
  

News Release 

 

平成２９年１０月５日 

香川香川香川香川のののの医療技術医療技術医療技術医療技術をををを世界世界世界世界へへへへ伝伝伝伝えるえるえるえる！！！！    

～～～～アジア・アフリカ・オセアニアのアジア・アフリカ・オセアニアのアジア・アフリカ・オセアニアのアジア・アフリカ・オセアニアの国々国々国々国々のののの妊産婦妊産婦妊産婦妊産婦のののの健康改善健康改善健康改善健康改善へへへへ～～～～    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  対象国（11ヶ国） ：アフガニスタン、ミャンマー、モルディブ、ラオス、東ティモール、 

バングラデシュ、ウガンダ、ケニア、サモア、キリバス、フィジー 

対象者（１９名）  ：政府、自治体の関係者 

期 間・研修場所  ：10月10日（火）～10月16日（月） 東京 

           10月17日（火）～10月18日（水） 岩手県遠野市 

10月20日（金）～11月 2日 

 

 

 

 

 

 

   

・同行通訳を介しての各国研修員への取材も可能です。 

・詳しいスケジュールは別紙を参照して下さい。 

・日程が変更になる場合もございますので、取材については事前にご連絡ください。 

香川大学瀬戸内圏研究センターは、国際協力機構四国支部（ＪＩＣＡ四国）と共同で平成２９年１０月

１０日～１１月２日の期間、アジア・アフリカ・オセアニアの国々（１１か国）から、政府や自治体関係

者１９名を受入れ、「妊産婦の健康改善」研修事業を実施します。 

自国の地域における妊産婦の健康改善を目指すため、妊産婦と新生児の死亡率が世界で最も低い香川県

の香川遠隔医療ネットワーク K-MIX や遠隔妊産婦ケアなどの取組について理解を深めていただきます。

その成果をもとに各国研修員と共にそれぞれの国の妊産婦の健康改善計画（案）を立案し、帰国後の政策

に活用していただきます。 

◆取材におすすめのプログラム◆ 

①10 月 20 日（金）9 時 30 分～10 時、研修員 19 名が浜田香川県知事を表敬訪問します。 

②10 月 30 日（月）9 時 20 分～16 時 15 分、香川大学幸町キャンパス（オリーブスクエア）にお

いて、チェンマイ、香港等とインターネットにより、現地と中継し、遠隔医療についての遠隔講義

を行います。 

お問い合わせ先 

� 香川大学瀬戸内圏研究センター 特任教授 原 量宏 

ＴＥＬ：０８７－８３２－１６７１  FAX：０８７－８３２－１３１９ 

メール：hara@med.kagawa-u.ac.jp 

� 不在の場合は、香川大学瀬戸内圏研究センター 事務 築田 まで 

ＴＥＬ：０８７－８８７－４９６７ 

メール：setouchi1@ao.kagawa-u.ac.jp 

（木） 香川県 



※病院等

日付 形態 場所

10:00 ～ 12:30 JICA東京 JICA東京

13:30 ～ 15:15 講義

波多野誠

上野哲夫

JICA四国支部　主任調査役

香川大学　瀬戸内圏研究センター

コーディネーター

JICA東京

15:30 ～ 17:00 永井真希

JICA人間開発部保健グループ

主任調査役

JICA東京

9:30 ～ 10:30 発表 JICA東京

10:30 ～ 12:00 講義 原量宏

香川大学　瀬戸内圏研究センター

特任教授

JICA東京

13:00 ～ 14:30 講義 中根恵美子

厚生労働省厚生労働省子ども家庭局

母子保健課　専門官

JICA東京

14:45 ～ 16:15 講義 片栁 早苗

総務省　情報流通行政局

情報流通振興課

情報流通高度化推進室

JICA東京

16:30 ～ 17:30 講義

西口孝広

丸山安曇(Azumi)

NTTドコモ　ライフサポートビジネ

ス推進部

株式会社博報堂DYメディアパート

ナーズ

JICA東京

9:30 ～ 10:30 講義 東福寺幾夫

一般社団法人 日本遠隔医療学会

専務理事・事務局長

JICA東京

10:45 ～ 11:45 講義 森臨太郎 国立成育医療研究センター JICA東京

13:30 ～ 15:30 見学 木戸道子 日本赤十字医療センター

16:00 ～ 18:00 見学 中林正雄 愛育病院

10/13(金) 13:00 ～ 15:30 見学 鈴木真

亀田総合病院

総合周産期母子医療センター 亀田総合病院

9:30 ～ 10:30 講義 高橋良行

富士通株式会社

グローバルビジネス統括部　シニア

ディレクター

JICA東京

10:45 ～ 11:45 講義 亀井智子 聖路加病院 JICA東京

9:30 ～ 11:30 見学 菊池　寿

遠野市健康福祉部健康福祉の里 保

健医療課長

遠野健康福祉の里

13:30 ～ 14:30 発表 菊池　寿

遠野市健康福祉部健康福祉の里 保

健医療課長

市役所とぴあ庁舎

15:00 ～ 15:40 見学 菊池　寿

遠野市健康福祉部健康福祉の里 保

健医療課長

遠野健康福祉の里

16:00 ～ 17:00 見学 菊池　寿

遠野市健康福祉部健康福祉の里 保

健医療課長

遠野市総合防災センター

9:00 ～ 11:00 見学 陸前高田

13:00 ～ 15:30 見学 小笠原敏浩 岩手県立大船渡病院 副院長 岩手県立大船渡病院

9:30 ～ 10:00 発表 浜田恵造 香川県知事 香川県庁

10:10 ～ 10:50 発表 山地聖子

香川県　健康福祉部　医務国保課

医療政策グループ　主任

香川県庁

12:30 ～ 12:40 講義 田村美紀子 香川大学　学術・地域連携推進室

香川大学(幸町)

オリーブスクエア

12:40 ～ 13:00 講義 近藤朝美 e-HCIK

香川大学(幸町)

オリーブスクエア

13:00 ～ 15:00 発表 波多野誠 JICA四国

香川大学(幸町)

オリーブスクエア

15:10 ～ 16:40 講義 中村安秀

甲南女子大学 看護リハビリテー

ション学部 教授

香川大学(幸町)

オリーブスクエア

16:40 ～ 17:10 講義 可児忠夫

株式会社テクノアスカ　　　　 IT

システム部　部長

香川大学(幸町)

オリーブスクエア

9:30 ～ 9:40 講義 横見瀬裕保

香川大学医学部附属病院

病院長

香川大学(医学部)

講義棟2階小D講義室

9:40 ～ 10:20 講義 和田健司 香川大学医学部　医用化学　教授

香川大学(医学部)

講義棟2階小D講義室

10:30 ～ 11:20 講義 Bogosi Mogale

Health Attache: South African

Embassy to Belgium, Luxembourg

and the Mission to the European

Union

香川大学(医学部)

講義棟2階小D講義室

13:00 ～ 14:00 講義 横井英人

香川大学医学部付属病院

医療情報部長(教授)

香川大学(医学部)

講義棟2階小D講義室

14:10 ～ 14:50 講義 日下

香川大学医学部附属病院

小児科(教授)

香川大学(医学部)

講義棟2階小D講義室

15:20 ～ 17:30 発表 波多野誠 JICA四国

香川大学(医学部)

臨床講義棟1階

青塗青塗青塗青塗 の施設では患者様の診察及びプライバシー等の関係上、院内での取材をご遠慮ください。

◆　研 修 日 程　◆◆　研 修 日 程　◆◆　研 修 日 程　◆◆　研 修 日 程　◆

時刻 研修内容 講師

10/23(月)

仮・K-MIXについて

インセプションレポート発表会・第2部

南アフリカにおける妊産婦ケアについて"Saving

Mothers" : An insight into the South African

maternal mortality management challenge.

県との意見交換「香川の母子保健の取組み」 12F第1

会議室 (県は県の通訳を介す)

10/18(水)

陸前高田市・復興現場の視察

（JICA四国・JICA東北アレンジ中）

香川大学内および大学周辺の紹介

e-HCIKの紹介

だれひとり取り残さない母子健康手帳

Maternal and Child Health Handbook for no one

left behind

ワクチンの自動登録

10/20(金)

10/17(火)

遠野市長表敬訪問（市役所とぴあ庁舎）

病院長挨拶

「日本・香川・医学部について」

“Introducing Japan, Kagawa and Faculty of

Medicine, Kagawa university”

遠野市総合防災センター見学

仮・新生児管理に関して

10/10(火)

Antenatal care and  Labor, delivery and

postpartum care unit  at Kameda medical center

日本における遠隔医療

研修員・関係者自己紹介

日本の看護教育の概要

Overview of Nursing Education System in Japan

10/16(月)

富士通の医療ICT技術事例

プログラムオリエンテーション

日本の母子保健行政のあゆみと特徴

－地域における妊産婦の継続的ケアの確保に向けて-

ブリーフィング

SDGsと母子保健（仮）

母子保健サービスの質の向上

日赤病院視察（広尾）

仮・医療ICTに関する総務省の取り組み」

知事表敬訪問

　21F特別会議室 (知事は県の通訳を介す)

インセプションレポート発表会・第1部（質疑込20分

/国）

大船渡病院視察

10/12(木)

10/11(水)

愛育病院視察（広尾、田町）

仮・電子母子手帳

遠野市助産院ネットゆりかご見学 ◎

 （遠野健康福祉の里）

遠野市助産院での遠隔妊婦健診（遠野健康福祉の

里）

香川県で開発された周産期管理システム、モバイル

CTGびグローバル展開-発展途上国での周産期死亡率

および妊産婦死亡率を下げるために-



日付 形態 場所時刻 研修内容 講師

9:30 ～ 10:30 講義 寅野貴史

(株)ＳＴＮｅｔ　営業本部　ソ

リューション営業部　ヘルスケア営

業課

STNet

11:00 ～ 11:40 講義 佐々木睦子 香川大学医学部　母性看護学　教授

香川大学(医学部)

講義棟2階小D講義室

13:00 ～ 講義 秦利之

香川大学医学部　周産期学婦人科学

教授

香川大学(医学部)

講義棟2階小D講義室

15:00 講義 田中宏和

香川大学医学部　周産期学婦人科学

准教授

香川大学(医学部)

講義棟2階小D講義室

15:00 ～ 17:00 見学 秦利之

香川大学医学部附属病院総合周産期

母子医療センター長

香川大学(医学部)

講義棟2階小D講義室

17:10 ～ 17:45 講義 南野哲男

香川大学医学部循環器・　　　腎

臓・脳卒中内科学　教授

香川大学(医学部)

講義棟2階小D講義室

10:30 ～ 11:30 見学  Akram Hossain

香川大学医学部細胞情報生理学・松

谷化学

松谷化学工業株式会社

12:00 ～ 14:00 見学 福田 美枝子 社会福祉法人　敬世会　総看護師長

特別養護老人ホームきや

ま

14:30 ～ 16:00 見学 大原昌樹 綾川町国民健康保険陶病院 院長

綾川町国民健康保険陶病

院

16:30 ～ 17:30 見学 浦田　堅人 勇心酒造株式会社 総務部 勇心酒造株式会社

9:30 ～ 11:00 見学 岸本 浩二

香川大学　瀬戸内圏研究センター

庵治マリンステーション　施設主任

県営第2桟橋

11:20 ～ 13:10 見学 三宅 オリーブ園

13:30 ～ 15:30 見学 林敬二 小豆島中央病院　上席副院長 小豆島中央病院

15:50 ～ 16:20 見学 増田 マルキン醤油内海診療所

16:40 ～ 17:20 見学 林敬二 小豆島中央病院　上席副院長 内海診療所

9:00 ～ 9:10 講義 筧善行 香川大学学長

香川大学(幸町)

オリーブスクエア

9:10 ～ 9:30 講義 多田邦尚

香川大学　瀬戸内圏研究センター長

教授

香川大学(幸町)

オリーブスクエア

9:30 ～ 10:20 講義 徳田雅明

香川大学　副学長・医学部　細胞生

理学教授

香川大学(幸町)

オリーブスクエア

10:30 ～ 11:30 実習 野田久尚

香川大学　インターナルオフィス

客員教授

香川大学(幸町)

教室

12:45 ～ 14:00 実習 上野哲夫

香川大学　瀬戸内圏研究センター

コーディネーター

香川大学(幸町)

オリーブスクエア

14:30 ～ 16:30 見学 露木佳子 香川県予防医学協会　産婦人科医 香川県予防医学協会

9:00 9:20 講義 竹内康人

瀬戸内圏研究センター

客員教授

香川大学（幸町）

オリーブスクエア

9:20 ～ 10:20

講義

（遠隔）

辰巳治之

新見隆彦

札幌医科大学

　大学院医学研究科

　　　生体情報形態学

　医学部医学科

　　　解剖学第一講座

  医学部医学科基礎医学部門講座解

剖学第一講座

香川大学(幸町)

オリーブスクエア

10:30 ～ 11:30

講義

（遠隔）

小田切幸平 名瀬徳洲会病院産婦人科

香川大学(幸町)

オリーブスクエア

13:00 ～ 13:40 講義 尾形優子

メロディ・インターナショナル株式

会社　CEO

香川大学(幸町)

オリーブスクエア

14:00 ～ 14:40 講義 大穂照久

株式会社ブイキューブ営業本部遠隔

医療システム開発担当

香川大学(幸町)

オリーブスクエア

15:00 ～ 15:30

講義

（遠隔）

Supatra

Sirichotiyakul

タイ・チェンマイ大学　准教授　産

婦人科医

香川大学(幸町)

オリーブスクエア

15:45 ～ 16:15

講義

（遠隔）

伊原鉄二郎 ロンドン医療センター院長

香川大学(幸町)

オリーブスクエア

16:30 ～ 17:45 講義 小野正人

株式会社かもめや

代表取締役 CEO

香川大学(幸町)

オリーブスクエア

18:00 ～ 19:00 実習 酒井みずき 香川大学 剣道部

香川大学(幸町)

武道館2階剣道場

9:00 ～ 16:30 見学

香川大学(幸町)

オリーブスクエア

9:00 ～ 11:30 実習 高木知巳

メロディ・インターナショナル株式

会社CFO

香川大学(幸町)

オリーブスクエア

12:30 ～ 17:00 実習 高木知巳

メロディ・インターナショナル株式

会社CFO

香川大学(幸町)

オリーブスクエア

9:00 ～ 11:30 発表 波多野誠 JICA四国

香川大学(幸町)

オリーブスクエア

12:30 ～ 17:00 発表 波多野誠 JICA四国

香川大学(幸町)

オリーブスクエア

9:30 ～ 11:00 発表 波多野誠 JICA四国

香川大学(幸町)

オリーブスクエア

11:10 ～ 12:00 講義 波多野誠 JICA四国

香川大学(幸町)

オリーブスクエア

10/31(火)

11/1(水)

11/2(木)

10/26(木)

10/27(金)

10/30(月)

評価会 今後の展開について日本側と話合い

閉講式 総評（原先生、野田先生、JICA）修了証書授

与

10/25(水)

研修員相互の情報交換

  (3グループに分かれての自由討議)

学長挨拶

瀬戸内圏研究センター長挨拶・センター紹介

希少糖による生活習慣病予防

国際協力論 授業で学生と交流

アクションプラン発表会(進行JICA)

1ヵ国20分

アクションプラン発表会(進行JICA)

1ヵ国20分

＊展示・デモ (昼食&休憩時間に

     ドローン、新M-CTGなど)

＊他のJICA事業所への遠隔中継

＊HCIFなどによる聴講者の募集

遠隔講義：チェンマイにおける周産期遠隔医療につ

いて (チェンマイ大学13:00～)

“Perinatal Telemedicine in Remote area　in

Chiang Mai Province”

アクションプラン作成 (グループで作成)

アクションプラン作成 (各自で作成)

仮・おなかの中から世界へ

V-CUBEと遠隔医療

V-CUBE and Telemedicine

遠隔講義：奄美大島の周産期医療の状況

遠隔講義：仮・遠隔医療に向けて

(香港 14:45～)

日本理解 剣道部との交流

仮・妊産婦ケアシステムの開発と普及

遠隔講義：仮・北海道の周産期医療の状況と奥尻島

の遠隔妊娠管理

仮・ドローンの活用とデモ(小野社長)

乳癌、子宮癌検診の見学・説明

香川県予防医学協会訪問

瀬戸内圏研究センターの調査船で移動 （県営第2桟

橋↔池田港）

 　道中:海から島々(女木,男木,大島)の生活を見学

オリーブ園見学・昼食

小豆島中央病院(池田)見学・説明

マルキン醤油記念館見学

内海診療所見学

仮・データセンターについて(STNet)

胎児心拍モニタリング

大学病院 総合母子医療センター視察

10/24(火)

仮・母性管理

松谷化学(希少糖)見学・説明

RARE SUGARS: NATURAL ZERO CALORIE SWEETENERS IN

RELATION TO OBESITY AND DIABETES TO CHANGE OUR

LIFE STYLE

最新の胎児超音波診断

K-MIXの活用例

特別養護老人ホーム城山 昼食、見学・説明

永井グループにおける在宅支援

Home care support by Nagai Group

勇心酒造(アトピー改善)見学・説明

国民健康保険陶病院見学・olive nurse説明


