第 4 回日本プライマリ・ケア連合学会学術
大会主要プログラム
（予定）
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5 月 18 日（土） 13:20～14：20 第 1 会場 / 大ホール

濃沼 信夫（大会長）
大内 憲明（東北大学医学系研究科長）
高柳 元明（東北薬科大学学長）
村井 嘉浩（宮城県知事）
嘉数 研二（宮城県医師会長）

崒嵤崿崳嵛崘
原 德壽（厚生労働省医政局長）
横倉 義武（日本医師会長）
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5 月 18 日（土） 14：30～15：30 第 1 会場 / 大ホール

ম峘ಁ༔ٕਃ峘ৎ৻峒岣ৠ峃峵ୢয岤ٕ
્શ 2
峃峵ৡ

柳田

邦男（ノンフィクション作家）

5 月 19 日（日） 11：00～12：00 第 1 会場 / 大ホール
伊藤

智也（ロンドンパラリンピック銀メダリスト）
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座長：石井 正（東北大学病院総合地域医療教育支援部）
加藤 寛（兵庫県こころのケアセンター）
木村 勤（鹿島記念病院）
佐藤 栄児（防災科学技術研究所兵庫耐震工学研究センター）
武田 真一（河北新報社編集局）
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座長：福井 次矢（聖路加国際病院）
池田 康夫（日本専門医制評価・認定機構）
小森 貴（日本医師会）
伊藤 澄信（国立病院機構本部）
吉村 博邦（地域医療振興協会）
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座長：内藤 広郎（みやぎ県南中核病院）
宮坂 圭一（宮坂医院）
石橋 幸滋（石橋クリニック）
松下 明（奈義ファミリークリニック）
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座長：尾藤 誠司（国立病院機構東京医療センター）
尾内 康彦（大阪府保険医協会）
深澤 直之（右田・深澤法律事務所）
岡本 左和子（NPO 法人架け橋）
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泉（丸山病院）草場

Health Service, UK）葛西

鉄周（北海道家庭医療学センター）澤

憲明（National

龍樹（福島県立医科大学地域・家庭医療学）

Patrick Hutt（ Royal College of General Practitioners）
Mark van der Wel（Department of Primary and Community Care, Radboud University
Medical Center）
Shinn-Jang Hwang（ Taiwan Association of Family Medicine）
Buenconsejo-Lum Lee （Department of Family Medicine and Community Health, John
A. Burns School of Medicine, University of Hawaii at Manoa）
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座長：西村 真紀（医療福祉生協連家庭医療学開発センター）
村田 亜紀子（岡山家庭医療センター）
武曾 惠理（田附興風会医学研究所・北野病院）
岩崎 滋樹（聖隷横浜病院）
河合 由紀（コンフォガーデンクリニック）
森 敬良（本田診療所）
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座長：永井 康徳（たんぽぽクリニック）
貝谷 伸（全国健康保険協会）
梶尾 雅宏（厚生労働省指導課）
川越 正平（あおぞら診療所）
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座長：太田 秀樹（医療法人アスムス）
田中 滋（慶應義塾大学経営管理研究科）
秋山 弘子（東京大学高齢社会総合研究機構）
迫井 正深（厚生労働省老人保健課）
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座長：雨森 正記（滋賀家庭医療学センター）坂口

眞弓（みどり薬局）

椿 哲朗（椿診療所）
秦 千津子（大塚雲鶴堂薬局）
下浦 佳之（日本栄養士会）
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座長：森本 剛（近畿大学医学部）
甲斐 克則（早稲田大学法務研究科）
豊田 郁子（NPO 法人架け橋）
松村 真司（松村医院）
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座長：近藤 克則（日本福祉大学健康社会研究センター）
小塩 隆士（一橋大学経済研究所）
森 亮太（NPO 法人ささしまサポートセンター）
和田 浩（健和会病院）
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座長：板東 浩（きたじま田岡病院） 丸山

泉（丸山病院）

中村 丁次（神奈川県立保健福祉大学）
江部 康二（高雄病院）
中村 巧（中村整形外科リハビリクリニック）
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座長：守屋 章成（兵庫民医連家庭医療学センター）
坂西 雄太（佐賀大学医学部地域医療支援学講座総合内科部門）
田村 圭（厚生労働省結核感染症課）
渕元 純子（日本助産師会保健指導部会）
堀 成美（国立国際医療研究センター国際感染症センター）
峯 真人（峯小児科）
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座長：寺崎 仁（横浜市立大学附属市民総合医療センター）
大道 久（社会保険横浜中央病院）
苛原 実（いらはら診療所）
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座長：小川 朝生（国立がん研究センター東病院）
星野 彰（岩手県立中部病院）
高橋 美保（訪問看護ステーションあゆみ）
木下 寛也（国立がん研究センター東病院）
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座長：川島 孝一郎（仙台往診クリニック）
蘆野 吉和（青森県立中央病院緩和医療科）
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林 章敏（聖路加国際病院緩和ケア科）
田村 里子（東札幌病院 MSW 課）
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座長：大生 定義（立教大学社会学部）
稲葉 一人（中京大学法科大学院）
本村 和久（沖縄県立中部病院）
藤沼 康樹（医療福祉生協連家庭医療学開発センター）
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座長：高野 義久（たかの呼吸器科内科クリニック）山岡

雅顕（洲本市応急診療所）

飯田 真美（岐阜県総合医療センター）
加藤 正隆（かとうクリニック）
門田 耕一郎（長崎大学地域医療学）
野村 英樹（杏林大学総合医療学）
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座長：前田 隆浩（長崎大学地域医療学） 長谷川

仁志（秋田大学総合地域医療推進学）

井階 友貴（高浜町和田診療所）
本石 裕也（長崎大学医学部）
新村 尚子（鹿児島大学病院）
井口 清太郎（新潟大学地域医療学）
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座長：丸山 泉（丸山病院） 片山 壽（片山医院）
藤田 伸輔（千葉大学医学部総合病院）
村上 智彦（ささえる医療研究所）
飯島 勝矢（東京大学高齢社会総合研究機構）
大島 伸一（国立長寿医療研究センター）
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座長：外山 学（益田診療所） 金丸

吉昌（美郷町地域包括医療局）

板東 浩（きたじま田岡病院）
梶井 英治（自治医科大学地域医療学センター）
朝倉 健太郎（大福診療所）
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座長：曽根 三郎（JA 高知病院）
秋月 玲子（厚生労働省がん対策・健康増進課）
堀田 知光（国立がん研究センター）
石岡 千加史（東北大学加齢医学研究所）
石川 秀樹（京都府立医科大学）
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座長：川合 秀治（松原クリニック訪問診療部）
秋山 正子（ケアーズ白十字訪問看護ステーション）
木村 幸博（もりおか往診クリニック）
轡 基治（うえまつ調剤薬局）
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座長：山脇 正永（京都府立医科大学） 藤島

一郎（浜松市リハビリテーション病院）

関 透（関医院）
梅﨑 俊郎（九州大学耳鼻咽喉科）
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座長：吉村 学（揖斐郡北西部地域医療センター）小玉

剛（こだま歯科医院）

森山 美知子（広島大学成人看護開発学）
齋藤 正美（日本訪問リハビリテーション協会）
嶋 元（しま薬局）
西村 一弘（緑風荘病院栄養室・健康推進部）
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座長：山城 清二（富山大学総合診療部） 大滝

純司（北海道大学医学教育推進センター）

松村 理司（音羽病院）
生坂 政臣（千葉大学総合診療部）
濱口 杉大（江別市立病院）
遠藤 秀彦（岩手県立釜石病院）
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純一（石巻市立病院開成仮診療所）

石木 幹人（岩手県立高田病院）
川島 実（本吉病院）
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鉄周（北海道家庭医療学センター）

池田

光穂（大阪大学コミュニケーションデザイン・センター）

猪飼

周平（一橋大学社会学研究科）
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座長：田妻 進（広島大学総合内科・総合診療科） 中西

重清（中西内科）

山中 克郎（藤田保健衛生大学救急内科）
内藤 俊夫（順天堂大学総合診療科）
黒川 勝己（川崎医科大学神経内科）
徳田 安春（筑波大学水戸地域医療センター）
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座長：吉本 尚（三重大学家庭医療学） 錦織

宏（京都大学医学教育推進センター）

遠井 敬大（川崎セツルメント診療所）
泉 京子（勤医協家庭医療センター月寒ファミリークリニック）
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宇井 睦人（東京医療センター総合内科）
春田 淳志（東京大学医学教育国際協力研究センター）

Meet the Expert
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座長：鈴木 央（鈴木内科医院）
飯島 勝矢（東京大学高齢社会総合研究機構）
Meet the Expert2
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座長：加藤 博之（弘前大学総合診療部）
生坂 政臣（千葉大学総合診療部）
Meet the Expert3
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座長：岡田 唯男（亀田ファミリークリニック館山）
家 研也（三重大学総合診療科）
井階 友貴（福井大学地域プライマリケア講座）
加藤 光樹（北海道家庭医療学センター栄町ファミリークリニック）
齊藤 裕之（さくらライフクリニック）
佐藤 健太（北海道勤医協札幌病院）
廣岡 伸隆（防衛医科大学総合臨床部）
Meet the Expert4

ૣਣ峕岴岻峵৵ుൖ૾Ꮳதఠణਫ਼ਪ峘ਠ૾峒ன

座長：川村 実（岩手県立中央病院総合内科）
鈴木 眞一（福島県立医科大学器官制御外科学）
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座長：和座 一弘（わざクリニック）
田原 卓浩（たはらクリニック）
田中 秀朋（あかちゃんとこどものクリニック）
川村 和久（かわむらこどもクリニック）
Meet the Expert6
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座長：松田 隆秀（聖マリアンナ医科大学総合診療内科）
浅井 篤（熊本大学生命倫理学）
尾藤 誠司（国立病院機構東京医療センター）
新保 卓郎（国立国際医療研究センター医療情報解析研究部）
Meet the Expert7
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座長：佐藤 元美（一関市国保藤沢病院）
猪飼 周平（一橋大学社会学研究科）
Meet the Expert8
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座長：千葉 大（八戸市立市民病院）
鈴木 富雄（名古屋大学総合診療科）
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座長：横谷 省治（筑波大学地域医療教育学）
村島 温子（国立成育医療研究センター）
荒田 尚子（国立成育医療研究センター）
WS2
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座長：錦織 宏（京都大学医学教育推進センター）
飯田 淳子（川崎医療福祉大学医療福祉学部）
山崎 浩司（信州大学医学部保健学科）
松井 智子（名古屋大学総合診療科）
宮地 純一郎（北海道家庭医療学センター）
茂木 恒俊（飯塚病院総合診療科）
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座長：南郷 栄秀（東京北社会保険病院総合診療科）
岡田 悟（東京北社会保険病院総合診療科）
WS4
座長：家
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研也（三重大学総合診療科）

北村 大（三重大学総合診療科）
高村 昭輝（三重大学伊賀地域医療学）
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座長：徳田 安春（筑波大学水戸地域医療教育センター）
野口 善令（名古屋第二赤十字病院救急・総合内科）
大西 弘高（東京大学医学教育国際協力研究センター）
松島 雅人（東京慈恵会医科大学臨床疫学）
小嶋 一（手稲家庭医療クリニック）
WS6

SEA 峘ু১峼ણ岵峁峉ઇ崓嵛崽崉嵔嵛崡ٕ峇峘ৰ峒ઈ峘嵅崌嵛崰

座長：松浦 武志（札幌医科大学地域医療総合医学）
川口 篤也（北海道勤医協総合診療・家庭医療・医学教育センター）
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座長：春田 淳志（東京大学医学教育国際協力研究センター）
大塚 眞理子（埼玉県立大学）
田 直子（王子生協病院）
宮城 桃子（王子生協病院）
小島 愛（王子生協病院）
WS8

০岵峳峑岷峵آ崊嵓崛嵤嵓ൂோඪ峘ଆஂোع崾嵒嵤崽嵣崌嵛崧嵤嵁嵛崟嵏嵛ع

座長：角南 隆史（肥前精神医療センター）
杠 岳文（肥前精神医療センター）
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久我 弘典（肥前精神医療センター）
勢島 奏子（肥前精神医療センター）
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座長：鈴木 央（鈴木内科医院）
鶴岡 優子（つるかめ診療所）
中川 貴史（寿都町町立診療所）
三浦 正悦（穂波の郷クリニック）
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座長：向原 圭（長崎医療センター総合診療科）
宮崎 景（高茶屋診療所）
北村 和也（勝川ファミリークリニック）
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座長：高木 幸夫（京都協立病院）
玉木 千里（京都協立病院）
寺本 敬一（たんご協立診療所）
佐々木

隆史（こうせい駅前診療所）

宮川 卓也（京都民医連第二中央病院）
澤田 いづみ（ファミリークリニック仁和診療所）
WS12

ఇදప峘峉峫峘崽崋崠崓嵓崊崣崡嵉嵛崰

座長：中桶 了太（長崎大学病院へき地病院再生支援・教育機構）
浜田 久之（長崎大学病院医療教育開発センター）
樋口 則英（長崎大学病院薬剤部）
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座長：坂口 眞弓（みどり薬局） 矢澤

一博（明治薬科大学）

矢作 直也（筑波大学）
嶋 元（しま薬局）
宇田 和夫（ファーコス）
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座長：前野 哲博（筑波大学地域医療教育学）
吉野 俊平（飯塚病院総合診療科）
岸田 直樹（手稲渓仁会病院総合内科・感染症科）
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座長：見坂 恒明（自治医科大学総合診療） 山本

祐（自治医科大学総合診療）

武田 孝一（自治医科大学総合診療）
隈部 綾子（自治医科大学総合診療）
南 建輔（公立豊岡病院総合診療科）
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座長：岡崎 悠治（自治医科大学学生） 山田

悟史（自治医科大学学生）久保

伸貴

（順天堂大学学生）
吉本 尚（三重大学家庭医療学）
中山 明子（西淀病院地域総合内科）
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座長：浜野 淳（筑波大学附属病院総合診療科） 田中

久也（田中医院）

菅野 哲也（荒川生協診療所）
木村 洋輔（筑波メディカルセンター病院緩和医療科）
大石 愛（King's College London）
WS18

ৌਵ岵峳৾峠ৰᄷ峔൧ਚઇٕ岬峔峉峘ઇ৽ୡ峒৶峼峠ٕ

座長：宮地 純一郎（北海道家庭医療学センター）
八藤 英典（北海道家庭医療学センター）
安藤 高志（北海道家庭医療学センター）
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正宗（東葛病院） 佐々木 隆徳（みちのく総合診療医学センター）

村上 純子（埼玉協同病院教育研修センター）
児玉 貴之（坂総合病院）
坂戸 慶一郎（健生黒石診療所）
本郷 舞依（みちのく総合診療医学センター）
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座長：矢澤 一博（明治薬科大学）
石橋 幸滋（石橋クリニック）
園田 光子（さいわい薬局）
中川

幸恵（札幌社会保険総合病院栄養部）
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座長：竹中 裕昭（竹中医院）
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座長：臺野 巧（北海道勤医協総合診療・家庭医療・医学教育センター）
川口 篤也（北海道勤医協総合診療・家庭医療・医学教育センター）
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隆史（こうせい駅前診療所）

四方 典裕（京都民医連中央病院救急科）
室生 卓（みどり病院）
増田 信弥（京都民医連中央病院検査技術課）
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座長：野口 善令（名古屋第二赤十字病院）
横江 正道（名古屋第二赤十字病院）
吉見 祐輔（名古屋第二赤十字病院）
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末松 篤樹（名古屋第二赤十字病院）
WS25

嵃嵤嵈崢峘ଳਡ峑ੇો峼൧峐岮岽岰 آৰᄷౣ

座長：佐藤 健一（Healthway Japanese Medical Centre）
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座長：加藤 一朗（隠岐病院）
伊藤 雄二（西吾妻福祉病院）
藤岡 洋介（菊川市家庭医療センター）
吉岡 哲也（けいじゅファミリークリニック）
髙野 綾
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座長：加藤 正隆（かとうクリニック）
野村 英樹（杏林大学総合医療学）
御前 秀和（三重大学伊賀地域医療学）
門田 耕一郎（長崎大学地域医療学）
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座長：松下 兼裕（松下医院）
手塚 善久（手塚医院）
徳満 哲司（徳満公認会計士事務所）
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座長：長谷川 仁志（秋田大学総合地域医療推進学）
齊藤 崇（秋田組合総合病院）
鬼平 聡（きびら内科クリニック）
中川 正康（市立秋田総合病院循環器内科）
伏見 悦子（平鹿総合病院循環器内科）
小林

希予志（市立秋田総合病院)
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座長：竹島 太郎（自治医科大学）
山本 洋介（京都大学医学部附属病院臨床研究総合センター）
福森 則男（京都大学医療疫学）
一瀬 直日（赤穂市民病院）
耒海 公彦（京都大学医療疫学）
大野 毎子（唐津市民病院きたはた）
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座長：田中 久也（田中医院）
佐古 篤謙（湯郷ファミリークリニック）
児玉 和彦（こだま小児科）
木島 庸貴（奈義ファミリークリニック）
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座長：吉田 伸（飯塚病院総合診療科）
菅家 智史（福島県立医科大学）
松井 善典（あざいリハビリテーションクリニック）
宇井 睦人（東京医療センター総合内科）
中山 明子（西淀病院）
崌嵛崧嵔崡崰 2
座長：孫

academic GP 峢峘嵣ਸ਼ 2 ฆ

大輔（東京大学医学教育国際協力研究センター）

松島 雅人（東京慈恵会医科大学臨床疫学）
井上 和男（帝京大学ちば総合医療センター地域医療学）
松本 正俊（広島大学地域医療システム学）
横林 賢一（広島大学病院総合内科・総合診療科）
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座長：北西 史直（トータルファミリーケア北西医院）
松村 真司（松村医院）
内山 富士雄（内山クリニック）
藤原 靖士（奈良市立月ケ瀬診療所）
古屋 聡（山梨市立牧丘病院）
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座長：神田 健史（自治医科大学地域医療学）
森田 喜紀（自治医科大学総合診療）
金丸 吉昌（美郷町地域包括医療局）
納谷 むつみ（青森県北通り地域医療研究会）
安藤 公一（愛知県津島市健康推進課）
上田 祐樹（自治医科大学総合診療）
関根 沙耶花（自治医科大学総合診療）
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憲治（徳島大学総合診療医学）

前田 隆浩（長崎大学地域医療学）
井口 清太郎（新潟大学地域医療学）
阿波谷

敏英（高知大学家庭医療学）

大脇 哲洋（鹿児島大学離島へき地医療人育成センター）
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座長：佐々木 隆徳（みちのく総合診療医学センター）
千葉 大（八戸市立市民病院救命救急センター）
坂戸

慶一郎（健生黒石診療所）
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山田 哲也（岩手県立中部病院救急総合診療科）
川島 実（本吉病院）
齊藤 稔哲（本吉病院）
位田 剣（公立黒川病院）
菅野 哲也（荒川生協診療所）
星野 智祥（坂総合病院総合診療科）
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座長：中川 貴史（寿都町立寿都診療所）
山田 康介（更別村国民健康保険診療所）
武藤 真祐（祐ホームクリニック石巻）
長 純一（石巻市立病院開成仮診療所）
木佐 健悟（倶知安厚生病院）
松田

諭（栄町ファミリークリニック）
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座長：齊藤 崇（秋田県総合診療・家庭医研修センター） 長谷川
療推進学）
作左部

大（秋田県総合診療・家庭医研修センター）

桑原 直行（秋田県総合診療・家庭医研修センター）
小幡 篤（みちのく総合診療医学センター）
葛西 智徳（青森県立中央病院総合診療部）
曽根 克明（岩手県立中部病院総合診療科）
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仁志（秋田大学総合地域医

