講堂
医学部 3 号館、医学部教育研究棟、山上会館 等
詳細はこちら
http://www.pco-prime.com/globalhealth2017/outline.html

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
MSF グローバルヘルス合同大会 2017 自由集会
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
「海外医療援助活動と日本の医療現場における
医療者としてのキャリア構築」
海外での医療援助活動に関わるなかで、キャリアマネジメントに課題を感じる医療者は
少なくありません。医師・コメディカルを含む国境なき医師団（MSF）の医療者が、海
外医療援助活動と日本の医療現場を行き来するなかで、自身のキャリアにおいて海外で
の活動をどのように位置づけ、また職場との調整、キャリア形成といった課題にどう向
き合っているか、自身の経験をもとに議論します。
※グローバルヘルス合同大会参加者ではない方でもご参加いただけます。
日時：2017 年 11 月 26 日(日) 13:00 - 14:30
会場：グローバルヘルス合同大会 2017 第７会場
東京大学

医学部図書館 3 階 333 大集会室

定員：110 名
＜モデレーター＞
鈴木基（国境なき医師団日本 理事、内科医／疫学専門家）
＜パネリスト＞
高橋健介（国境なき医師団 内科医／疫学専門家）
池田知也（国境なき医師団 外科医）
クララ

ファン・ヒューリック（国境なき医師団 小児科医）

榊原英朗（国境なき医師団 薬剤師）
グローバルヘルス合同大会開催期間中の 11 月 25・26 日は、会場内でブース出展もし
ます。MSF のマラリア・栄養治療プログラムのパネルを展示、派遣経験者や採用担当
者と直接お話できるチャンスです！お待ちしております。
【お問い合わせ】
国境なき医師団日本

フィールド人事部

recruit@tokyo.msf.org
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
国境なき医師団

海外派遣スタッフ Web 説明会

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
国境なき医師団（MSF）日本による、オンライン版で海外派遣スタッフ募集説明です。

外科医の吉野美幸が、フィールドの仕事や生活、応募前から現在までの国内でのキャリ
アについてお話します。ライブ中には、みなさまからの質問にもお答えします。MSF に
参加を検討している外科医の方向けですが、どなたでもご視聴できます。
日時：2017 年 12 月 10 日（日）14:00 - 14:30
お申し込みされた方に視聴 URL をお知らせします。
参加予定 MSF スタッフ：吉野美幸
〇詳細はこちら
http://www.msf.or.jp/work/infosessions.html
【お申し込みはこちら】
http://eventregist.com/e/MSF_Webinar_Surgeon_Dec2017
※英語によるウェブ説明会も開催予定です。
英語の力試しに、ぜひご視聴ください！
∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽
とちノきネットワークにお心当たりのない方、解除その他メールマガジンに
関するお問合せは、北海道社会事業協会余市病院地域医療国際支援センター
までご連絡ください。E-mail：info@tochinoki-net.com
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