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第１会場  岡山コンベンションセンター / 3F コンベンションホール

10：00－12：00 シンポジウム１　「国民からの期待に応えられる総合診療専門医の育成を目指して」� �
（専門医制度推進委員会企画）
座長：前野　哲博（筑波大学附属病院　総合臨床教育センター）

  草場　鉄周（医療法人北海道家庭医療学センター）

企画責任者：草場　鉄周（医療法人北海道家庭医療学センター）

新たな専門医に関する仕組みと総合診療専門医について

  北澤　　潤（厚生労働省医政局医事課）

総合病院や他領域の専門医の視点から

  神野　正博（社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院）

患者が総合診療専門医に期待すること

  山口　育子（NPO法人ささえあい医療人権センターCOML）

求められる総合診療専門医とは～メディアの立場から

  岩本　　裕（NHK放送文化研究所世論調査部）

総合診療専門医の文脈性のある役割について

  丸山　　泉（日本プライマリ・ケア連合学会　理事長）

13：20－14：20 開会式・理事長講演
開会式
  松下　　明（社会医療法人清風会　岡山家庭医療センター　奈義ファミリークリニック　所長）

  丸山　　泉（日本プライマリ・ケア連合学会 理事長）

  石川　　紘（公益社団法人 岡山県医師会　会長）

理事長講演
座長：松下　　明（社会医療法人清風会　岡山家庭医療センター　奈義ファミリークリニック　所長）

演者：丸山　　泉（日本プライマリ・ケア連合学会 理事長）

14：30－16：00 大会長講演・特別講演１
大会長講演
座長：前野　哲博（筑波大学附属病院　総合臨床教育センター）

演者：松下　　明（社会医療法人清風会　岡山家庭医療センター　奈義ファミリークリニック）

特別講演１　「家族志向のプライマリ・ケア」（実行委員会企画）
座長：松下　　明（社会医療法人清風会　岡山家庭医療センター　奈義ファミリークリニック）

演者：Tom Campbell（University of Rochester, Family Medicine）

16：10－17：40 シンポジウム７　「多職種の立場からみた家族志向のケア」（実行委員会企画）
座長：若林　英樹（医療法人かがやき　総合在宅医療クリニック・岐阜大学医学教育開発研究センター）

  松下　　明（社会医療法人清風会　岡山家庭医療センター　奈義ファミリークリニック）

コメンテーター：Tom Campbell（University of Rochester, Family Medicine）

企画責任者：松下　　明（社会医療法人清風会　岡山家庭医療センター　奈義ファミリークリニック）

家族支援のスキルをもつ

  森山美知子（広島大学大学院医歯薬保健学研究院　応用生命科学部門　成人看護開発学）
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総合病院における臨床心理士の関わり～家族志向のケアの観点から～

  鈴木美砂子（岐阜県総合医療センター　母と子ども医療センター）

家族の支援を考える～在宅生活を支える家族のよりよいパートナーを目指して～

  池原　　忍（特定非営利活動法人　風まくら　相談センター風まくら）

第２会場  岡山コンベンションセンター / 2F レセプションホール

08：50－10：20 シンポジウム2　「日英交換留学成果報告会」（国際キャリア支援委員会企画）
座長：葛西　龍樹（福島県立医科大学 医学部　地域・家庭医療学講座）

  澤　　憲明（Stuart Road Surgery）

企画責任者：葛西　龍樹（福島県立医科大学 医学部　地域・家庭医療学講座）

日英若手家庭医による国際交流の魅力

  吉田　　伸（飯塚病院総合診療科 飯塚・頴田家庭医療後期研修プログラム）

日本と異なる英国の医療のシステムにおける家庭医の役割

  増山由紀子（医療生協さいたま大井協同診療所）

e-Portfolio�を活用した英国における家庭医療専門医育成システム

  髙栁　宏史（福島県立医科大学医学部 地域・家庭医療学講座）

The�Power�of�International�Partnerships�through�Exchange

  Robin Ramsay（Royal College of General Practitioners Junior International Committee, UK）

How�Useful�is�an�International�Primary�Care�Exchange?�A�European�Perspective�and�the�

Potential�for�Japan.

  Vikesh Sharma（Royal College of General Practitioners Junior International Committee, UK）

10：30－12：00 シンポジウム5　「診療所看護師育成を考える」（多職種協働のあり方プロジェクトチー
ム企画）
座長：石橋　幸滋（（医）実幸会　石橋クリニック）

企画責任者：石橋　幸滋（（医）実幸会　石橋クリニック）

診療所で活躍する看護師に関連した制度の動向

  島田　陽子（厚生労働省医政局看護課看護サービス推進室）

地域の在宅医療を担う訪問看護師の育成と課題

  石本　傳江（岡山県看護協会）

診療所看護師に必要とされる役割と能力

  森山美知子（広島大学大学院医歯薬保健学研究院　応用生命科学部門　成人看護開発学）

12：10－13：10 ランチョンセミナー１
座長：前野　哲博（筑波大学附属病院　総合臨床教育センター）

共催：アステラス製薬株式会社

プライマリ・ケアで診る前立腺がん～専門医との連携を含めて～

  赤倉功一郎（独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）東京新宿メディカルセンター　泌尿器科）
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16：10－17：40 シンポジウム8　「病院から在宅看取りまで」（実行委員会企画）
座長：佐藤　涼介（医療法人　佐藤医院）

  菅崎　仁美（岡山訪問看護ステーション看護協会）

企画責任者：佐藤　涼介（医療法人　佐藤医院）

岡山大学病院における在宅看取りの支援

  松岡　順治（岡山大学病院　緩和支持医療科）

病院から在宅看取りまでをサポートするプライマリ・ケア・チームの看護の役割

  赤瀬　佳代（かとう内科並木通り診療所 在宅医療連携支援チーム結）

在宅での看取りにおけるこれからの課題

  内藤さやか（ひかり薬局介護相談事務所）

訪問診療同行のメリット

  中山　弥生（いずみ薬局）

在宅医療特化型診療所における実践と連携上の課題

  小森　栄作（医療法人ザイタック ももたろう往診クリニック）

第３会場  岡山コンベンションセンター / 2F 展示ホール

08：50－10：20 シンポジウム3　「病院総合医関連の認定医 /専門医養成プログラムを検討する。」� �
（病院総合医プロジェクトチーム企画）
座長：大滝　純司（北海道大学　医学教育推進センター）

  山城　清二（富山大学附属病院　総合診療部）

企画責任者：山城　清二（富山大学附属病院　総合診療部）

日本プライマリ・ケア連合学会認定　家庭医療専門医研修プログラム ver.2について

  前野　哲博（筑波大学附属病院　総合臨床教育センター）

日本の内科系専門医制度の現状と将来像

  渡辺　　毅（福島県立医科大学　腎臓高血圧・糖尿病内分泌代謝内科）

日本病院総合診療医学会の認定医制度について

  内藤　俊夫（順天堂大学医学部総合診療科）

病院総合医養成プログラム認定試行事業の概要

  大滝　純司（北海道大学　医学教育推進センター）

10：30－12：00 シンポジウム6　「急性腹症診療ガイドライン・コンセンサスミーティング」� �
（急性腹症ガイドライン作成委員会企画）
座長：真弓　俊彦（産業医科大学医学部　救急医学講座）

  田妻　　進（広島大学病院総合内科・総合診療科）

企画責任者：田妻　　進（広島大学病院総合内科・総合診療科）

  真弓　俊彦（産業医科大学医学部　救急医学講座）

  吉田　雅博（国際医療福祉大学 化学療法研究所附属病院　一般外科）

  田妻　　進（広島大学病院総合内科・総合診療科）

  辻川　知之（滋賀医科大学　総合内科学講座）

  溝岡　雅文（広島大学病院総合内科・総合診療科）

  小豆畑丈夫（日本大学医学部 救急集中治療医学分野）

  前田　重信（福井県立病院　救命救急センター）

  三原　　弘（富山大学　内科学第三講座）
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12：10－13：10 ランチョンセミナー２
座長：木村　　正（大阪大学大学院医学系研究科 産科学婦人科学教室）

共催：MSD株式会社

HPVワクチンの安全性と正しい予防接種の打ち方について

  中野　貴司（川崎医科大学　小児科学）

16：10－17：40 シンポジウム9　「認知症の地域包括ケア」� �
（合同委員会企画：多職種協働のあり方プロジェクトチーム、地域包括ケア委員会、生
涯教育委員会、プライマリ・ケア薬剤師認定制度委員会）
座長：鈴木　　央（鈴木内科医院）

企画責任者：石橋　幸滋（（医） 実幸会　石橋クリニック）

東京都における「認知症の地域包括ケア」―東京都の認知症施策から―

  平川　博之（東京都医師会・ひらかわクリニック）

川西市・猪名川町での認知症対策　―つながりノート（連携ノート）を中心に―

  藤末　　洋（一般社団法人　川西市医師会）

東京都調布市における認知症疾患への取り組みについて

  西田　伸一（医療法人社団梟杜会　西田医院）

介護の立場から見た地域ケアネットワーク―ある夫婦が紡いだケアチームのきずな―

  八幡　茂子（NPO法人地域ケアネットワークゆいまぁる）

第４会場  岡山コンベンションセンター / 2F 201会議室

08：50－10：20 ワークショップ１　「Improving�family�medicine�residency�training.�
-�Comparison�and�exchange�the�experience�between�Singapore�and�Japan�-」
（国際関係委員会企画）

  Lee Kheng Hock（Department of Family Medicine and Continuing Care Singapore General Hospital）

  Yousuke Takemura（Department of Family Medicine Mie University School of Medicine & Graduate School of Medicine）

  Kenichi Sato（Healthway Japanese Medical Centre）

10：30－12：00 ワークショップ４　「How�to�get�your�paper�published�in�English」� �
（国際関係委員会企画）

  伴　信太郎（名古屋大学大学院医学系研究科総合医学専攻総合診療医学分野）

   John J. Frey III（Department of Family Medicine University of Wisconsin School of Medicine 

and Public Health）

  小泉　俊三（財団法人東光会 七条診療所）

16：10－17：40 ワークショップ７　「「抄録ブラッシュアップ」～わかりやすく採用されやすい抄録を作
ろう～」（合同委員会企画：編集出版委員会、研究支援委員会）

  野口　善令（名古屋第二赤十字病院　総合内科）

  山本　和利（札幌医科大学 地域医療総合医学講座）

  福原　俊一（京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻　医療疫学分野 /福島県立医科大学）

  徳田　安春（JCHO総合診療科）

  竹島　太郎（自治医科大学地域医療学センター　地域医療学部門）

  福間　真悟（京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻 医療疫学分野）

  長谷川　毅（昭和大学藤が丘病院　腎臓内科）
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第５会場  岡山コンベンションセンター / 3F 301会議室

08：50－11：50 シンポジウム4　「プライマリ・ケアで見聞する利益相反COI を語ろう」� �
（利益相反委員会企画）
座長：尾藤　誠司（ＮＨＯ東京医療センター）

企画責任者：箕輪　良行（聖マリアンナ医科大学病院　救急救命センター）

臨床研究とCOI��そもそも何のための臨床研究？�だれのための臨床研究

  植田真一郎（琉球大学医学部　臨床薬理学講座）

本来、問うべき利益相反の“本丸”は何か？

  川村　和美（シップヘルスケアファーマシー東日本　教育研修部）

開業医と利益相反　―過去、現在、未来―

  中西　重清（中西内科）

日常診療の中で、「利益相反」を考える

  和座　一弘（わざクリニック）

  小宮　英美（NHKラジオセンター）

12：10－13：10 ランチョンセミナー３
座長：内富　庸介（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　精神神経病態学教室）

共催：旭化成ファーマ株式会社

働くひとのうつ病

  上島　国利（国際医療福祉大学　医療福祉学部）

16：10－17：40 日野原賞　候補者発表
座長：小泉　俊三（財団法人東光会 七条診療所）

H-1� 誤嚥性肺炎における週末からの経口摂取再開が診療へ及ぼす影響

見坂　恒明（自治医科大学地域医療学センター総合診療部門）

H-2� 外来診療における、患者満足度・患者中心性と医師満足度の関係

北村　　大（三重大学医学部附属病院・総合診療科）

H-3� 家庭医療後期研修医を対象とした ITE（In�training�examination）の開発；妥当性・信頼

性の評価と受験者・作成者への影響の検証　第3報

春田　淳志（東京大学大学院医学系研究科　医学教育国際研究センター）

H-4� 一般内科病棟患者における、入院時栄養評価（MNA-SF）と臨床的転帰に関する前向きコ

ホート研究

佐藤　健太（北海道勤医協札幌病院）

H-5� Polypharmacy と低栄養状態は在宅医療早期終了のリスク

阿部　計大（手稲家庭医療クリニック）

H-6� 中年男性における睡眠時間と脂質異常症の新規発症リスク

衣畑　成紀（大阪市立大学医学部附属病院　総合診療センター）

H-7� プライマリ・ケア診療で有用な菌血症予測ルールの開発と検証～誰に血液培養を施行すべきか？～

竹島　太郎（自治医科大学地域医療学センター　地域医療学部門）
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第６会場  岡山コンベンションセンター / 3F 302会議室

12：10－13：10 ランチョンセミナー４
座長：今枝　博之（埼玉医科大学　総合診療内科）

共催：サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

プロカルシトニンを診療に如何に活用するか？

  真弓　俊彦（産業医科大学医学部　救急医学講座）

16：10－17：40 International�Session（国際関係委員会企画）
Chair：  Hiroyuki Kobayashi（Department of General Medicine, Mito Medical Center, Tsukuba 

University Hospital）

    Toshio Naito（Department of General Medicine, Juntendo University School of Medicine）

IS-1� Severe�hypercalcemia�presenting�in�a�young�male�with�malignant�lymphoma

  Dai Shimizu（Department of Internal Medicine, Shonan Kamakura General Hospital, Japan）

IS-2� FAMILY�MEDICINE�TRAINING�IN�SINGAPORE

  MY Chia（Family Medicine Continuing Care, Singapore General Hospital, Singapore）

IS-3� Improvement�in�self-assessed�ambulatory�care�skills�among�post-graduate�young�

physicians

   Nobutaka Hirooka（Department of General Medicine, National Defense Medical College, Japan）

IS-4� MAYO�MODEL�OF�COMMUNITY�CARE

  MARC TUMERMAN（Mayo Clinic Health System, U.S.A.）

IS-5� Primary�Care�Behavioral�Health

  Kenneth Kushner（Department of Family Medicine, University of Wisconsin, U.S.A.）

第７会場  岡山コンベンションセンター / 4F 405会議室

12：10－13：10 ランチョンセミナー５
座長：根来　　清（ねごろ神経内科クリニック）

共催：ファイザー株式会社

頭痛診療におけるプライマリ・ケア医の役割～片頭痛の見分け方と患者満足度の高い治療のコツ～

  五十嵐久佳（富士通クリニック　頭痛外来）

16：10－17：40 シンポジウム10　「新しい常識を人々に～糖質制限、褥瘡、脂質の考え方～」� �
（合同委員会企画：メタボ・ロコモ対策ワーキンググループ、広報委員会）
座長：江部　康二（高雄病院）

  板東　　浩（きたじま田岡病院／徳島大学）

企画責任者：板東　　浩（きたじま田岡病院／徳島大学）

脂質異常症は医原病

  大櫛　陽一（大櫛医学情報研究所 /東海大学）

一枚のラップが床ずれの常識を変えた

  鳥谷部俊一（大崎市民病院　鹿島台分院）

外傷の湿潤治療

  夏井　　睦（練馬光が丘病院 傷の治療センター）
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糖質制限の基礎と臨床

  江部　康二（高雄病院 /社団法人日本糖質制限医療推進協会）

ＰＣの哲学で糖質制限＋カロリー制限をうまく適用

  板東　　浩（きたじま田岡病院／徳島大学）

第８会場  岡山コンベンションセンター / 4F 406会議室

8：50－11：50 指導医養成講習会

16：10－17：40 ワークショップ８　「Inner�Consultation から学ぶ“自己管理”を重視した医療面接技法」
（翻訳プロジェクトチーム企画）

  草場　鉄周（医療法人北海道家庭医療学センター）

  葛西　龍樹（福島県立医科大学 医学部　地域・家庭医療学講座）

  加藤　光樹（医療法人豊泉会　丸山病院）

  髙栁　宏史（福島県立医科大学医学部 地域・家庭医療学講座）

第９会場  岡山コンベンションセンター / 4F 407会議室

08：50－10：20 ワークショップ２　「糖尿病診断アクセス革命―より早い発見のために―」� �
（プライマリ・ケア薬剤師認定制度委員会企画）

  坂口　眞弓（みどり薬局　千葉大学大学院医学薬学府）

  矢作　直也（筑波大学医学医療系 内分泌代謝・糖尿病内科）

  中田　素生（株式会社スギヤマ薬品　顧問）

  矢澤　一博（明治薬科大学　薬剤師生涯学習講座）

  嶋　　　元（しま薬局）

10：30－12：00 ワークショップ５　「エキスパートから学ぶ家族志向のケア教育の方法」� �
（実行委員会企画）

  松下　　明（社会医療法人清風会　岡山家庭医療センター　奈義ファミリークリニック）

  Tom Campbell（University of Rochester, Family Medicine）

  Kathy Cole-Kelly（Case Western Reserve University）

  藤谷　直明（社会医療法人清風会　岡山家庭医療センター　奈義ファミリークリニック）

12：10－13：10 「ランチタイム女☆医☆会�in�OKAYAMA～医学生・イクメン医師　大歓迎～」� �
（女性会員支援委員会企画）
企画責任者：村田亜紀子（社会医療法人清風会　岡山家庭医療センター　津山ファミリークリニック）

16：10－17：40 特別企画１　「大リーガー医に挑戦：米国型アテンディングカンファレンス」� �
（実行委員会企画）
企画責任者：森本　　剛（兵庫医科大学　内科学総合内科）

　講師：George W Meyer（兵庫医科大学　医学教育センター・総合内科）

　司会：森本　　剛（兵庫医科大学　内科学総合内科）
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第11会場  岡山全日空ホテル / 1F  曲水（東）

08：50－10：20 ワークショップ３　「薬剤師をハブにして多職種協働を考えるワークショップ」� �
（実行委員会企画）

  藤谷　直明  （企画担当） 

 （社会医療法人清風会　岡山家庭医療センター　奈義ファミリークリニック）

  中山　弥生（いずみ薬局） 

  南郷　栄秀（東京北社会保険病院） 

  前田　純子（NPO法人　響き合いネットワーク・岡山 SP研究会） 

  高木　秀彦（岡山市薬剤師会） 

  肥後　昇平（肥後薬局） 

  猪田　宏美（岡山大学病院薬剤部） 

  松浦　琢磨（エムエム薬局） 

10：30－12：00 ワークショップ６　「『Medical�Generalism』を学ぶ」（国際キャリア支援委員会企画）

  葛西　龍樹（福島県立医科大学 医学部　地域・家庭医療学講座） 

  澤　　憲明（Stuart Road Surgery）

  Patrick Hutt（英国ＧＰ：ロンドン在住開業医） 

  Robin Ramsay（Royal College of General Practitioners Junior International Committee, UK） 

  Vikesh Sharma（Royal College of General Practitioners Junior International Committee, UK） 
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5 月 10 日（土）

第６会場  岡山コンベンションセンター / 3F 302会議室

8：50－9：35 一般演題（口演）１　糖尿病
座長  板東　　浩（きたじま田岡病院／徳島大学）

O-001� 暮らし仕事と40歳以下２型糖尿病についての研究（民医連 T2DMU40スタディ第５報）：

糖尿病コントロールに影響する社会経済的要因分析

松本　　久（社会医療法人芳和会くわみず病院内科） 

O-002� 糖尿病合併脳血管障害発症の前後のパラメータの検討―日々の外来診療でその発症を予測

することは可能か―

丹村　敏則（愛知厚生連知多厚生病院） 

O-003� 糖尿病患者の歯が危ない―残存歯数調査から見えたこと―

布施　克也（新潟県立小出病院） 

O-004� 暮らし・仕事と40歳以下２型糖尿病についての研究―社会的要因と糖尿病の関係（民医連

T2DM研究　エントリー時概要）

莇　也寸志（石川勤労者医療協会城北病院内科） 

O-005� ipad・Filemaker 連携システムを利用した糖尿病CQI の報告

宮井由里子（医療法人社団弓削メディカルクリニック　滋賀家庭医療学センター） 

9：35－10：20 一般演題（口演）２　慢性疾患・地域の取り組み
座長　大島　民旗（西淀病院）

O-006� 催眠による体験的気づきを用いた慢性めまい治療の試み

蓮尾　英明（国立がん研究センター東病院緩和医療科） 

O-007� プライマリ・ケア医に参考となるてんかん患者治療時の留意点

浅野修一郎（帝京大学医学部脳神経外科） 

O-008� 大阪府医師会における府民調査事業の取り組みについて

加納　康至（大阪府医師会調査委員会） 

O-009� 中山間地の基幹病院の内科外来における「主訴－最終診断」についての前向き調査

福井　裕子（鳥取大学医学部地域医療学講座） 

O-010� なぜ呼吸数測定を省略してしまうのか？～質問紙法による当院での検討結果～

高山　　厚（下関市立豊田中央病院） 

10：30－11：15 一般演題（口演）３　学生・初期研修医教育
座長　大橋　博樹（多摩ファミリークリニック）

O-011� 地域医療教育におけるへき地特別プログラム参加学生に対する屋根瓦方式及び学習契約の効

果の検討

若林　崇雄（札幌医科大学臨床研修センター） 

O-012� 医学科２年次を対象にした被災地体験実習における将来の進路決定の影響について

田中　淳一（東北大学病院　総合地域医療教育支援部） 

O-013� 行政との共同の初期研修医地域医療教育

高村　昭輝（三重大学大学院医学系研究科伊賀地域医療学講座） 

O-014� 重症心身障害児（者）医療の学生教育

三浦　清邦（名古屋大学大学院医学系研究科　障害児（者）医療学寄附講座） 
O-015� 診療所における地域医療研修で初期研修医は何に関心を示し、何を学ぶのか？

朝倉健太郎（健生会　大福診療所） 
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11：15－12：00 一般演題（口演）４　研修医・研修生教育
座長　大橋　博樹（多摩ファミリークリニック）

O-016� カンファレンスの時間割を見直します！－カンファレンス運営の改善に関するアンケート調

査とWGの活動報告－

葛西　孝健（江別市立病院総合内科 Faculty Development Working Group） 

O-017� 院内 LANを用いたペーパーレスなアウトカム基盤型評価システム構築の試み

本村　和久（沖縄県立中部病院） 

O-018� 外来診療教育により初期研修医が修得する外来診療技能の伸長度調査

廣岡　伸隆（防衛医科大学校総合臨床部） 

O-019� 佐賀大学病院付属の地域公立病院内サテライト診療センターでの総合内科医育成と地域医療

連携：２年間の実績

山口　りか（佐賀大学医学部附属病院地域総合診療センター） 

O-020� 浜松医科大学産婦人科家庭医療学講座による女性医療教育と地域の産婦人科診療への貢献

鳴本敬一郎（浜松医科大学産婦人科家庭医療学講座） 

第７会場  岡山コンベンションセンター / 4F 405会議室

8：50－9：35 一般演題（口演）５　急性疾患・感染症
座長  井村　　洋（飯塚病院）

O-021� ESBL 産生大腸菌による尿路感染症の治療についての考察

山本　　章（尼崎介護老人保健施設ブルーベリー） 

O-022� 東京都港区におけるHaemophilus�influenzae の薬剤耐性化率の変化

小池　　宙（慶應義塾大学医学部漢方医学センター） 

O-023� 尿路感染症患者におけるESBL産生菌の背景因子に関する検討

生方　綾史（市立福知山市民病院） 

O-024� 総合診療科外来受診者における血液培養陽性例の検討

畑中　志郎（東京医科大学病院総合診療科） 

O-025� 急性期総合病院における結核患者の特徴

冨山　周作（湘南鎌倉総合病院　総合内科） 

9：35－10：20 一般演題（口演）６　高齢者・慢性疾患
座長　雨森　正記（医療法人社団弓削メディカルクリニック）

O-026� プライマリ・ケアの現場における抗酸菌感染症の診療―地域の一般病院での実症例に基づ

く検討

加藤　　冠（大泉生協病院） 

O-027� プライマリケア診療における高齢者NHCAPの重症度リスク因子の検討

久我　貴之（長門総合病院） 

O-028� 当院の高齢者救急患者に対する経口摂取への取り組みについて

山下　　巌（東名厚木病院　救急部） 

O-029� 高齢者では定期的な食事形態の評価が必要かもしれない～肺炎入院患者の入院前と退院時の

食事形態の比較より～

西村加奈子（市立福知山市民病院 総合内科） 

O-030� プライマリケアでCRPは感染症治療に役立つか？�あるいは他のmodality 評価はあるか？

～誤嚥性肺炎における検討～

脇田　嘉登（愛知医科大学病院　総合診療科） 
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10：30－11：15 一般演題（口演）７　在宅医療①
座長　外山　　学（益田診療所）

O-031� 産休・育休中等の女性皮膚科医による在宅・僻地診療支援システムの開発と在宅・僻地皮膚

診療実態調査

横林　賢一（広島大学病院　総合内科・総合診療科） 

O-032� 在宅医療に対する府民と医療者との意識乖離～「かかりつけ医」の意義～

中村　正廣（大阪府医師会調査委員会） 

O-033� 研究中間報告：EMPOWER-Japan�Study�（Elderly�Mortality�Patients�Observed�Within�

the�Existing�Residence）

渡邉　隆将（医療福祉生協連　家庭医療学開発センター（CFMD）） 
O-034� 施設での看取りの取り組みが急性期病院の負担を軽減できる可能性がある

野々上　智（医療法人社団健育会西伊豆病院） 

O-035� 岡山家庭医療センターにおける在宅患者の時間外オンコールの実態

中山　　元（社会医療法人清風会　岡山家庭医療センター） 

11：15－12：00 一般演題（口演）８　高齢者・終末期
座長　木村　眞司（松前町立松前病院）

O-036� 事前指示書の完成率等へのグループセッション導入の効果

津田　修治（筑波大学附属病院総合診療科） 

O-037� 医療従事者は事前指示に対してどのように考えているか（質的研究）

佐藤　優子（元　湯沢町保健医療センター地域家庭診療部） 

O-038� 患者満足度や不安経験等に対する事前指示書作成グループセッション導入の評価

鹿野　耕太（静岡家庭医養成プログラム） 

O-039� 終末期前に終末期医療について、家族内でまたは医療者と話し合うこと、書面に残すことに

ついての探索的研究

向原　千夏（三重大学医学部医学科） 

O-040� 入院患者におけるDNAR指示に関する医師・看護師の意識

藤井　麻耶（JA長野厚生連佐久総合病院総合診療科） 

第10会場  全日空ホテル / 1F  曲水（西）

8：50－9：35 一般演題（口演）９　急性期①
座長　松田　隆秀（聖マリアンナ医科大学総合診療内科）

O-041� 当院総合診療科におけるビタミンB1欠乏症入院症例の検討

北尾　章人（公立豊岡病院組合立　豊岡病院　総合診療科） 

O-042� 下部消化管内視鏡検査前処置により高Mg血症をきたし心停止に至った１例

細井　崇弘（筑波大学附属病院総合診療科） 

O-043� 総合診療科緊急入院患者の入院時血清Na値と院内死亡率の関係

遠藤　明子（神戸市立医療センター中央市民病院　総合診療科） 

O-044� 当院における後期高齢者の低ナトリウム血症症例の臨床的検討

緒方　俊介（神戸労災病院 内科） 

O-045� 粉瘤くりぬき法～エコー下局所麻酔注射併用～

白石　吉彦（隠岐広域連合立隠岐島前病院） 
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9：35－10：20 一般演題（口演）10　急性期②
座長　高柳　　亮（群馬家庭医療学センター前橋協立診療所）

O-046� 外来の待合室トリアージでアンダートリアージをする要素についての探索的研究

宮道　亮輔（聖路加国際病院 救急部） 

O-047� 熊本県のへき地医療機関における初期救急の実際－第2報

吉村　裕子（熊本大学医学部附属病院地域医療システム学寄附講座） 

O-048� 地域中核病院における遠隔画像診断に基づく診療支援の有用性

林　　宏樹（自治医科大学医学部医学科） 

O-049� 隠岐広域連合立隠岐病院内科における入院患者の検討―この島で必要な医療をこの島で提

供できるために―

小田川誠治（隠岐広域連合立隠岐病院） 

O-050� 当院の小児頭部外傷におけるCTのまとめ

小早川雄介（総合病院南生協病院） 

10：30－11：15 一般演題（口演）11　予防医療・健康増進①
座長　西村　真紀（日本医療福祉生協連家庭医療学開発センター（CFMD）・川崎医療生活協同組合あさお診療所）

O-051� 15歳、こんな性教育が受けたかった～20代看護学生の聞き取り調査から考える中学生に対

する性教育講演会～（中間報告）

池田裕美枝（洛和会音羽病院　総合女性医学健康センター） 

O-052� 平福診療所における胃がんハイリスク検診（ABC検診）の成績およびA判定者に関する問

題についての検討

佐藤　　航（平福診療所） 

O-053� 健診受診者における睡眠障害の調査

田中　寛人（和歌山県立医科大学付属病院　紀北分院　内科） 

O-054� 喫煙習慣・生活習慣は禁煙の妨げとなるか：禁煙達成成否要因の検討

小林　正宜（大阪市立大学大学院医学研究科　総合医学教育学／総合診療センター） 

O-055� 現代女性の骨盤形態：プライマリケア医の介入の意義は？

鳴本敬一郎（浜松医科大学産婦人科家庭医療学講座） 

11：15－12：00 一般演題（口演）12　予防医療・健康増進②
座長　板東　　浩（きたじま田岡病院／徳島大学）

O-056� プライマリ・ケア医による脊椎圧迫骨折の診断：非専門医における脊椎 X線評価の信頼性

の検討．

早川　史広（新城市民病院） 

O-057� 幼児の生活習慣と疾病罹患率の関連性の評価

山口　治隆（徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部総合診療医学分野） 

O-058� 喫煙と喫煙場所や禁煙飲食店の利用の関係について

御前　秀和（三重大学大学院医学系研究科伊賀地域医療学講座） 

O-059� 外来診察中に肺炎球菌ワクチンを推奨することと高齢者の肺炎球菌ワクチンの接種行動は関

連しているのか？

横田万里子（静岡家庭医養成プログラム） 

O-060� 日本プライマリ・ケア連合学会認定後期研修全プログラムへの小児診療に関するアンケート

調査

川井　　巧（公立大学法人福島県立医科大学医学部地域・家庭医療学講座） 
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一般演題（口演）
5 月 10 日（土）

16：10－17：00 一般演題（口演）13　薬剤ケア・リハビリ
座長　矢澤　一博（明治薬科大学　薬剤師生涯学習講座）

O-061� 胃全摘術後ビタミンB12欠乏症に対する経口補充療法　治療効果と経済的負担の検討

間遠　一成（間遠医院） 

O-062� 医師と薬剤師のワルファリン服用患者の共同薬物治療

中村　一仁（愛知学院大学薬学部） 

O-063� 保険薬局の薬剤師による継続的な服薬指導における喘息の治療効果

有海　秀人（北里大学薬学部　臨床薬学研究・教育センター） 

O-064� 心臓・血管リハビリテーション室の工夫

土田　博光（誠潤会水戸病院　心臓血管外科） 

O-065� 嚥下障害食道期の異常を呈する頻度について

村田　和弘（飯塚市立病院） 

第11会場  全日空ホテル / 1F  曲水（東）

16：10－17：00 一般演題（口演）14　メンタルヘルス・教育
座長　山城　清二（富山大学附属病院　総合診療部）

O-066� 全人的苦痛（トータルペイン）の評価を行い診療に臨んだ非定型顔面痛の一例

酒井　清裕（近畿大学医学部内科学腫瘍内科部門心療内科分野） 

O-067� 大学病院心療内科に紹介となり、診断エラーが判明した３症例の検討

大武　陽一（近畿大学医学部内科学腫瘍内科部門心療内科分野） 

O-068� 心身症診療を学ぶワークショップへ参加したプライマリ・ケアに従事する医師・薬剤師の

ニーズ

小林　正尚（奈良県立医科大学附属病院　総合診療科） 

O-069� プライマリ・ケアの診療に心身医学的アプローチを取り入れる意義―総合診療科の患者調

査より―

西山　順滋（関西医科大学附属枚方病院総合診療科） 

O-070� 診療科の垣根を超えて心身症診療を学ぶワークショップの開発と実施―第一報―

片岡　裕貴（京都大学大学院医学研究科医療疫学分野）
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一般演題（ポスター）
5 月 10 日（土）

5 月 10 日（土）

ポスター会場  岡山コンベンションセンター / 1F イベントホール

16：10－16：50 一般演題（ポスター）１　患者中心の医療と家族志向のケア
座長　豊田　英嗣（社会医療法人清風会　岡山家庭医療センター日本原病院　身心医療課）

P-001� EBMで患者中心性を評価する

古谷　伸之（東京慈恵会医科大学　内科） 

P-002� 総合診療外来における中医学アプローチの取り組み

奥野　智織（東京女子医科大学　総合診療科） 

P-003� ナラティブ・アプローチにより原因が確定された歩行障害の1例

荒木　利卓（独立行政法人国立病院機構長崎医療センター総合診療科） 

P-004� 介護問題での家族アプローチ

市山　康暢（町立太良病院） 

P-005� 家族―多職種カンファレンスにより家族の思いを傾聴し多職種で共感することに成功した１例

向坊　賢二（北海道勤医協　総合診療・家庭医療・医学教育センター（GPMEC）） 

16：55－17：35 一般演題（ポスター）２　地域包括ケア・地域保健①
座長　杉田　義博（台東区立台東病院）

P-006� 東京都足立区北部地域における地域診断の試み

田中　公孝（医療福祉生協連家庭医療学開発センター） 

P-007� 首都圏の大規模集合住宅地域における地域診断の取組み：高齢者をとりまく健康課題の分析

孫　　大輔（東京大学大学院医学系研究科医学教育国際研究センター） 

P-008� 豪雪中山間地域における高齢者の生活環境と健康に関する聞き取り調査①―位置情報によ

るアクセス解析―

山田明日実（新潟大学医学部医学科）

P-009� 豪雪中山間地域における高齢者の生活環境と健康に関する聞き取り調査②―うつ・閉じこ

もりの観点から―

鈴木里可子（新潟大学医学部医学科）

P-010� 「医療機関・薬局・栄養ケアステーションの連携のあり方」

星　　利佳（ほし薬局） 

16：10－16：50 一般演題（ポスター）３　地域包括ケア・地域保健②
座長　孫　　大輔（東京大学大学院医学系研究科医学教育国際研究センター）

P-011� 患者状態連絡票を用いた地域連携における情報共有

杉田　義博（台東区立台東病院） 

P-012� 効果的な多職種連携についての模索～保健師のストレス要因と、研修医の感じる保健師の役

割認識より～

坂内　由紀（沖縄県　竹富町役場） 

P-013� 東京慈恵会医科大学疫学研究会による茨城県常陸太田市に於ける健康調査と生活習慣改善の

取り組み（第7報）

中河西　絵（東京慈恵会医科大学疫学研究会） 

P-014� 豊田市における在宅医療を推進する上での多職種連携の視点と課題

松井　道裕（公益財団法人　豊田地域医療センター） 
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一般演題（ポスター）
5 月 10 日（土）

16：55－17：35 一般演題（ポスター）４　統合的ケア
座長　加藤　一朗（隠岐広域連合立隠岐病院）

P-015� プライマリ・ケア医として関わった足壊疽患者の経験

本田　明生（和歌山生協病院） 

P-016� 認知症疾患医療センター３年目の課題

高玉　真光（公益財団法人老年病研究所附属病院認知症疾患医療センター） 

P-017� 高松協同病院における地域ケア部（外来）NST活動ｊの２年間のまとめ

北原　孝夫（香川医療生活協同組合　高松協同病院） 

P-018� MKGH�Wedding�Project�～人工呼吸器患者の結婚式参列をサポートした経験～

北原多佳子（筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター　総合病院水戸協同病院　総合診療科） 

P-019� グループホーム職員が日常的に感じる不安や困難に関する調査～よりよい医療連携のために～

中村奈保子（社会医療法人清風会　津山ファミリークリニック） 

16：10－16：50 一般演題（ポスター）５　予防医療・健康増進①
座長　後藤　忠雄（郡上市地域医療センター）

P-020� 地域在住者における中心血圧に対する体重減量の効果

川本　龍一（愛媛大学大学院医学系研究科地域医療学） 

P-021� 当科禁煙外来における、バレニクリンによる禁煙補助治療の12週治療成績の推移

伊藤　　恒（湘南藤沢徳洲会病院　神経内科） 

P-023� 取り組み報告　当院職員に対しての抗体価測定・ワクチン接種について

高橋　賢史（出雲家庭医療学センター　出雲市民病院　家庭医療科） 

P-024� 器質的心疾患のない睡眠時無呼吸患者の不整脈に関するCPAPの効果

高橋　優二（井上病院） 

16：55－17：35 一般演題（ポスター）６　予防医療・健康増進②
座長　市山　康暢（町立太良病院）

P-025� 任意接種ワクチンの公費全額助成実現後の接種数調査

賀來　　敦（社会医療法人清風会　岡山家庭医療センター） 

P-026� 中山間地の大腸がん診療における地域中核病院が果たす役割

渡邉ありさ（鳥取大学医学部　地域医療学講座） 

P-027� 地域住民における主観的健康感はやはり死亡を予測するか？

後藤　忠雄（郡上市地域医療センター） 

P-028� 診療所で小児へのワクチン接種を開始した取り組み

藤原　悠子（出雲家庭医療学センター） 

P-029� 地域で介護予防推進に取り組む介護予防サポーターの「学びなおし研修」に対するニーズ調査

亀ヶ谷忠彦（群馬大学大学院保健学研究科リハビリテーション学講座） 

16：10－16：50 一般演題（ポスター）７　予防医療・健康増進③ /医療者－患者関係①
座長　浜田　紀宏（鳥取大学医学部地域医療学講座）

P-030� 家庭医診療所におけるかかりつけ患者への渡航に伴う診療内容の検討

中山久仁子（医療法人メファ仁愛会　マイファミリークリニック蒲郡） 

P-031� 感染対策の一貫としての肺炎球菌ワクチン接種の取り組み

田上　智子（頴田病院） 

P-032� 小児期の任意接種に関する保護者の意識調査

高田　　晋（高崎中央病院） 
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一般演題（ポスター）
5 月 10 日（土）

P-033� 「総合診療医」と「かかりつけ医」をめぐる諸問題について

岩本　伸一（大阪府医師会調査委員会） 

P-034� Difficult�patient の対応を通して学んだこと

田中　雅之（東京医療センター） 

16：55－17：35 一般演題（ポスター）８　医療者ー患者関係② /コミュニケーション①
座長　岩間　秀幸（亀田ファミリークリニック館山）

P-035� 患者はどの科にかかりたいか？―症状別希望受診科アンケートからみえる住民と医療者の

意識の共通点と相違点

井階　友貴（福井大学医学部地域プライマリケア講座） 

P-036� 多職種連携におけるSP（模擬患者）参加型コミュニケーション研修

晴田　佑介（岡山大学病院） 

P-037� チーム医療スタッフの患者－医療者間の信頼関係の構築についての意識調査―その現状と

今後の展望―

豊田　英嗣（岡山家庭医療センター日本原病院　身心医療課） 

P-038� 医学生が臨床実習・臨床知識を学ぶ前段階での面接技法教育の意義

浜田　紀宏（鳥取大学医学部地域医療学講座） 

P-039� 岡山臨床スキルアップ研究会の取り組み～定例会におけるSP参加型ロールプレイ～

山下　大輔（岡山臨床スキルアップ研究会） 

16：10－16：50 一般演題（ポスター）９　コミュニケーション② /患者教育
座長　松田　能宣（国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　心療内科）

P-040� 岡山臨床スキルアップ研究会の取り組み～学生主催の参加型ワークショップ～

川野　　香（岡山臨床スキルアップ研究会） 

P-041� 家庭医の診察時間は何分？～家庭医研修における習熟度と診察時間、患者満足度の関係～

岩間　秀幸（亀田ファミリークリニック館山） 

P-042� 家庭医による糖尿病教室は、患者のHbA1c を低下させるか？

近藤　　諭（三重県立一志病院　家庭医療科） 

P-043� 住民の意識を変えよう、地域を変えよう―住民・行政・医療者の協働による地域ケアワー

クショップの効果

井階　友貴（福井大学医学部地域プライマリケア講座） 

P-044� 食事の摂り方が食後の血糖値に与える影響

家辺　愛子（株式会社 阪神調剤薬局） 

16：55－17：35 一般演題（ポスター）10　急性疾患や外傷のケア①
座長　羽田　俊彦（武蔵野赤十字病院）

P-045� 地方急患診療所におけるプライマリケア医の役割

福本　一朗（長岡技術科学大学生物系医用生体工学教室） 

P-046� へき地診療所における急性腸炎の検討

寒川　浩道（橋本市民病院） 

P-047� 腹膜炎による大量腹水貯留を契機に診断に至った遅発性♂VPシャント感染の一例

高木　星宇（筑波メディカルセンター病院総合診療科） 

P-048� 順天堂医院救急科で診療を行った背部痛の検討

柳川　洋一（順天堂大学医学部附属静岡病院） 

P-049� ブルガダ症候群の剖検症例の経験から、遺伝が関与する疾患への診療対応について

古川　智之（滋賀医科大学社会医学部門法医学講座） 
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一般演題（ポスター）
5 月 10 日（土）

16：10－16：50 一般演題（ポスター）11　急性疾患や外傷のケア②
座長　福本　一朗（長岡技術科学大学生物系医用生体工学教室）

P-051� 災害支援医療の慢性期において全科診療を行う総合診療医が重要である

羽田　俊彦（武蔵野赤十字病院） 

P-052� 咬傷部痂皮のPCRにて Streptobacillus�moniliformis を検出した鼠咬症の1例

橋本　由徳（鳥取県立中央病院総合診療科） 

P-053� 救命救急センターに搬送になった異物による窒息が原因の心肺停止症例の検討

方波見謙一（市立札幌病院） 

P-054� 診断に苦慮した肺梗塞を来たした若年女性の一例

中村　友之（大阪市立総合医療センター　総合診療科） 

16：55－17：35 一般演題（ポスター）12　急性疾患や外傷のケア③
座長　小林　威仁（埼玉医科大学総合診療内科）

P-055� MSSA敗血症により化膿性筋膜炎と多発性関節炎を呈した１例

陸田　典和（富山大学附属病院総合診療部） 

P-056� 上行腰静脈に迷入した中心静脈カテーテルが原因と考えられた腸腰筋膿瘍に小脳脳膿瘍を合

併した１例

川本　亜弥（愛媛県立中央病院臨床研修センター） 

P-057� 早期診断・治療により良好な転帰をたどった成人発症のインフルエンザ脳症の一例

大塚　貴博（筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター・水戸協同病院総合診療科） 

P-058� 強盗からの絞首による顔面の著明なうっ血、浮腫、皮下出血所見等に漢方薬治療が著効した

80代女性の１例

藤田　浩二（亀田総合病院総合診療・感染症科） 

P-059� 病病連携により家族にも予防として破傷風トキソイドを施行した破傷風患者の経験例

荒木　利卓（独立行政法人国立病院機構長崎医療センター総合診療科） 

16：10－16：50 一般演題（ポスター）13　急性疾患や外傷のケア④
座長　三村　誠二（徳島県立中央病院　救急科）

P-060� 特徴的な皮膚所見に対して皮膚生検を繰り返し、最終的に血管内リンパ腫と診断された一例

中山　翔太（佐賀大学医学附属病院　総合診療部） 

P-061� 慢性腎不全の急性増悪によりピルシカイニド中毒となり緊急透析により改善した症例

池谷　直樹（焼津市立総合病院） 

P-062� 神経性食思不振症に類似した症状を呈したスキルス胃癌の一例

立花　祐毅（公立豊岡病院　総合診療科） 

P-063� 経過中に咽頭痛の増悪と開口障害を認めた伝染性単核症

水上　潤哉（東京医科大学病院　総合診療科） 

P-064� 熱中症、暑気あたりに対して漢方治療が有効であった４症例

吉永　　亮（飯塚病院東洋医学センター漢方診療科） 

16：55－17：35 一般演題（ポスター）14　急性疾患や外傷のケア⑤
座長　中嶋　　裕（山口県立総合医療センター　へき地医療支援センター）

P-065� 徳島県南の僻地医療拠点病院による救急医療用ヘリコプター（以下ドクターヘリ）の利用状況

田畑　　良（徳島大学大学院総合診療医学分野） 
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一般演題（ポスター）
5 月 10 日（土）

P-066� 不明熱で来院した急性リウマチ熱の一例

桑野　公輔（東海大学医学部附属病院） 

P-067� 左上肢不随意運動から診断に至った壊死性筋膜炎の１例

角谷　拓哉（湘南鎌倉総合病院） 

P-068� 山口県東部の救急病院における院外心停止例

白木　照夫（国立病院機構岩国医療センター） 

P-069� ドクターヘリ活動におけるポータブル超音波診断装置の活用

三村　誠二（徳島県立中央病院　救急科） 

16：10－16：50 一般演題（ポスター）15　急性疾患や外傷のケア⑥
座長　白木　照夫（国立病院機構岩国医療センター）

P-070� ステロイド投与せずに軽快した好酸球性血管浮腫

児嶋　君児（東京医科大学病院　総合診療科） 

P-071� 総合診療科における入院患者の動向

市原新一郎（徳島県立中央病院　総合診療科） 

P-072� 持続する発熱・倦怠感を主訴に受診し、伝染性単核球症と血球貪食症候群の鑑別を要した一症例

鈴木　智晴（筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター水戸協同病院　総合診療科） 

P-073� 口対鼻人工呼吸の精神的抵抗と簡便さ―口対口人工呼吸との比較―

中嶋　　裕（山口県立総合医療センター　へき地医療支援センター） 

P-074� 原因不明の浮腫により総合診療内科に入院となった患者の原因疾患

小林　威仁（埼玉医科大学総合診療内科） 

16：55－17：35 一般演題（ポスター）16　急性疾患や外傷のケア⑦
座長　松原　英俊（武田総合病院）

P-075� 当院（一般無床診療所）における市中肺炎の特徴

樋口　哲郎（医療法人社団健康会　谷根千クリニック） 

P-076� 薬剤長期内服による高マグネシウム血症と高カルシウム血症の発症リスクの現状把握に向け

ての取り組み

清田　実穂（医療福祉生協連家庭医療学開発センター（CFMD）　あさお診療所） 
P-077� 大学病院における総合診療科入院患者の検討

伊藤　千弘（愛知医科大学病院　総合診療科） 

P-078� 拍動性頭痛を主訴に来院したVogt －小柳－原田病の一例

松島　和樹（飯塚病院） 

P-079� 食道アカラシアによる繰り返す嘔吐から高度の代謝性アルカローシスを呈した１例

滝　　直也（自治医科大学総合診療内科） 

16：10－16：50 一般演題（ポスター）17　急性疾患や外傷のケア⑧
座長　清田　実穂（医療福祉生協連家庭医療学開発センター（CFMD）　あさお診療所）

P-080� 海外渡航歴が存在したために診断に苦慮した大腸憩室炎の１例

宮崎　賢治（自治医科大学　総合診療内科） 

P-081� アルカリ性剤の誤飲に対する初期対応：超急性期の牛乳摂取と予後評価の内視鏡検査の有用性

金　　弘子（飯塚病院） 

P-082� 典型的なMRI 所見を呈し遺伝性プリオン病と早期診断した48歳女性

高木　　博（筑波メディカルセンター病院総合診療科） 

P-083� 腎盂腎炎の診断におけるMRI の妥当性の検討

松原　英俊（武田総合病院） 
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一般演題（ポスター）
5 月 10 日（土）

P-084� 急性発症１型糖尿病にBasedow病を合併した多腺性自己免疫性疾患３型Variant の一例

中西優市郎（市立福知山市民病院 総合内科） 

16：55－17：35 一般演題（ポスター）18　急性疾患や外傷のケア⑨
座長　赤石　　雄（東京医科大学病院　総合診療科）

P-085� 市中病院総合内科における他科依頼の役割と現状

矢吹　　拓（国立病院機構　栃木医療センター）

P-086� コインの誤飲、小児の誤飲に対し内視鏡下摘出しえた１例

白石　裕子（隠岐広域連合立隠岐島前病院）

P-087� 非特異的症状から診断に至り救命しえた80歳全身性エリテマトーデスの１例

佐藤　利栄（水戸協同病院　筑波大学附属水戸地域医療教育センター　総合診療科）

P-088� プライマリ・ケアの外科処置・小外科に役立つ安全・簡単な末梢神経ブロック～ポケットエ

コーからブラインドまで～

小林　　只（六ケ所村国民健康保険尾駮診療所） 

P-089� 総胆管結石による胆管炎に門脈血栓症を合併した１例

南　　建輔（自治医科大学　総合診療内科）

16：10－16：50 一般演題（ポスター）19　急性疾患や外傷のケア⑩
座長　小林　　只（弘前大学付属病院　総合診療部）

P-090� 当院での総合診療部と救急部の連携

小浦　友行（富山大学　富山プライマリ・ケア講座） 

P-091� 蜂刺症の疫学とベタメタゾン局所注射の効果について

遠藤　健史（隠岐広域連合立隠岐島前病院） 

P-092� 十二指腸 angiodysplagia を契機に診断した悪性黒色腫の一例

高橋　聡子（筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター /水戸協同病院　総合診療科） 

P-093� 児童期より腹痛を繰り返し、30代になってオッディ括約筋機能障害と診断された1例

赤石　　雄（東京医科大学病院　総合診療科） 

P-094� 脱毛・味覚障害・下痢の多彩な症状を呈した１例

並川　浩己（大阪市立大学大学院医学研究科　総合医学教育学 /総合診療センター） 

16：55－17：35 一般演題（ポスター）20　急性疾患や外傷のケア⑪
座長　山下　　進（徳山中央病院）

P-095� 胸部外傷後心嚢液貯留を繰り返した１例

田井　義彬（奈良県立医科大学　総合医療学） 

P-096� Isolated�dizziness 症例における末梢性めまいと中枢性めまいの鑑別に有用な因子の検討

松本松いく（福岡市民病院救急科）

P-097� カゼ症候群の追跡調査（第１報）

高木　　博（筑波大学大学院人間総合科学研究科） 

P-098� 診断に難渋した右鎖骨上リンパ節腫大の一例

幕内安弥子（大阪市立大学医学部附属病院　総合診療センター） 

P-099� 尿閉を主訴に受診した無菌性髄膜炎の１例

鈴木　琢也（東京医科大学病院） 
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一般演題（ポスター）
5 月 10 日（土）

16：10－16：50 一般演題（ポスター）21　慢性疾患のケア①
座長　得丸　幸夫（得丸医院）

P-100� 高血圧の有無による塩分摂取行動に対する遺伝子検査通知効果の違い

岡山　雅信（自治医科大学地域医療学センター地域医療学部門） 

P-101� ミノサイクリン内服が著効した額部・両眼瞼・両眼窩腫瘍の一例

一瀬　直日（赤穂市民病院） 

P-102� 看護師による患者のためのリウマチ看護外来

高橋　瑠理（千葉西総合病院　看護部） 

P-103� 糖尿病患者の心臓CTにおける冠動脈病変の危険因子

橋本　真悟（医療法人　橋本医院） 

P-104� 在宅高齢者腎不全における透析導入の是非

小串　哲生（忠和クリニック） 

16：55－17：35 一般演題（ポスター）22　慢性疾患のケア②
座長　岡山　雅信（自治医科大学地域医療学センター地域医療学部門）

P-105� 脳内石灰化症の２例

得丸　幸夫（得丸医院） 

P-106� 離島におけるClinical� indicator（CI）としてHbA1c を用いた糖尿病患者の意識変容への

取り組み

太田　龍一（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター附属南大東診療所） 

P-107� Patient-oriented�Helicobacter�pylori�eradication�therapy の提唱

吉田　孝司（医療法人むつき会　大槻内科小児科クリニック） 

P-108� 当科における除菌率の検討

川上　浩平（東京医科大学病院　総合診療科） 

P-109� 当院における糖尿病合併脂質異常症の治療内容及び管理についての検討

伊藤　　俊（津久井赤十字病院内科） 

16：10－16：50 一般演題（ポスター）23　慢性疾患のケア③
座長　伊藤　　俊（相模原赤十字病院）

P-110� 当院での治療経験例から高度肥満合併糖尿病の治療戦略を考える

進宅　礼章（能美市立病院　内科）

P-111� 今一度糖尿病の食事指導について考える～糖質含有量に着目した食事指導の有用性～

野々上　智（医療法人健育会西伊豆病院）

P-112� がん患者に対する薬局薬剤師の役割とプライマリ・ケアの課題

川口　　諭（望星薬局）

P-113� 肺がん術後連携クリティカルパスが術後再発の早期発見および治療に有用であった１例

湯浅　志乃（徳島県鳴門病院）

P-114� 赤血球容積粒度分布幅（RDW）による担癌患者スクリーニングの有効性

若栗　大朗（日本医科大学付属病院 ER・総合診療センター）
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一般演題（ポスター）
5 月 10 日（土）

16：55－17：35 一般演題（ポスター）24　慢性疾患のケア④
座長　野々上　智（医療法人健社団育会西伊豆病院）

P-115� 我々は慢性疾患に関してどのような患者をケアしているのか。診療録分析による自己内省の

ススメ。

岡田　唯男（鉄蕉会　亀田ファミリークリニック館山） 

P-116� サリドマイド胎芽病者の現状の一考察―心身状態と受診状況から―

小林　　毅（千葉県立保健医療大学） 

P-117� 診療所におけるPost�PCI 患者のフォローアップに対する運動負荷心電図の意義

藤枝　賢晴（藤枝医院） 

P-118� 患者の認知によりそった病態仮説と自律訓練法を用いた脱感作によって ICS/LABAの導入

が可能になった気管支喘息の一例

松田　能宣（国立病院機構近畿中央胸部疾患センター　心療内科） 

P-119� 在宅療養中に突然死をきたしたパーキンソン病例の臨床的検討

貴田　秀樹（貴田神経内科・呼吸器科・内科病院） 

16：10－16：50 一般演題（ポスター）25　幼小児・思春期のケア /女性のケア
座長　川上　浩平（東京医科大学病院　総合診療科）

P-120� 調剤薬局におけるイナビル吸入時の年齢と吸入操作の成功率

岡田　政彦（穴水あおば薬局） 

P-121� 徳島県における小児救急に対する保護者の意識とかかりつけ医の重要性

西田　結香（徳島大学医学部医学科） 

P-122� 非典型的MRI 所見を呈し、ステロイドパルス療法が著効した急性散在性脳脊髄炎の一例

長末　隆寛（飯塚病院） 

P-123� 妊娠初期～中期における妊婦の薬剤使用に関する実態調査

永川　明香（国立成育医療研究センター母性医療診療部） 

P-124� 産婦人科と家庭医療科の連携による神経内分泌癌終末期、在宅緩和医療への移行を円滑に行

なえた１症例

綱分　信二（静岡家庭医養成プログラム　老年医学フェロー） 

16：10－16：50 一般演題（ポスター）26　高齢者ケア①
座長　濱野　貴通（勤医協余市診療所）

P-125� 高齢者におけるアルツハイマー型認知症のスクリーニング法：ものわすれスクリーニング検

査とVSRADplus の併用

中嶋　浩二（医療法人財団明理会　行徳総合病院　救急総合診療部） 

P-126� プライマリ・ケア支援型メモリークリニックの運用

唐澤　秀治（船橋市立医療センター） 

P-127� プライマリ・ケアで役に立つ「物忘れスピード問診票」

唐澤　秀治（船橋市立医療センター） 

P-128� サービス付き高齢者住宅の世帯別調査からみた医療連携と服薬管理の問題点

黒田有紀子（福井大学医学部地域プライマリケア講座） 

16：55－17：35 一般演題（ポスター）27　高齢者ケア②
座長　進宅　礼章（能美市立病院　内科）

P-129� 市中病院における急性期病棟内での【高齢者・地域支援病棟】設立の試み：第一報

築島　直紀（健和会大手町病院） 
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一般演題（ポスター）
5 月 10 日（土）

P-130� 独自開発 iPhoneアプリによる心原性脳塞栓症一次予防のための無症候性心房細動検出と受

診支援を目指した臨床研究

五十嵐健祐（公益財団法人老年病研究所附属病院） 

P-131� 地域における集団的認知症予防プログラム「脳いきいき班会」の評価検討

中野　正範（津生協病院） 

P-132� 外来診療における基本チェックリストを用いた高齢者総合機能評価の取り組み

綱分　信二（静岡家庭医養成プログラム　老年医学フェロー） 

16：10－16：50 一般演題（ポスター）28　高齢者ケア③
座長　廣瀬　英生（郡上市地域医療センター国保和良診療所）

P-133� 当院救命救急センターにおける患者高齢化対応

山下　　進（徳山中央病院） 

P-134� 市中病院内科における高齢者のPolypharmacy の実態調査

矢吹　　拓（国立病院機構　栃木医療センター） 

P-135� 大腿骨近位部骨折の保存療法についての臨床的検討

西村　りえ（中野共立病院） 

16：55－17：35 一般演題（ポスター）29　地域の取り組み①
座長　黒田有紀子（福井大学医学部地域プライマリケア講座）

P-136� 園医としてのかかわりを深めた１年間の取り組み

藤原　和成（出雲家庭医療学センター） 

P-137� かかりつけ薬剤師を目指して～診療所における居宅療養管理指導業務について～

濱野　貴通（勤医協月寒ファミリークリニック） 

P-138� 総合病院における鍼灸治療の取り組み―鍼灸を希望する患者背景―

山形　由紀（市立砺波総合病院　東洋医学科） 

P-139� コミュニティファーマシーモデルの検証

藤掛　直樹（株式会社千葉薬品） 

P-140� 当地域における保健福祉推進計画「まめなかな和良21プラン」10年目調査の報告

廣瀬　英生（郡上市地域医療センター国保和良診療所） 




