民医連の医療と
研修を考える

民医連中四国地協

医学生のつどい

中四つどい

医療系学生のつどい

2022/3/26（土）
10：00～＠Web 開催

2022/5/29（日）
＠Web 開催

テーマ

「Aware&Act
～みんなの格差と

AM 学習企画
PM 学生発表
テーマ・詳細は準備中

あなたの格差～」

新入生の参加大歓迎！

発行元：徳島県民主医療機関連合会
徳島健康生活協同組合 人事教育部
徳島市下助任町 4 丁目 9
088-622-3303
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学生サポートセンター
病院見学・医療体験をはじめ、

住所：徳島市庄町１丁目１４-６
パークハイツ１階１０１
℡：０８８（６３３）３２２４

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を

＜お気軽にご連絡ください＞

準備してお待ちしています☆

◇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)
JR 蔵本駅

学生サポート
センター

むつみパーク
蔵本

徳島大学病院
医学部

受験生の皆さんお疲れさまです。

受験生の皆さん、こんにちは。

初めまして！

これを書きながら自分の高校時代を思い出しています。

私は、徳島健生病院回復期リハビリ病棟で看護師として

普段病院でリハビリのお仕事をさせてもらっていま

“大学受験は長い人生の通過点に過ぎない”などしたり顔

働いています。新型コロナウイルス感染症に病棟も影響を

す。受験ということで今までいっぱい努力をされて

の大人が言う常套句がありますが、直面している皆さんに
はまさに一大事のことと思います。僕も“キットカットを割っ

受けながら、感染問題を常に意識して現在があります。
受験生のみなさんも、多かれ少なかれいろいろ影響があっ

きたと思います。私の好きな言葉で「為せば成る」
という言葉があります。自分の力を信じてあと少し

て食べるヤツは足切りにあう”なんていうせっかくの願掛け

たと思います。日本、世界中が今までとは違った状況でし

頑張ってください！応援しています！！

を台無しにしたような迷信を信じておりました。

た。そんな中、勉学に励んだみなさん、目の前の試験のため

徳島健生病院 リハビリテーション科

2０年も昔に大学受験をした僕にお伝えできるようなノウ
ハウは一向に思いつきませんけれども、いつの世も変わら

に準備されてきた事と思います。知識でまず第一段階を突
破、次に向かって進んでください。

理学療法士 郡 啓佑

ない真実があります。「人は努力を裏切るが、努力は人を

私は、日々患者さんや家族さんの要求を元に、「その方ら

裏切らない」。努力を裏切って一浪してしまった僕の言葉な

しさ」を取り戻せるよう、一緒に考え努力、看護しています。

ら少しは真実味があるかと思います。皆さんは今まで十分
がんばりました。後は、結果を出すのみです。

看護師も常に勉強です。仕事を続けていく以上、医療に限
りはありません。受験生のみなさんも同じと思います。変化

なお、当院では見学・実習を学年を問わず受け入れてお
ります。合格したら是非直接お祝いを述べさせてください。
お待ちしております。

する時代と進化する医療について学ぶ必要があります。
私たちの病院、看護師の仕事に興味がある等あれば相談
を、また良かったら一度見学に来てみてください。

徳島健生病院 外科医
美馬 惇

徳島県立
中央病院

徳島健生病院 回復期リハビリ病棟
看護師

飯田小百合

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にとりくんでいます。
ぜひ、のぞいてみてください。

２
月
～
３
月

• 入学前医師（医療）体験

合格発表 • サポセンランチ(現在はお弁当配布）
• イチゴ狩り

春休み

• 医学生のつどい＠Zoom

3 月 13 日(日)9:00 集合

• WEB医師講演「1ルール」

4 月 1 日(金) 17:00～18：00
＠学生サポートセンター

■内容■

• 入学おめでとう会

入学前

• 大学オリエンテーション

◆大住いちご園
◆9：00 サポートセンター集合
13：00 解散予定

詳細はお申し込み後、ご案内します

※新型コロナウイルスの感染状況により
オンラインに変更します。

医療系の新入生を対象に、
入学おめでとう会をします。
大学生活や勉強のこと・部活のこと・
バイトのこと、先輩学生に色々聞いてみよう。

■内容■

４
月
～
５
月

• 入学式

入学

新歓

• サポセンランチ

＠Zoom

•医療者のためのやさしい日本語講座

3/17(木) 18：00～18：50

• 中四国医療系学生のつどい

民医連医師によるオンライン講演
企画です。日々どんなこだわりや信
条をもって医師をしているのか、医
師の想いをお話ししてくれます！

◆先輩学生との交流
◆学生企画・サポセンの紹介
◆大学生活アドバイス

• 部活新歓

やさしい日本語とは…

６
月
～

難しい言葉を言い換え、相手に配慮したわかり
やすい日本語で情報を伝えることです。

• どんな学生生活が待っているかな

・・・

■内容■
春休みワンポイントアドバイス②
時間のある春休みに、お料理ができるようになっておくと
健康にも経済的にも安心です。
徳島は、肉も魚も野菜も水もそろっているのでおいしい
ものができるはず☆彡

毎週水曜日にお弁当を無料で配布しています。
お気軽にお申し込みください♪

春休みワンポイントアドバイス①
自分の家の周りのスーパーや周辺施設を研究して
おいたほうがいいよ！

◆やさしい日本語とは（学習）
◆練習問題
◆ロールプレイ 2 回
◆参加者交流

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、医療と介護を地
域に提供しています。
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・介護
で、退院してからの患者さんの生活にも関わ
ります。

2020 年 12 月
新病院 OPEN

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。

歯科医師による往診口腔ケア

◆徳島健康生活協同組合

徳島健生病院
➢
➢
➢

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

徳島健生病院をはじめ、医科・歯科・介護のネット
ワークで、患者さんと家族、地域を支えています

◆医科診療所（石井町、阿南市、三好市）
◆健生きたじまクリニック(小児科)
◆歯科診療所（徳島市、鳴門市）
◆在宅事業所（訪問看護・訪問介護など）

＊奨学金のご案内＊
◇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

◆とくしま健康サポート
（徳島県下に 4 つの調剤薬局）
◆そよかぜ薬局
◆のぞみ薬局
◆くるみ薬局
◆よつば薬局

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。

◇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

※詳細は

5 万円

6 年間

℡088-655-1573 にお問い合わせください。

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。
LINE か お電話 ℡088-622-3303
徳島健康生協人事教育部 医学生担当まで

病院をはじめ、医療介護の現場でみなさんの
お越しをお待ちしています。

春休みワンポイントアドバイス③
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。

受験生アンケートのお願い
受験に関するアンケートにご協力お願いいたします。
下記 QR コードを読み込んで入力して下さい。
ご協力いただいた方に図書カードをお送りします。

