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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※このメールはとちノきネットワーク会員にご登録いただいた方、とちノきセ
ミナーへご参加いただいた方にお送りしています。
今、余市ではしんしんと雪が降っています。すっかり寒くなりましたが、冬の
北海道は寒さをしのぐ知恵が一杯あります。例えば２重窓に灯油ストーブ、部
屋の中はいつも暖かく、半そででアイスを食べるのが北海道流とのこと。灯油
ストーブは家の外に設置されたタンクと繋がっており、灯油を定期的に補給し
てくれます。
冬は雪との闘い、皆早起きして雪投げを行います。この時期は日中の気温が上
がりやすいため、溶けた雪が氷になります。滑って転倒した後圧迫骨折を起こ
す高齢者、車の衝突事故にも注意が必要です。冬はウィンタースポーツの季節。
ここ数年、外国人観光客がスキー、スノボードで転倒、骨折し救急搬送するこ
とが増えました。
冬場は病院のアクセスが悪い田舎に住んでいる方は、通院が難しくなります。
遠方の方は救急車の到着も遅れます。厳しい冬があるからこそ春の喜びがあり
ます。地域医療は季節、生活と密着に関わっていることを最も体感する季節が
始まりました。
北海道社会事業協会 余市病院
センター長 森 博威
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地域医療国際支援センター
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ジャムズネット東京勉強会のお知らせ
第 31 回 日本国際保健医療学会
国境なき医師団 12 月の海外派遣スタッフ募集説明会・活動報告会
2016 年連続講座「健康をささえる社会のしくみを考えよう」
第 20 回 佐久総合病院グローカルカフェのご案内
タイ マヒドン大学熱帯医学部ディプロマ
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第 1 回 ジャムズネット東京勉強会のお知らせ
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テーマ：「アジアの医療事情」
日時：平成 28 年 12 月 1 日（木）19:00-21:00
会場：東京しごとセンター 5F セミナールーム
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋三丁目 10 番 3 号 東京しごとセンター
地図はこちら http://www.tokyoshigoto.jp/traffic.php
参加費：会員無料、非会員５００円
7:00-7:30 「ミャンマーのメンタルヘルス」
勝田吉彰先生 関西福祉大学
7:30-8:00「夢を育て ミャンマーの未来を創る～一歩一歩の前進：
現地活動から見えてくるもの～」
名知仁子 NPO)Myanmar family Clinic and Garden（MFCG)
Representitive
Satoko Nachi.M.D.（医師・気功師）
8:00-8:30「海外に手命を失うということ」
木村利恵様 エアハース・インターナショナル株式会社
8:30-9:00「アジアの医療事情・精神医療から見えてくるもの」
吉田常孝先生 パプアニューギニア医務官
※短時間ではございますが、終了後懇親会を予定しております。（会費制）
参加申し込み：必要事項を明記の上、下記アドレスにお申込みください。
E-mail：info@jamsnettokyo.org
・氏名 ・所属 ・ジャムズネット東京 会員・非会員
・懇親会参加 希望有・無
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第 31 回 日本国際保健医療学会学術大会 2016
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テーマ：「民間から発信する国際保健医療」
日程：2016 年 12 月 3 日（土）～ 4 日（日）
会場：久留米シティプラザ（福岡県久留米市六ツ門町）
参加人数：400 名
大会長 浦部 大策（社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院)
詳細は大会 HP より http://www.nksnet.co.jp/jaih31/
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国境なき医師団 12 月の海外派遣スタッフ募集説明会・活動報告会
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◇ 12 月 8 日（木）午後 3～4 時 ウェブ説明会
in You Tube（※インターネットにてライブ配信、全国どこからでも閲覧可
能、お申込いただいた方に当日の閲覧 URL を配布いたします。）
◇ 12 月 17 日（土）午後 2～4 時 長野活動報告会
in 佐久総合病院グローカルカフェ（小児科医、看護師の活動報告）
参加無料、説明会の詳細と申し込みはこちらから
http://www.msf.or.jp/work/infosessions.html
お問合せ：MSF 日本フィールド人事部 recruit@tokyo.msf.org
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第 20 回 佐久総合病院グローカルカフェのご案内
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企画名：国境なき医師団説明会
国境なき医師団（MSF）で活動 経験のある小児科医など医療従事者による説明
会。医療関係者を対象に、現地での活動内容の紹介とともに人事担当者から募
集の詳細、待遇などについての説明を予定。
開催日時： 12 月 17 日（土）14:00～16:00
開催場所： 佐久医療センター １階ホール１
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
2016 年連続講座「健康をささえる社会のしくみを考えよう」参加費：無料
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所得の格差が健康の格差につながり、またその逆も生じる状況が日本でも問題
になってきています。タイで健康の格差を改善するために尽力してきたドクタ
ーが 2016 年 12 月来日します。社会、健康、公正をキーワードに、一人一人の
健康が守られる社会を一緒に考えてみませんか。
■12 月 18 日（日）14:00～17:00
講演「タイにおけるユニバーサル・ヘルス・カバレッジの歩みに学ぶ」
タイでは、2002 年に周辺国に先駆けて「国民皆保険」を達成。いかにそれが
実現できたのか、その経験を聞きます。
■12 月 23 日（金）13:30～17:30
ワークショップ「何が健康をささえているんだろう？」
あなたの健康は何でささえられていますか。一人ひとりの健康を広い視野でと
らえてみたいと思います。高校生や大学生の皆さん、ぜひご参加を！
講師：Viroj Tangcharoensathien 氏

講師・講座の詳細はこちら：
https://sites.google.com/site/dec2016systemshealth/home
会場：JICA 中部国際センター（名古屋市中村区平池町 4-60-7）
https://www.jica.go.jp/chubu/office/access_map.html
お申込み・問合わせ
https://sites.google.com/site/dec2016systemshealth
サイトへのアクセスが無理な場合は、下記へお願いします。
12 月 18 日→名古屋市立大学看護学部国際保健看護学 TEL:052-853-8032
12 月 23 日→アジア保健研修所(AHI)TEL:0561-73-1950
e-mail:info@ahi-japan.jp
共催：名古屋市立大学看護学部・JICA 中部国際センター・アジア保健研修所
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タイ マヒドン大学熱帯医学部ディプロマ
Diploma in Tropical Medicine and Hygiene （D.T.M＆H）
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開始：2017 年 4 月から半年間
対象：医師（医師以外の医療従事者も参加できますが Diploma ではなく終了書
の取得になります）
応募期間：2017 年 2 月末までに応募が必要です。
詳細はこちら：http://www.tm.mahidol.ac.th/bstm/programs/dtmh.html
東南アジアの熱帯医学、寄生虫疾患の臨床、基礎、疫学を学べるコースです。
フィールドトリップではタイの地域の病院、診療所で研修を行います。終了後
に修士のコース Master of Clinical Tropical Medicine（６ヵ月）に参加する
と 1 年程度で Diploma,修士の取得が可能です。毎年、日本人医師数名が参加し
ています。授業は英語で行われます。タイは仏教国で食事も美味しく、快適に
日々の生活をおくることができます。タイ人はホスピタリティにあふれ、和気
あいあいと熱帯医学を学ぶことができます。
マヒドン大学熱帯医学部 非常勤講師 森 博威
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
http://cicmt.com/index.html
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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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【発行元】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
（月１回）
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