
対象：全国医学部医学生
定員：各学年5名程度
内容：新潟県内の医療機関での実習・

先輩医師からの指導を受け、
新潟の地域医療を学びます！

実習地

1年）湯沢町保健医療センター
2年）
3年）
4年）佐渡市内14医療機関（予定）
5年）湯沢町保健医療センター
6年）上記のいずれか

主催：新潟県地域医療支援センター

【応募・お問い合わせ】
応募・詳細はこちらから☞
新潟大学

新潟県地域医療支援センター
医学科分室

commedcenter@med.niigata-u.ac.jp

新潟県内34医療機関（予定）
【新潟県の情報はこちら！】

医師ナビにいがた 新潟県地域医療支援センター
新潟大学 医学科分室

医学生募集！

〆切 7月8日(月)
定員に達し次第締め切ります。

6年生も参加可能です！

全体会
8月17日

5年生
8月16～17日

1～4年生
8月20～21日



新潟県地域医療夏季実習とは…？

病院見学及び先輩医師による指導を通じて、新潟県内の地域医療の現状や

重要性について学習します。
新潟県の地域医療を志す医学生が、夏季実習を通じて交流し、卒業後、新

潟県でともに医療に従事し地域医療に貢献していく共通意識を醸成する機会
にもなっています！
毎年夏に開催されており、昨年は全国の医学生115名が参加しました。
新潟県の医療を学ぶチャンスです！ぜひご参加ください！

＊ 下記の学生は新潟県の規定により本実習参加が必須です（6年生除く）。
・新潟県修学資金貸与医学生

新潟大学地域枠B
順天堂大学医学部新潟県地域枠
重点コース（県外医学生枠・新潟大学医学生枠）

・自治医科大学学生（新潟県出身）

日程

2019年8月17日（土） 全体会
2019年8月16日～17日 5年生実習
2019年8月20日～21日 1～4年生実習 ＊6年生はいずれの日程も参加可能。

応相談。

募集対象者・定員・締め切り

募集対象者 新潟県の医療に興味のある医学生
定員 各学年 5名程度
募集締め切り 2019年7月8日（月）

定員に達し次第締め切ります。
この5名以外に、前項の参加必須の学生が各学年25名前後参加します。

費用について

実習にかかる交通費・宿泊費・滞在費などは、新潟県医師確保イベント実

行委員会・新潟医学振興会から支払われます（立て替えをお願いします）。
支払いにあたっては、新潟県の規定を準用します。
詳細は別紙「令和元年度新潟県地域医療夏季実習旅費・宿泊費について」

をご参照ください。

申し込み

新潟大学医学部 新潟県地域医療支援センター医学科分室
メール commedcenter@med.niigata-u.ac.jp

上記メールアドレスに、氏名・大学・学年を記入してお送りください。返信します。

送信後3日以内に返信がない場合は、お手数ですが再度ご連絡ください。

でんわ 025-368-9007 （平日9時～16時）

mailto:commedcenter@med.niigata-u.ac.jp


実習詳細について

実習は、学年ごとに分かれて行います。
原則、みなさんの学年に合わせた実習に参加いただきますが、日程の都合など

で他の学年の実習に参加したい場合はご相談下さい。
白衣（全学年）・聴診器（４・５年）・上履きなどを持参してもらうことがあ

ります。7月半ばころまでに実習先・集合場所・準備品などを決定し通知します。
実習に際する移動はすべて公共交通機関を利用してもらいます。

8月17日に全体会を行います（詳細は次項）。

全体会について

8月17日夕方には、すべての実習参加者が集まり、

全体会を開催します。
前日に実習を行った5年生の発表があります。ま

た、特別講演として、神奈川県顧問・元日本医師会
常任理事の内田 健夫先生に、これまでの様々な立
場のご経験から、地域医療についてのお話しを頂き
ます。

新潟医療人育成センター（新潟大学医学部キャンパス内）
アクセスはこちら

http://www.nuh.niigata-u.ac.jp/nmp/contents/access/

1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生

8月16日
医療機関実習
（湯沢町）8月17日

午前

8月17日
午後

全体会
＠ 新潟医療人育成センター（新潟大学医学部キャンパス内）

8月20日
医療機関実習
（湯沢町）

医療機関実習
（県内医療機関）

医療機関実習
（佐渡市内）

8月21日
実習のまとめ
（湯沢町）

実習のまとめ
（新潟医療人育成センター）

実習のまとめ
（佐渡市内）

全体会の内容（予定）
内容や時間は変更することがあります。

集合 8月17日 15時30分
（開場 14時30分～）

会場 新潟医療人育成センター

【内容】
・開会・来賓ごあいさつ
・5年生の実習成果発表
・説明
「新潟県のキャリア形成支援」

・特別講演
神奈川県顧問 内田 健夫 先生

・閉会ごあいさつ
（終了 18；40予定）

会場案内



1年生の実習

1年生は、全員で湯沢町保健医療センター

へ行きます。
湯沢町保健医療センターの見学のほか、

湯沢町という地域を知る地域エクスカー
ションを行います。また、実際の患者さん
のお宅に伺ってみます。

2・3年生の実習

2・3年生は、1グループ1～3名に分かれ、県内の医療機関で実習をします。地
域・規模様々な病院で、それぞれが経験したことを、みんなで共有するためのグ
ループワークを、21日に行います。

全体会 8月17日

実習日 8月20日～21日

集合
8月20日 8時10分
湯沢駅新幹線改札口

実習場
所

湯沢町
保健医療センター

宿泊 スポーリア湯沢

全体会 8月17日

実習日 8月20日～21日

集合

8月20日 各病院集合
＊実習先によっては前泊が

必要になります。

8月21日 14時
新潟医療人育成センター

実習場所 県内各地医療機関

宿泊 病院ごとに異なります。

【長岡・魚沼地区】
厚生連 柏崎総合医療センター
厚生連 長岡中央綜合病院
長岡赤十字病院
見附市立病院
厚生連 小千谷総合病院
魚沼市立小出病院
魚沼基幹病院
南魚沼市民病院・ゆきぐに大和病院
新潟県立十日町病院
新潟県立松代病院
津南町立津南病院

【上越地区】
厚生連 糸魚川総合病院
新潟県立妙高病院
厚生連 けいなん総合病院
厚生連 上越総合病院
新潟県立中央病院
上越地域医療センター病院
新潟県立柿崎病院

【県央地区】
新潟県立吉田病院
新潟県立燕労災病院
厚生連 三条総合病院
済生会三条病院

【下越地区】
南部郷総合病院・南部郷厚生病院
厚生連 あがの市民病院
新潟県立津川病院
新潟県立新発田病院
新潟県立坂町病院
厚生連 村上総合病院・瀬波病院

【新潟市内】
井上内科医院
押木内科神経内科医院
KOYANAGI真柄CLINIC
在宅ケアクリニック川岸町
坂井輪診療所

8月20日
実習医療機関

＊実習先については、
こちらで決定させていただき、

7月中旬にはお知らせします。

＊ 実習病院や集合時間などは現時点の予定であり、変更することがあります。



5年生の実習

5年生は、全員で湯沢町保健医療センター

へ行きます。地域医療夏季実習の総まとめ
として、医療現場で役立つ実践的なハンズ
オンセミナー・患者さんのことの治療・生
活を考えるグループワークなどを行う予定
です。

4年生は、1グループ2～4名に分
かれ、佐渡市内の医療機関で実習を
します。実際の医療の様子（外来・
訪問診療・巡回診療）などのほか、
調剤薬局・介護施設などでも実習が
あるかもしれません。
また、20日の夜は、佐渡総合病院

の佐藤賢治先生の講演や、佐渡市内
の若手医師との懇親会などを予定し
ています。

実習日 8月16日～17日

全体会 8月17日

集合
8月16日 8時10分
湯沢駅新幹線改札口

実習場
所

湯沢町
保健医療センター

宿泊 スポーリア湯沢

実習日 8月20日～21日

全体会 8月17日

集合

8月20日 7時25分
佐渡汽船新潟港ロビー
＊実習先によっては

前泊が必要になります。
（19日14時30分集合）

実習場所 佐渡市内各地医療機関

宿泊 旅館 浦島

8月20日実習医療機関（予定）
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＊実習先については、こちらで決定させていただき、
7月上旬にはお知らせします。

＊画像はこれまでの
夏季実習のものです。

＊ 実習内容や集合時間などは現時点の予定であり、変更することがあります。

佐渡市立両津病院
三國医院
田尻内科医院
厚生連 佐渡総合病院
近藤内科胃腸科
本田クリニック
中山内科クリニック
まきやま内科クリニック
佐渡市立相川病院
たなか内科医院
大崎医院
厚生連 羽茂病院
岩田内科医院
高千診療所

４年生の実習

N



報告書について

新潟県地域医療夏季実習に参加頂いたみなさんにはレポート等の課題を提

出してもらいます。そのレポートなどをまとめて報告書を作成します。

実習協力

お問い合わせ

新潟大学医学部 新潟県地域医療支援センター医学科分室
メール commedcenter@med.niigata-u.ac.jp

送信後3日以内に返信がない場合は、
お手数ですが再度ご連絡ください。

でんわ 025-368-9007 （平日9時～16時）

主催 新潟県地域医療支援センター
協力 新潟県内実習医療機関の皆さん

新潟市医師会
新潟大学

新潟県の情報盛りだくさん！！

医師ナビにいがた
☞ https://www.ishinavi-niigata.jp/

新潟大学医学部 新潟県地域医療支援センター医学科分室
Facebook

☞ https://www.facebook.com/commedcenter/

6年生の実習

6年生は、実習希望日により、他学年の実習に参加してもらいます。申し込み

時に日程・実習内容等を相談させてください。

＊新潟県県費修学資金貸与医学生・自治医大生も、6年生に関しては自由参加です。

mailto:commedcenter@med.niigata-u.ac.jp

