
○○○○「「「「医療専攻発表会医療専攻発表会医療専攻発表会医療専攻発表会」」」」にににに向向向向けて・・・けて・・・けて・・・けて・・・平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年１２１２１２１２月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（木木木木））））からのからのからのからの活動活動活動活動

医療専攻２期生である学励コース２年生１２名は、今年度のすべてのプログラムをこなして、来たる医療専攻２期生である学励コース２年生１２名は、今年度のすべてのプログラムをこなして、来たる医療専攻２期生である学励コース２年生１２名は、今年度のすべてのプログラムをこなして、来たる医療専攻２期生である学励コース２年生１２名は、今年度のすべてのプログラムをこなして、来たる

３月２５日（水）の「医療専攻発表会」に向けて着々と準備を進めているところです。昨年末の１２３月２５日（水）の「医療専攻発表会」に向けて着々と準備を進めているところです。昨年末の１２３月２５日（水）の「医療専攻発表会」に向けて着々と準備を進めているところです。昨年末の１２３月２５日（水）の「医療専攻発表会」に向けて着々と準備を進めているところです。昨年末の１２

月２５日、県立看護大学の坪倉繁美先生の御講演の後、本校パソコン室にてパワーポイントでの発表月２５日、県立看護大学の坪倉繁美先生の御講演の後、本校パソコン室にてパワーポイントでの発表月２５日、県立看護大学の坪倉繁美先生の御講演の後、本校パソコン室にてパワーポイントでの発表月２５日、県立看護大学の坪倉繁美先生の御講演の後、本校パソコン室にてパワーポイントでの発表

資料作成を開始しました。この２年間で自分が学んだことの集大成となります。資料作成を開始しました。この２年間で自分が学んだことの集大成となります。資料作成を開始しました。この２年間で自分が学んだことの集大成となります。資料作成を開始しました。この２年間で自分が学んだことの集大成となります。

平成26年度 「第２回医療専攻発表会」御案内

１ 目的： 「医療専攻」第２期⽣として、１年⽣〜２年⽣の医療専攻プログラムを通して
学習したこと・考えたことを各⼈が発表し、将来、医療従事者として活躍す
る決意を新たにする。

２ ⽇時・場所: 平成２７年３⽉２５⽇（⽔） 新潟⻄⾼等学校

第１部 １３：００〜１４：３０ 視聴覚教室（特別教室棟４階）

第２部 １４：４０〜１５：３０ 社会科教室（特別教室棟３階）

３ 内容： 第１部 パワーポイントを使っての生徒１２名の口頭発表会（９０分）

挨拶・御紹介等１０分 ＋ 発表６０分（５分×１２人）＋ 講評２０分

第２部 ポスターセッション（５０分）

４ 参加者：

（講 評） 新潟大学医学部保健学科・同大学院保健学研究科

看護学専攻（⺟性看護学、助産学） 佐⼭光⼦ 教授

（発 表） ２年⽣学励コース医療専攻⽣徒 １２名

（招 待） 発表者の保護者、今まで講演・⾒学を依頼した大学及び病院の関係者、「医
療専攻たより」を発送している中学校関係者、本校ＰＴＡ役員・後援会役員
・学校評議員、報道各社をお招きして実施します。

 医療業務に携わる人材医療業務に携わる人材医療業務に携わる人材医療業務に携わる人材（看護師・保健師・医療検査技師・診療放射線技師等）（看護師・保健師・医療検査技師・診療放射線技師等）（看護師・保健師・医療検査技師・診療放射線技師等）（看護師・保健師・医療検査技師・診療放射線技師等）育成育成育成育成のためののためののためののための

進学指導進学指導進学指導進学指導を行います。→を行います。→を行います。→を行います。→    新潟大学医学部保健学科、新潟県立看護新潟大学医学部保健学科、新潟県立看護新潟大学医学部保健学科、新潟県立看護新潟大学医学部保健学科、新潟県立看護大学、新潟医療福祉大大学、新潟医療福祉大大学、新潟医療福祉大大学、新潟医療福祉大

学、学、学、学、新潟青陵大学等の進学を目指します。新潟青陵大学等の進学を目指します。新潟青陵大学等の進学を目指します。新潟青陵大学等の進学を目指します。    

 医療業務に携わる人材医療業務に携わる人材医療業務に携わる人材医療業務に携わる人材（看護師・保健師・医療検査技師・診療放射線技師等）（看護師・保健師・医療検査技師・診療放射線技師等）（看護師・保健師・医療検査技師・診療放射線技師等）（看護師・保健師・医療検査技師・診療放射線技師等）育成育成育成育成のためののためののためののための

進学指導進学指導進学指導進学指導を行います。→を行います。→を行います。→を行います。→    新潟大学医学部保健学科、新潟県立看護新潟大学医学部保健学科、新潟県立看護新潟大学医学部保健学科、新潟県立看護新潟大学医学部保健学科、新潟県立看護大学、新潟医療福祉大大学、新潟医療福祉大大学、新潟医療福祉大大学、新潟医療福祉大

学、学、学、学、新潟青陵大学等の進学を目指します。新潟青陵大学等の進学を目指します。新潟青陵大学等の進学を目指します。新潟青陵大学等の進学を目指します。    

【本校パソコン室にて】【本校パソコン室にて】【本校パソコン室にて】【本校パソコン室にて】 【パワーポイント発表資料作成風景】【パワーポイント発表資料作成風景】【パワーポイント発表資料作成風景】【パワーポイント発表資料作成風景】

学励コース「医療専攻」たよ学励コース「医療専攻」たよ学励コース「医療専攻」たよ学励コース「医療専攻」たよりりりり

新潟県立新潟西高等学校新潟県立新潟西高等学校新潟県立新潟西高等学校新潟県立新潟西高等学校 Vol.９Vol.９Vol.９Vol.９ 平成2７年３月３日平成2７年３月３日平成2７年３月３日平成2７年３月３日

 

 



平成26年度 医療専攻プログラム（今年度の１・２・３年⽣の取り組み）

H2６⼊学⽣：医療専攻第３期⽣ 該当⽣徒：１５名

１年⽣・・・⼊門期

７月 30日（水） 医療講演会Ⅰ「新潟西高 普通科学励コースの若者に期待する」７月 30日（水） 医療講演会Ⅰ「新潟西高 普通科学励コースの若者に期待する」７月 30日（水） 医療講演会Ⅰ「新潟西高 普通科学励コースの若者に期待する」７月 30日（水） 医療講演会Ⅰ「新潟西高 普通科学励コースの若者に期待する」

この回のみ、学励コ 講師：元新潟大学学長 荒川正昭 先生この回のみ、学励コ 講師：元新潟大学学長 荒川正昭 先生この回のみ、学励コ 講師：元新潟大学学長 荒川正昭 先生この回のみ、学励コ 講師：元新潟大学学長 荒川正昭 先生

ース全員対象ース全員対象ース全員対象ース全員対象

11月 11日(火)14:00～ 医療講演会Ⅱ11月 11日(火)14:00～ 医療講演会Ⅱ11月 11日(火)14:00～ 医療講演会Ⅱ11月 11日(火)14:00～ 医療講演会Ⅱ「「「「看護の道に進むために必要なこと～いのちの授業～看護の道に進むために必要なこと～いのちの授業～看護の道に進むために必要なこと～いのちの授業～看護の道に進むために必要なこと～いのちの授業～」」」」

講師：新潟青陵大学 看護学科教授 池田かよ子 先生講師：新潟青陵大学 看護学科教授 池田かよ子 先生講師：新潟青陵大学 看護学科教授 池田かよ子 先生講師：新潟青陵大学 看護学科教授 池田かよ子 先生

２月 17日(火)７限 医療講演会Ⅲ「病院で活躍する専門職とチーム医療２月 17日(火)７限 医療講演会Ⅲ「病院で活躍する専門職とチーム医療２月 17日(火)７限 医療講演会Ⅲ「病院で活躍する専門職とチーム医療２月 17日(火)７限 医療講演会Ⅲ「病院で活躍する専門職とチーム医療

学部学科説明会 ～新潟医療福祉大学連携教育の模擬体験を通じて～」学部学科説明会 ～新潟医療福祉大学連携教育の模擬体験を通じて～」学部学科説明会 ～新潟医療福祉大学連携教育の模擬体験を通じて～」学部学科説明会 ～新潟医療福祉大学連携教育の模擬体験を通じて～」

講師：講師：講師：講師：新潟医療福祉大学 健康科学部 看護学科准教授 松井由美子先生新潟医療福祉大学 健康科学部 看護学科准教授 松井由美子先生新潟医療福祉大学 健康科学部 看護学科准教授 松井由美子先生新潟医療福祉大学 健康科学部 看護学科准教授 松井由美子先生

H25⼊学⽣：医療専攻第２期⽣ 該当⽣徒：１２名

２年⽣・・・プログラムの中⼼

５月 1日(木)7限 医療専攻開講式５月 1日(木)7限 医療専攻開講式５月 1日(木)7限 医療専攻開講式５月 1日(木)7限 医療専攻開講式

16日(金) 医療講演会Ⅰ「看護師の仕事について」16日(金) 医療講演会Ⅰ「看護師の仕事について」16日(金) 医療講演会Ⅰ「看護師の仕事について」16日(金) 医療講演会Ⅰ「看護師の仕事について」

14:00～16：00 講師：信楽園病院 鶴谷綾子看護師長（クリニカルパス専従 )14:00～16：00 講師：信楽園病院 鶴谷綾子看護師長（クリニカルパス専従 )14:00～16：00 講師：信楽園病院 鶴谷綾子看護師長（クリニカルパス専従 )14:00～16：00 講師：信楽園病院 鶴谷綾子看護師長（クリニカルパス専従 )

高橋将人主任（集中ケア認定看護師）高橋将人主任（集中ケア認定看護師）高橋将人主任（集中ケア認定看護師）高橋将人主任（集中ケア認定看護師）

６月６月６月６月 12日(木)～18日(水)12日(木)～18日(水)12日(木)～18日(水)12日(木)～18日(水) 医療系職業研究医療系職業研究医療系職業研究医療系職業研究

７月 4日(金)午後 病院見学①新潟大学医歯学総合病院(新潟市中央区旭町通)７月 4日(金)午後 病院見学①新潟大学医歯学総合病院(新潟市中央区旭町通)７月 4日(金)午後 病院見学①新潟大学医歯学総合病院(新潟市中央区旭町通)７月 4日(金)午後 病院見学①新潟大学医歯学総合病院(新潟市中央区旭町通)

内容「総合病院に働く人びと」内容「総合病院に働く人びと」内容「総合病院に働く人びと」内容「総合病院に働く人びと」

１日（金） 病院見学②および看護師体験「信楽園病院１日（金） 病院見学②および看護師体験「信楽園病院１日（金） 病院見学②および看護師体験「信楽園病院１日（金） 病院見学②および看護師体験「信楽園病院」」」」（新潟市西区新通南）（新潟市西区新通南）（新潟市西区新通南）（新潟市西区新通南）

２日（土）～ 新潟大学医学部・県立看護大学などｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ参加２日（土）～ 新潟大学医学部・県立看護大学などｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ参加２日（土）～ 新潟大学医学部・県立看護大学などｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ参加２日（土）～ 新潟大学医学部・県立看護大学などｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ参加

８月 ７日（木）午後 病院見学③すがはら消化器内科クリニック８月 ７日（木）午後 病院見学③すがはら消化器内科クリニック８月 ７日（木）午後 病院見学③すがはら消化器内科クリニック８月 ７日（木）午後 病院見学③すがはら消化器内科クリニック（（（（新潟市西区五十嵐上崎山新潟市西区五十嵐上崎山新潟市西区五十嵐上崎山新潟市西区五十嵐上崎山））））

内容：内容：内容：内容：「「「「地域地域地域地域の医療をの医療をの医療をの医療を担う担う担う担うといといといといううううこと」こと」こと」こと」

11118888～～～～22220日（月～水） 医療系職業研究0日（月～水） 医療系職業研究0日（月～水） 医療系職業研究0日（月～水） 医療系職業研究

11月 14日(金)午後 病院見学11月 14日(金)午後 病院見学11月 14日(金)午後 病院見学11月 14日(金)午後 病院見学④④④④新潟医療新潟医療新潟医療新潟医療セセセセンンンンタタタター(新潟市西区ー(新潟市西区ー(新潟市西区ー(新潟市西区小針小針小針小針))))

内容：内容：内容：内容：「「「「リリリリハビハビハビハビリ(リ(リ(リ(機能機能機能機能回回回回復復復復)・医療)・医療)・医療)・医療機機機機器(器(器(器(診診診診療療療療放射線放射線放射線放射線)」)」)」)」

25252525日(火)7限日(火)7限日(火)7限日(火)7限LHRLHRLHRLHR 医療講演会Ⅱ 大学講医療講演会Ⅱ 大学講医療講演会Ⅱ 大学講医療講演会Ⅱ 大学講義義義義体験（新大体験（新大体験（新大体験（新大出前出前出前出前講講講講義義義義・医学部・医学部・医学部・医学部保健保健保健保健学科）学科）学科）学科）

「子ど「子ど「子ど「子どももももの看護」 講師：の看護」 講師：の看護」 講師：の看護」 講師：住吉智住吉智住吉智住吉智子 先生子 先生子 先生子 先生

11112222月 4日(木)14:00～ 病院見学月 4日(木)14:00～ 病院見学月 4日(木)14:00～ 病院見学月 4日(木)14:00～ 病院見学⑤⑤⑤⑤長長長長岡岡岡岡西病院（長西病院（長西病院（長西病院（長岡岡岡岡市市市市三ツ郷屋三ツ郷屋三ツ郷屋三ツ郷屋町）町）町）町）

内容「内容「内容「内容「タタタターーーーミナミナミナミナルケア」ルケア」ルケア」ルケア」ビハビハビハビハーラ病ーラ病ーラ病ーラ病棟棟棟棟主体の見学主体の見学主体の見学主体の見学

11118888日（木） 医療講演会Ⅲ「日（木） 医療講演会Ⅲ「日（木） 医療講演会Ⅲ「日（木） 医療講演会Ⅲ「難難難難病について」病について」病について」病について」

16：016：016：016：05555～17：30 講師：新潟大学～17：30 講師：新潟大学～17：30 講師：新潟大学～17：30 講師：新潟大学脳脳脳脳研究研究研究研究所所所所所所所所長 西長 西長 西長 西澤澤澤澤正正正正豊豊豊豊 先生先生先生先生

講師：講師：講師：講師：患患患患者者者者様様様様からのおからのおからのおからのお話話話話「病「病「病「病気気気気になになになになっっっってててて感感感感じていること」じていること」じていること」じていること」

25252525日(木) 医療講演会日(木) 医療講演会日(木) 医療講演会日(木) 医療講演会ⅣⅣⅣⅣ「医療事「医療事「医療事「医療事故故故故・・・・現在現在現在現在の医療がの医療がの医療がの医療が抱え抱え抱え抱えるるるる問題問題問題問題」」」」

13：00～113：00～113：00～113：00～15555：30 講師：新潟県立看護大学教授 坪倉繁美 先生：30 講師：新潟県立看護大学教授 坪倉繁美 先生：30 講師：新潟県立看護大学教授 坪倉繁美 先生：30 講師：新潟県立看護大学教授 坪倉繁美 先生

～３月にかけて～３月にかけて～３月にかけて～３月にかけて 放課放課放課放課後後後後…………まとめ・パワーポイントによる発表資料作成まとめ・パワーポイントによる発表資料作成まとめ・パワーポイントによる発表資料作成まとめ・パワーポイントによる発表資料作成

２月２月２月２月 5555日(木)7限 医療講演会日(木)7限 医療講演会日(木)7限 医療講演会日(木)7限 医療講演会ⅤⅤⅤⅤ「看護師を「看護師を「看護師を「看護師を目指目指目指目指す後す後す後す後輩輩輩輩たちたちたちたちへへへへ」」」」

西高西高西高西高卒卒卒卒業生の業生の業生の業生の現役現役現役現役看護師との看護師との看護師との看護師との懇談懇談懇談懇談

新潟市新潟市新潟市新潟市民民民民病院看護師病院看護師病院看護師病院看護師 山賀誠山賀誠山賀誠山賀誠子子子子様様様様

３月３月３月３月 25252525日(水) 医療専攻発表会日(水) 医療専攻発表会日(水) 医療専攻発表会日(水) 医療専攻発表会

講講講講評評評評講師：新潟大学医学部講師：新潟大学医学部講師：新潟大学医学部講師：新潟大学医学部保健保健保健保健学科教授学科教授学科教授学科教授 佐山光佐山光佐山光佐山光子 先生子 先生子 先生子 先生

（大学・病院（大学・病院（大学・病院（大学・病院関係関係関係関係者、者、者、者、保保保保護者、学校護者、学校護者、学校護者、学校関係関係関係関係者をお者をお者をお者をお招き招き招き招きして）して）して）して）

H2４⼊学⽣：医療専攻第１期⽣ 該当⽣徒：２１名

３年⽣・・・進路実現をめざして

６月 講６月 講６月 講６月 講義義義義①「医療系①「医療系①「医療系①「医療系入試入試入試入試合合合合格格格格をめをめをめをめざざざざして」 本校教師して」 本校教師して」 本校教師して」 本校教師

内容：新潟県立看護大学・新潟県立新発田病院内容：新潟県立看護大学・新潟県立新発田病院内容：新潟県立看護大学・新潟県立新発田病院内容：新潟県立看護大学・新潟県立新発田病院附属附属附属附属看護学校看護学校看護学校看護学校

入試入試入試入試のののの傾傾傾傾向と対向と対向と対向と対策策策策




