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みんいれん(全日本民主医療機関連合会)は、
“無差別・平等の医療、福祉の実現と平和な社会をめざ
して”活動する医療機関の連合体（全国 142 の病院と
505 の診療所など、医療福祉事業所が加盟）です。徳島
県民医連は、46 都道府県にある県連のひとつです。
医療を志す学生のみなさんと一緒に、学習企画、フィ
ールドワーク、地域医療実習や病院実習などにとりくん
でいます。ぜひ、のぞいてみてください。

学生サポートセンター
住所：徳島市庄町１丁目１４-６
パークハイツ１階１０１
電話：０８８－６３３－３２２４

お気軽にお立ち寄りください
◇学生実習、病院見学のご相談
◇奨学金制度について
◇医療系学生むけ学習企画
◇各種イベントのご案内
◇ランチタイム交流会(毎週 1 回)

病院実習・体験をはじめ、
医療に関わる学習会や企画
など、医療系学生を対象と
した企画も準備してお待ち
しています。
お問い合わせ
お申し込みは
コチラから⇒

開所日時はホームページでご確認ください

• 入学前医師（医療）体験

合格発表 • サポセンランチ

• イチゴ狩り

春休み

• 医学生のつどい㏌福島
■内容■

午前◆病院探検 ◆医師同行
◆昼食懇談(お弁当は用意します)
午後◆模擬医療面接などプチ体験
※9:30 健生病院集合 15:00 解散予定

• 入学おめでとう会

入学前

定員 3 名

• 大学オリエンテーション

定員 3 名

◆病院探検
◆各科体験

専攻ごとに職場体験をします
お申し込みの際、ご相談ください
◆懇談(プチお祝い会)
※13:00 健生病院集合 16:30 解散予定

• 入学式

入学

■内容■

• サポセンランチ
徳島健生病院 9：30 出発
～病院帰着 15 時
お昼はコチラで用意します

• 中四つどい㏌高知

新歓

• 部活新歓
新生活を前にわくわくの春休み。入学前に、新しい
友達や先輩学生と出会うのも楽しいですよ。

• どんな学生生活が待っているかな

・・・
徳島県民医連学生サポート

検索

毎週 1 回、サポートセンターで
ランチ会をしています。
手作りランチを食べながら、情
報交流や、民医連企画のご案
内、実習や企画の打ち合わせ
などをしています。

徳島県民医連学生サポートセンターで、
医療系の新入生対象に、合格おめでとう
会をします。
医療系の先輩との交流、民医連企画のご
案内をします。
大学生活や勉強のこと・部活のこと・バ
イトのこと、先輩に色々聞いてみよう。
ぜひ、ご参加ください。

徳島健康生協のネットワーク

訪問診療

訪問リハビリ

徳島県民医連では、健生病院をはじめとする
徳島健康生協の各事業所と一般社団法人と
くしま健康サポートと連携し、学生さんの実習
見学の受け入れをしています。

徳島健生病院

徳島健生病院（徳島健康生活協同組合）は、
今から 60 年ほど前、「病気になった時に気軽
に相談ができて、安心して親切で良い医療
が受けられる診療所があれば」という地域住
民の願いで徳島市に生まれました。
入院から在宅までつながりのある医療で、退
院してからの患者さんの生活も見通します。

2020 年完成予定
ＮＳＴ
栄養サポートチーム

とくしま健康サポート

徳島県の臨床研修病院の中で一番小さい病
院ですが、患者さんやスタッフの顔と思いが
よく見えるアットホームな環境が魅力です。

現在新病院を建設中。2020 年内に完成予定 
です。


（徳島県下に 4 つの調剤薬局）
◆そよかぜ薬局
◆のぞみ薬局
◆みのり薬局
◆くるみ薬局

二次救急指定病院
基幹型臨床研修指定病院
日本医療機能評価機構認定病院

新病院
建設中
歯科医師による往診口腔ケア

徳島県民医連傘下の、徳島健康生協・とくしま健康サポートでは、医療系学生
のみなさんの勉強や学生生活を応援するために、奨学金制度を設けています。

◇徳島健康生活協同組合奨学金・・・医学生・看護学生対象
一般奨学金貸与額

特別奨学金貸与額
看護学生

◇社）とくしま健康サポート奨学金・・・薬学生対象

医学生

1～２年生

50,000 円/月

最高限度額 360 万円（6 学年通算合計額）

医学生

3～６年生

80,000 円/月

貸与基本様式：1 ヶ月

医学生

全学年

150,000 円/月

奨学金①

40,000 円/月

奨学金②

60,000 円/月

※詳しくはお問い合わせください。
メールか お電話 ℡090-7628-2820 まで
徳島健康生協人事教育部 医学生担当まで

※詳細は

5 万円

6 年間

℡088-655-1573 にお問い合わせください。

全日本民医連が実施している「医学生のつどい」（民医連
の医療と研修を考える医学生のつどい）が 3 月 20～22 日
に開催されます。新入生も参加可能です。興味のある方
は、ぜひ、お申し込みください。（裏表紙必読）

徳島県民医連の各事業所で
活躍している職員からのメッセージをお届けします。

目前の試験のために準備されてきたことと思います。詰め込み教

受験生の皆さん、こんにちは。私はとくしま健康サポート

学生の皆さんこんにちは！
健生歯科で勤務している歯科医師です。

育からゆとり教育の端境期に受験し、下手な鉄砲も数撃った者から

の調剤薬局で働いている薬剤師です。

まともなヒントが得られるとは到底思えないでしょうが、漢字の勉強

調剤薬局では、ただ医師から処方された薬を患者さんに渡

健生歯科では、虫歯治療や義歯の調整はもちろん、

とでも思って読んでください。あくまでもテストはチェックポイント

すだけでなく、薬を有効かつ安全に使用していただくため

矯正治療やインプラント等も行っています。問題のな

であり単なる境界線に過ぎません。普段から緊張しすぎて失敗する

に、患者さんに今の症状や過去の治療歴などを色々と伺っ

い患者さんでも定期的に来院して頂き、メンテナンス

人は気を抜いて、普段からぼんやりしていて失敗する人は気を引き

たり、必要に応じて医師に問合せをし、患者さんが安心して

や定期健診を行うことで患者さんのお口の中の健康を

締めていきましょう。そして、もしもチェックポイントを超えられた

使用できるように説明するよう心がけています。

サポートしています。また、訪問診療で在宅や入院中

ら！さらにその先最短で 6 年間の修行があり、修行中もそれからも

薬を正しく使ってもらうためにも、飲み忘れが多い人には飲

の患者さんのケアにも出かけます。院内研修会など

随所にチェックポイントが設けられています。

み忘れないような工夫を提案したり、一人一人に応じて薬

新しい技術の習得なども積極的に取り組んでいます。

の作り方や渡し方を変えたり、薬局まで来ることが出来ない

私は年６目のＤｒですが、とてもやりがいを感じながら

結局のところ大事な事項は、その知識を使って何をするか、どう
いう形で社会貢献するかですが、そんなことはみなさんご存知でし

場合は、在宅訪問指導を行っています。

毎日働いています。優しい先

ょう。夢を頭の片隅で描きながらいま出来る

次々と発売される薬の勉強もしなくてはならず、毎日忙しく

輩やスタッフの人たちに囲ま

ことから頑張りましょう。

していますが、身近にいる薬の専門家として患者さんに頼り

れてすごく働きやすい職場で

にされるよう、頑張っています。

す。興味があればぜひ一度見

ます。自発的に何かしてみようという意欲の

よかったら一度見学に来てくだ

に来て下さい。お待ちしてい

ある方はお越しください。

さい。お待ちしております。

ます。

徳島健生病院

そよかぜ薬局

なお、当院でも見学・実習を受け入れてい

外科医師 高原 文治

薬剤師

入学前医師体験

岩崎

健生歯科
ゆかり

春休み

健康生協関連施設

受け入れ期間：合格発表～入学式前日の平日
★お申し込み先★
TEL：090-7628-2820(医学生担当直通)

池田

将英

入学前歯科体験
対象：歯学科入学予定者

楽しんでな～

対象：医学科入学予定者(大学は問いません)
場所：徳島健生病院

医師

入学前の春休みは、受験勉強の疲れをしっかり
取るのが大事。新生活の準備もありますが、自
由な時間を楽しみましょう。

日時：火曜日の午後

場所：健生歯科

内容：院内見学、体験

持ち物：筆記用具、上履き

★お申し込み先★

健生歯科

担当：歯科医師・増田まで
〔ＴＥＬ〕088（655）3011

