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プ ロ グ ラ ム
6 月 13 日（土）

特別対談 12：35－13：05　第1会場（2階　大ホール）

日本のプライマリ・ケアに新時代を！

　座長：草場　鉄周（北海道家庭医療学センター理事長／日本プライマリ・ケア連合学会副理事長）

横倉　義武（日本医師会長）

丸山　　泉（日本プライマリ・ケア連合学会理事長）

大会長講演 13：05－13：35　第1会場（2階　大ホール）

人びとの暮らしを支える医療人の育成

　座長：木村　眞司（松前町立病院／日本プライマリ・ケア連合学会副理事長）

前野　哲博（筑波大学医学医療系　地域医療教育学）

メインシンポジウム 16：20－18：40　第1会場（2階　大ホール）

総合診療医のキャリア形成を考える（実行委員会企画）

　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）

前野　哲博（筑波大学医学医療系　地域医療教育学）

　企画責任者：前野　哲博（筑波大学医学医療系　地域医療教育学）

基調講演

家庭医・ジェネラリストの役割と立ち位置一教育と研究への意味

The Role and Position of the Family Physician-Generalist – Implications for Education and Research

　Chris van Weel（Primary Health Care Research, Australian National University）

家庭医療学およびプライマリ・ケア領域でアカデミック部門が果たす役割

The Roles of Academic Departments in Family Medicine and Primary Care

　葛西　龍樹（福島県立医科大学医学部　地域・家庭医療学講座）

家庭医療：ひとつの専門分野、多くの設定

Family Medicine: One Discipline in Many Settings

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

シンポジウム1 9：00－10：30　第1会場（2階　大ホール）

ホスピタリストの役割（実行委員会企画）

　座長：鈴木　將玄（筑波メディカルセンター病院）

　山中　克郎（諏訪中央病院）

　企画責任者：廣瀬　知人（筑波メディカルセンター病院）

病院における総合診療医の役割

　小林　裕幸（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）

大学病院における総合診療医の役割

　内藤　俊夫（順天堂大学医学部附属順天堂医院　総合診療科）

地方都市中規模地域基幹病院における専門医制度：医師不足・医師偏在を克服する鍵は病院総合医にあり？

　川島　篤志（市立福知山市民病院　研究研修センター・総合内科）
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プ ロ グ ラ ム
6 月 13 日（土）

シンポジウム2 9：30－12：15　第8会場（3階　中ホール300）

プライマリ・ケア看護師養成の夜明け（多職種協働委員会（プライマリ・ケア看護師養成チーム）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）

　石橋　幸滋（石橋クリニック）

　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）

日本プライマリ・ケア連合学会プライマリ・ケア看護師養成に向けて

　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）

我が国でのプライマリ・ケアナースプラクティショナー養成の実際と今後の課題：米国の現状と比較して

　塚本　容子（北海道医療大学大学院　看護福祉学研究科）

プライマリケアにおける特定看護師の役割～北海道喜茂別町行政との連携を基盤に～

　石角　鈴華（喜茂別町立クリニック）

家庭医療看護師養成コースの取り組み

　石井　絵里（社会医療法人清風会　岡山家庭医療センター）

医師として、診療所長としてプライマリケア看護師に期待すること

　北西　史直（トータルファミリーケア北西医院）

シンポジウム3 13：50－15：50　第1会場（2階　大ホール）

総合診療医に求められるスポーツ医学とは？（実行委員会企画）

　座長：小林　裕幸（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）

　企画責任者：小林　裕幸（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）

総合診療医が行うチーム帯同・スポーツコンディショニング外来

　金井　貴夫（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）

スポーツドクターに求めるもの～プロダンサーとしての経験から～

　山本　明希（金沢医科大学医学部）

プライマリ・ケア　スポーツ医の研修に何が必要か？　～家庭医療専門医の立場から～

　池尻　好聰（医療法人社団曙会シムラ病院整形外科）

アスリートから見る医療の役割

　為末　　大（一般社団法人アスリートソサエティ）

シンポジウム4 13：50－15：50　第2会場（1階　多目的ホール）

急性腹症診療ガイドラインの概要と活用法（急性腹症診療ガイドライン作成ワーキンググループ企画）

　座長：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）

　企画責任者：田妻　　進（広島大学病院　総合内科・総合診療科）

急性腹症診療ガイドラインの作成目的、出版後の課題

　真弓　俊彦（産業医科大学医学部　救急医学）

診療ガイドラインの作成方法

　吉田　雅博（化学療法研究所附属病院　一般外科）

急性腹症診療ガイドラインの概要と活用法：その定義と疫学

　田妻　　進（広島大学病院　総合内科・総合診療科）
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プ ロ グ ラ ム
6 月 13 日（土）
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プ ロ グ ラ ム
6 月 13 日（土）

急性腹症診療ガイドラインの『病歴』について

　辻川　知之（国立病院機構　東近江総合医療センター）

「急性腹症診療ガイドラインの概要と活用法」  ＜診察＞　＜教育プログラム＞

　溝岡　雅文（広島大学病院　総合内科・総合診療科）

「急性腹症診療ガイドラインの概要と活用法」検査

　高山　祐一（大垣市民病院　外科）

急性腹症診療ガイドラインの概要と活用法　　鑑別診断

　前田　重信（福井県立病院　救命救急センター）

急性腹症診療ガイドライン　―初期治療と診療アルゴリズムー

　小豆畑丈夫（日本大学医学部　救急医学系　救急集中治療医学分野）

シンポジウム5 13：50－15：50　第8会場（3階　中ホール300）

地域を基盤とした Interprofessional education（IPE）の可能性をさぐる：パート1（両学会合同企画）
（ＩＰＥ委員会企画（日本保健医療福祉連携教育学会（JAIPE）の IPW 推進委員会との共同企画））

　座長：吉村　　学（宮崎大学医学部地域医療・総合診療医学講座）

　藤井　博之（日本福祉大学社会福祉学部）

　コメンテーター：上村　伯人（上村医院）

　企画責任者：吉村　　学（宮崎大学医学部地域医療・総合診療医学講座）

｢地域をつむぐ｣ 佐久の多職種協働　　～病院の変遷と連携の困難・再構築～

　由井　和也（川上村診療所（ＪＡ長野厚生連佐久総合病院　地域医療部））

地域の現場を活かした Interprofessional Education(IPE) の取り組み　～ごちゃまぜ IPE ～

　小林　　修（地域医療振興協会　揖斐郡北西部地域医療センター）

被災地における多職種協働と地域包括ケアへの取り組みの中で、「地域を診る」医療者の育成の試み

　長　　純一（石巻市立病院開成仮診療所・市包括ケアセンター）

住民を主体とした対話と支え合いによる地域包括ケアシステム幸手モデル

　中野　智紀（社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス東埼玉総合病院　在宅医療連携拠点 菜の花）

シンポジウム6 16：20－18：40　第8会場（3階　中ホール300）

多職種連携・協働の視点と実践ー茨城の取り組み（茨城県支部企画）

　座長：柳　　久子（筑波大学医学医療系）

　今高　國夫（烏山診療所）

　企画責任者：今高　國夫（烏山診療所）

茨城型地域ケアシステムの過去・現在・未来ー真の包括ケア体制の実現に向けてー

　瀬尾　洋一（土浦市役所保健福祉部）

医療介護多職種連携―つくば市医師会の取り組み

　成島　　淨（成島クリニック）

デスカンファレンスからの地域連携

　中島由美子（訪問看護ステーション　愛美園）

調剤薬局薬剤師の地域連携への取り組み ～いばらき医療福祉研究集会を通して～

　坂本　岳志（あけぼの薬局）

茨城県総合リハビリテーションケア学会の活動報告（第２報）

　宮崎　　泰（つくば国際大学　医療保健学部）
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プ ロ グ ラ ム
6 月 13 日（土）

シンポジウム17 9：00－10：30　第2会場（1階　多目的ホール）

プライマリ・ケアで役立つ漢方～漢方薬を治療手段のひとつにする～（実行委員会企画）

　企画責任者：渡辺　賢治（慶應義塾大学環境情報学部・医学部兼担）

　司会：渡辺　賢治（慶應義塾大学環境情報学部・医学部兼担）

　竹村　洋典（三重大学大学院医学系研究科 臨床医学系講座家庭医療学分野）

　ファシリテーター：樫尾　明彦（医療福祉生協連 家庭医療学開発センター和田堀診療所）

教育講演1 9：00－10：30　第3会場（2階　中ホール200）

プライマリ・ケアってエビデンスはあるの？第３弾（学会のあり方・知的活性化委員会企画）

　座長：岡田　唯男（鉄蕉会　亀田ファミリークリニック館山）

　企画責任者：岡田　唯男（鉄蕉会　亀田ファミリークリニック館山）

教育講演2 10：45－12：15　第1会場（2階　大ホール）

知覚・感情・言語による包括的ケア技術：ユマニチュード　その基本と実践（実行委員会企画）

　座長：横谷　省治（筑波大学医学医療系　北茨城地域医療教育ステーション）

　企画責任者：横谷　省治（筑波大学医学医療系　北茨城地域医療教育ステーション）

本田美和子（国立病院機構東京医療センター総合内科／医療経営情報・高齢者ケア研究室）

教育講演3 10：45－12：15　第2会場（1階　多目的ホール）

The Erosion of the Teacher Student Relationship in the Medical Education: A Need to Return to 
the Social Capital Model（実行委員会企画）

　座長：木村　眞司（松前町立病院）

佐藤　健一（Healthway Japanese Medical Centre）

　企画責任者：佐藤　健一（Healthway Japanese Medical Centre）

Lee Kheng Hock（Department of Family Medicine Continuing Care, Singapore General Hospital / College of Family 

Physicians Singapore）

学会ジョイントプログラム1 10：45－12：15　第3会場（2階　中ホール200）

プライマリケアにおける認知症の BPSD へのアプローチ（日本在宅医学会）（実行委員会企画）

　座長：木村　洋輔（大和クリニック）

　企画責任者：浜野　　淳（筑波大学医学医療系）

平原佐斗司（東京ふれあい医療生活協同組合梶原診療所　内科・在宅サポートセンター）
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　座長：横谷　省治（筑波大学医学医療系　北茨城地域医療教育ステーション）

　企画責任者：横谷　省治（筑波大学医学医療系　北茨城地域医療教育ステーション）

本田美和子（国立病院機構東京医療センター総合内科／医療経営情報・高齢者ケア研究室）

教育講演3 10：45－12：15　第2会場（1階　多目的ホール）

The Erosion of the Teacher Student Relationship in the Medical Education: A Need to Return to 
the Social Capital Model（実行委員会企画）

　座長：木村　眞司（松前町立病院）

佐藤　健一（Healthway Japanese Medical Centre）

　企画責任者：佐藤　健一（Healthway Japanese Medical Centre）

Lee Kheng Hock（Department of Family Medicine Continuing Care, Singapore General Hospital / College of Family 

Physicians Singapore）

学会ジョイントプログラム1 10：45－12：15　第3会場（2階　中ホール200）

プライマリケアにおける認知症の BPSD へのアプローチ（日本在宅医学会）（実行委員会企画）

　座長：木村　洋輔（大和クリニック）

　企画責任者：浜野　　淳（筑波大学医学医療系）

平原佐斗司（東京ふれあい医療生活協同組合梶原診療所　内科・在宅サポートセンター）
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学会ジョイントプログラム2 16：20－18：40　第3会場（2階　中ホール200）

日本プライマリ・ケア連合学会・日本緩和医療学会・日本在宅医学会　3学会合同シンポジウム　
プライマリ・ケアで活躍できる人材の育成に向けて（実行委員会企画）

　座長：亀谷　　学（あいクリニック中沢）

浜野　　淳（筑波大学医学医療系）

　企画責任者：浜野　　淳（筑波大学医学医療系）

プライマリ・ケアを志向する医師への支援のあり方

　丸山　　泉（日本プライマリ・ケア連合学会）

日本緩和医療学会における専門医育成と次への課題

　山本　　亮（日本緩和医療学会／ JA 長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター　緩和ケア内科）

21世紀を支える総合医の研修システムの構築にむけて　～在宅医療の立場から

　平原佐斗司（日本在宅医学会／東京ふれあい医療生活協同組合梶原診療所　内科・在宅サポートセンター）

ワークショップ1 9：00－10：30　第9会場（3階　小会議室303）

健康づくり支援薬局の取り組みと薬剤師の役割（茨城県支部企画）

　企画責任者：奥野　純子（日本プライマリ・ケア連合学会茨城県支部）

矢作　直也（筑波大学医学医療系　内分泌代謝・糖尿病内科）

坂口　眞弓（みどり薬局）

根田　　滋（ビックママあこ薬局）

嶋　　　元（しま薬局 / 川崎市薬剤師会）

矢澤　一博（明治薬科大学）

根本ひろ美（よしの薬局）

ワークショップ2 9：30－12：15　第10会場（3階　小会議室304）

「健康の社会的決定要因」研究とプライマリ・ケアへの応用（公募企画）

　企画責任者：長嶺由衣子（千葉大学予防医学センター　環境健康学研究部門　公衆衛生学）

近藤　克則（千葉大学予防医学センター　環境健康学研究部門 / 大学院 医学研究院 公衆衛生学）

近藤　尚己（東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻）

小松　裕和（JA 長野厚生連　佐久総合病院　地域医療部　地域ケア科）

長谷田真帆（東京大学大学院医学系研究科　社会医学専攻）

長嶺由衣子（千葉大学予防医学センター　環境健康学研究部門　公衆衛生学）

ワークショップ3 9：00－10：30　第11会場（4階　小会議室403）

老年医学のクリニカルバンドル 　ー転倒予防チェックリストの実践とその障壁ー（公募企画）

　企画責任者：小坂鎮太郎（練馬光が丘病院　総合診療科）

小坂鎮太郎（練馬光が丘病院　総合診療科）

玉井　杏奈（台東区立台東病院　総合診療科）

横山　晴子（台東区立台東病院　総合診療科）
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崎山　隼人（佐久総合病院　総合診療科）

鍋島　正慶（練馬光が丘病院　総合診療科）

山田　宏貴（練馬光が丘病院　総合診療科）

楠本　直紀（台東区立台東病院　リハビリテーション室）

木村　　泰（練馬光が丘病院　リハビリテーション室）

榎本　貴一（練馬光が丘病院　薬剤室）

廣瀬　桂子（練馬光が丘病院　栄養室）

ワークショップ4 9：00－10：30　第12会場（4階　小会議室404）

臨床研究の同意説明文書を作成してみよう（倫理委員会企画）

　企画責任者：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）

小林　真一（昭和大学　臨床薬理研究所）

中野　重行（大分大学医学部　創薬育薬医療コミュニケーション講座）

松本　直樹（聖マリアンナ医科大学　薬理学）

ワークショップ5 9：30－12：15　第13会場（4階　小会議室405）

総合診療医のコンピテンシーに基づく生涯学習～学習ポートフォリオ作成に挑戰！
（コンピテンシー・知的活性化PT企画）

　企画責任者：藤沼　康樹（医療福祉生協連家庭医療学開発センター）

北村　　大（三重大学医学部附属病院総合診療科）

川口　篤也（北海道勤医協中央病院　総合診療センター）

松井　善典（北海道家庭医療学センター　浅井東診療所）

井口真紀子（祐ホームクリニック）

鈴木佳奈子（4UrSMILE ／家庭支援協会）

山本　　祐（自治医科大学地域医療学センター　総合診療部門）

澤　　憲明（Stuart Road Surgery）

藤沼　康樹（医療福祉生協連家庭医療学開発センター）

ワークショップ6 10：00－12：00　第6会場（2階　中会議室202A）

アドバンス・ケア・プランニングと意思決定支援の臨床（公募企画）

　企画責任者：津田　修治（静岡家庭医養成プログラム，菊川市家庭医療センター）

津田　修治（静岡家庭医養成プログラム，菊川市家庭医療センター）

洪　　英在（三重大学大学院医学系研究科　津地域医療学講座，三重県立一志病院）

綱分　信二（静岡家庭医養成プログラム 菊川市家庭医療センター）

大塚　亮平（米国 Hope Family Health Center）

西川　満則（国立長寿医療研究センター／平成26年度人生の最終段階における医療体制整備事業　事務局）
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ワークショップ7 10：00－12：00　第7会場（2階　中会議室202B）

模擬退院カンファレンスで学ぼう、在宅医療へのパスの出し方・受け方（公募企画）

　企画責任者：島崎　亮司（地域医療振興協会　シティタワー診療所）

島崎　亮司（地域医療振興協会　シティタワー診療所）

吉村　　学（宮崎大学医学部地域医療・総合診療医学講座）

石黒　　崇（岐阜市民病院）

川瀬由紀子（シティタワー訪問看護ステーション）

郷　　春子（新生メディカル　岐阜営業所）

上野　啓子（岐阜市民病院）

松並　裕子（岐阜市民病院地域連携部）

高木　里奈（岐阜市民病院地域連携部）

ワークショップ8 10：45－12：15　第9会場（3階　小会議室303）

高齢者診療のウソ・ホント　明日から使えるエビデンス集（公募企画）

　企画責任者：玉井　杏奈（台東区立台東病院　総合診療科／東京大学在宅医療学拠点）

玉井　杏奈（台東区立台東病院　総合診療科／東京大学在宅医療学拠点）

関口　健二（信州大学医学部附属病院総合診療科）

横山　晴子（台東区立台東病院　総合診療科）

東　有佳里（台東区立台東病院　総合診療科）

清田　礼乃（台東区立台東病院　総合診療科／千葉大学病院総合診療部）

ワークショップ9 10：45－12：15　第11会場（4階　小会議室403）

EBN（Evidence Based Nutrition care）のススメ ー症例を通じて活きた栄養療法を修得するー
（公募企画）

　企画責任者：小坂鎮太郎（練馬光が丘病院　総合診療科、NST）

小坂鎮太郎（練馬光が丘病院　総合診療科、NST）

鍋島　正慶（練馬光が丘病院　総合診療科、NST）

北村　浩一（練馬光が丘病院　総合診療科、NST）

濱田　　治（練馬光が丘病院　総合診療科、NST）

廣瀬　桂子（練馬光が丘病院　栄養室、NST）

木村　　泰（練馬光が丘病院　リハビリテーション室）

榎本　貴一（練馬光が丘病院　薬剤室）

東別府直紀（神戸市立医療センター中央市民病院　麻酔科、集中治療科、NST）

ワークショップ10 10：45－12：15　第12会場（4階　小会議室404）

医学部医学科の入学者選抜と教育格差～地域医療の視点からの検討～（公募企画）

　企画責任者：大滝　純司（北海道大学）

大滝　純司（北海道大学）

柴原真知子（京都大学大学院医学研究科・医学部　医学教育推進センター）
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ワークショップ11 10：00－12：00　第14会場（4階　中会議室406）

プライマリ・ケアにおける嚥下障害・誤嚥性肺炎予防への対応：日本嚥下医学会とのジョイント・ワークショッ
プ（公募企画）

　企画責任者：山脇　正永（京都府立医科大学総合医療・医学教育学）

山脇　正永（京都府立医科大学総合医療・医学教育学）

藤島　一郎（浜松市リハビリテーション病院／日本嚥下医学会）

梅崎　俊郎（国際医療福祉大学／福岡山王病院耳鼻咽喉科／日本嚥下医学会）

山根由起子（京都府立医科大学　在宅チーム医療推進学）

ワークショップ12 13：50－15：50　第6会場（2階　中会議室202A）

病院における総合診療科の立ち上げとその維持 ･ 発展について（病院総合医委員会企画）

　企画責任者：山城　清二（富山大学附属病院総合診療部）

山城　清二（富山大学附属病院総合診療部）

大滝　純司（北海道大学医学教育推進センター）

徳田　安春（独立行政法人地域医療機能推進機構本部研修センター）

川島　篤志（市立福知山市民病院　研究研修センター・総合内科）

宇井　睦人（川崎市立井田病院　総合診療科／かわさき総合ケアセンター）

佐藤　健太（勤医協札幌病院　内科・総合診療部）

小西　竜太（関東労災病院　救急総合診療科）

志水　太郎（東京城東病院　総合内科）

ワークショップ13 13：50－15：50　第7会場（2階　中会議室202B）

ワクチン・アップデート ～なぜ必要かきちんと説明できますか？～（ワクチンプロジェクトチーム企画）

　企画責任者：坂西　雄太（佐賀大学医学部地域医療支援学講座／京都大学大学院社会健康医学系専攻医療疫学分野）

守屋　章成（医療法人メファ仁愛会マイファミリークリニック蒲郡）

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）

菅長　麗依（亀田ファミリークリニック館山）

坂西　雄太（佐賀大学医学部地域医療支援学講座／京都大学大学院社会健康医学系専攻医療疫学分野）

ワークショップ14 13：50－15：50　第9会場（3階　小会議室303）

教科書には載っていない乳児健診の極意―自信をもって大丈夫が言えるために！（公募企画）

　企画責任者：土田　知也（川崎市立多摩病院　総合診療内科）

宮本　雄策（川崎市立多摩病院　小児科）

小島　隆浩（聖マリアンナ医科大学　小児科）

大橋　博樹（多摩ファミリークリニック）

堀越　　健（多摩ファミリークリニック）

町野　亜古（川崎市立多摩病院　小児科）

土田　知也（川崎市立多摩病院　総合診療内科）
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プライマリ・ケアにおける嚥下障害・誤嚥性肺炎予防への対応：日本嚥下医学会とのジョイント・ワークショッ
プ（公募企画）

　企画責任者：山脇　正永（京都府立医科大学総合医療・医学教育学）

山脇　正永（京都府立医科大学総合医療・医学教育学）

藤島　一郎（浜松市リハビリテーション病院／日本嚥下医学会）

梅崎　俊郎（国際医療福祉大学／福岡山王病院耳鼻咽喉科／日本嚥下医学会）

山根由起子（京都府立医科大学　在宅チーム医療推進学）

ワークショップ12 13：50－15：50　第6会場（2階　中会議室202A）

病院における総合診療科の立ち上げとその維持 ･ 発展について（病院総合医委員会企画）

　企画責任者：山城　清二（富山大学附属病院総合診療部）

山城　清二（富山大学附属病院総合診療部）

大滝　純司（北海道大学医学教育推進センター）

徳田　安春（独立行政法人地域医療機能推進機構本部研修センター）

川島　篤志（市立福知山市民病院　研究研修センター・総合内科）

宇井　睦人（川崎市立井田病院　総合診療科／かわさき総合ケアセンター）

佐藤　健太（勤医協札幌病院　内科・総合診療部）

小西　竜太（関東労災病院　救急総合診療科）

志水　太郎（東京城東病院　総合内科）

ワークショップ13 13：50－15：50　第7会場（2階　中会議室202B）

ワクチン・アップデート ～なぜ必要かきちんと説明できますか？～（ワクチンプロジェクトチーム企画）

　企画責任者：坂西　雄太（佐賀大学医学部地域医療支援学講座／京都大学大学院社会健康医学系専攻医療疫学分野）

守屋　章成（医療法人メファ仁愛会マイファミリークリニック蒲郡）

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）

菅長　麗依（亀田ファミリークリニック館山）

坂西　雄太（佐賀大学医学部地域医療支援学講座／京都大学大学院社会健康医学系専攻医療疫学分野）

ワークショップ14 13：50－15：50　第9会場（3階　小会議室303）

教科書には載っていない乳児健診の極意―自信をもって大丈夫が言えるために！（公募企画）

　企画責任者：土田　知也（川崎市立多摩病院　総合診療内科）

宮本　雄策（川崎市立多摩病院　小児科）

小島　隆浩（聖マリアンナ医科大学　小児科）

大橋　博樹（多摩ファミリークリニック）

堀越　　健（多摩ファミリークリニック）

町野　亜古（川崎市立多摩病院　小児科）

土田　知也（川崎市立多摩病院　総合診療内科）
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ワークショップ15 13：50－15：50　第10会場（3階　小会議室304）

症例カンファレンスを盛り上げるために　司会のためのスキルアップセミナー（公募企画）

　企画責任者：吉野　俊平（飯塚病院総合診療科）

吉野　俊平（飯塚病院総合診療科）

小田　浩之（飯塚病院総合診療科）

江本　　賢（飯塚病院総合診療科）

ワークショップ16 13：50－15：50　第11会場（4階　小会議室403）

LGBT（性的マイノリティ）患者のための医療を考える（公募企画）

　企画責任者：青木　昭子（東京医科大学八王子医療センター）

阿部　恵子（名古屋大学医学部　地域医療教育学）

星野　慎二（特定非営利活動法人ＳＨＩＰ）

ワークショップ17 13：50－15：50　第12会場（4階　小会議室404）

コンセンサスを科学する～Delphi アプローチ入門～（公募企画）

　企画責任者：菊川　　誠（九州大学大学院医学研究院医学教育学講座）

　ファシリテーター：松口　崇央（飯塚病院　総合診療科）

　　　　　　　　　　橋本　忠幸（橋本市民病院内科）

　　　　　　　　　　加藤　浩晃（京都大学医学教育推進センター／京都府立医科大学眼科学教室）

ワークショップ18 13：50－15：50　第13会場（4階　小会議室405）

家庭医による、妊娠前・産後を含めたマタニティケア（公募企画）

　企画責任者：水谷　佳敬（長崎医療センター産婦人科）

水谷　佳敬（長崎医療センター産婦人科）

吉澤　瑛子（亀田ファミリークリニック館山）

塩田　正喜（亀田ファミリークリニック館山）

森川　博久（亀田ファミリークリニック館山）

張　　耀明（亀田ファミリークリニック館山）

松村　　伸（亀田ファミリークリニック館山）

新垣由以子（長崎医療センター産婦人科）

浦川　純子（長崎医療センター産婦人科）
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ワークショップ19 13：50－15：50　第14会場（4階　中会議室406）

行動科学から考える外来診療～ピットフォール回避のために～（公募企画）

　企画責任者：鋪野　紀好（千葉大学医学部附属病院　総合診療部）

鋪野　紀好（千葉大学医学部附属病院　総合診療部）

大平　善之（千葉大学医学部附属病院　総合診療部）

上原　孝紀（千葉大学医学部附属病院　総合診療部）

野田　和敬（千葉大学医学部附属病院　総合診療部）

鈴木　慎吾（千葉大学医学部附属病院　総合診療部）

梶原　秀喜（千葉大学医学部附属病院　総合診療部）

近藤　　健（千葉大学医学部附属病院　総合診療部）

池上亜希子（千葉大学医学部附属病院　総合診療部）

生坂　政臣（千葉大学医学部附属病院　総合診療部）

ワークショップ20 16：20－18：40　第6会場（2階　中会議室202A）

寝たきり予防のためのベットサイドにおける簡易徒手筋力評価法（実行委員会企画）

　企画責任者：本永　英治（沖縄県立宮古病院）

本永　英治（沖縄県立宮古病院）

多鹿　昌幸（読谷村立診療所）

露木　寛之（沖縄県立宮古病院　総合診療科）

杉田　周一（沖縄県立宮古病院）

ワークショップ21 16：20－18：40　第7会場（2階　中会議室202B）

あなたの患者さんの旅行は安全ですか～デング熱予防もできますか（公募企画）

　企画責任者：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）

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）

守屋　章成（医療法人メファ仁愛会　マイファミリークリニック蒲郡）

千葉　　大（八戸市立市民病院　総合診療科）

菅長　麗依（亀田ファミリークリニック館山）

ワークショップ22 16：20－18：40　第9会場（3階　小会議室303）

精神科救急患者の初期対応～ PEEC（Psychiatric Evaluation in Emergency Care）コースの紹介～
（公募企画）

　企画責任者：金井　貴夫（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）

金井　貴夫（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）

鈴木　秀鷹（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）

片山　皓太（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）

梶　　有貴（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）

高橋　弘樹（筑波大学　総合診療科）
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ワークショップ19 13：50－15：50　第14会場（4階　中会議室406）

行動科学から考える外来診療～ピットフォール回避のために～（公募企画）

　企画責任者：鋪野　紀好（千葉大学医学部附属病院　総合診療部）

鋪野　紀好（千葉大学医学部附属病院　総合診療部）

大平　善之（千葉大学医学部附属病院　総合診療部）

上原　孝紀（千葉大学医学部附属病院　総合診療部）

野田　和敬（千葉大学医学部附属病院　総合診療部）

鈴木　慎吾（千葉大学医学部附属病院　総合診療部）

梶原　秀喜（千葉大学医学部附属病院　総合診療部）

近藤　　健（千葉大学医学部附属病院　総合診療部）

池上亜希子（千葉大学医学部附属病院　総合診療部）

生坂　政臣（千葉大学医学部附属病院　総合診療部）

ワークショップ20 16：20－18：40　第6会場（2階　中会議室202A）

寝たきり予防のためのベットサイドにおける簡易徒手筋力評価法（実行委員会企画）

　企画責任者：本永　英治（沖縄県立宮古病院）

本永　英治（沖縄県立宮古病院）

多鹿　昌幸（読谷村立診療所）

露木　寛之（沖縄県立宮古病院　総合診療科）

杉田　周一（沖縄県立宮古病院）

ワークショップ21 16：20－18：40　第7会場（2階　中会議室202B）

あなたの患者さんの旅行は安全ですか～デング熱予防もできますか（公募企画）

　企画責任者：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）

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）

守屋　章成（医療法人メファ仁愛会　マイファミリークリニック蒲郡）

千葉　　大（八戸市立市民病院　総合診療科）

菅長　麗依（亀田ファミリークリニック館山）

ワークショップ22 16：20－18：40　第9会場（3階　小会議室303）

精神科救急患者の初期対応～ PEEC（Psychiatric Evaluation in Emergency Care）コースの紹介～
（公募企画）

　企画責任者：金井　貴夫（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）

金井　貴夫（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）

鈴木　秀鷹（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）

片山　皓太（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）

梶　　有貴（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）

高橋　弘樹（筑波大学　総合診療科）
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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）

小林　裕幸（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）

瀬山　風花（茨城県立こころの医療センター　精神科）

高橋　　晶（筑波大学医学医療系　災害精神支援学）

ワークショップ23 16：20－18：40　第10会場（3階　小会議室304）

地域医療連携ワークショップ　～ケースで学ぶ在宅医療との連携～（公募企画）

　企画責任者：柴田　綾子（淀川キリスト教病院　産婦人科）

高山　義浩（沖縄県立中部病院感染症内科・地域ケア科）

洪　　英在（三重大学大学院医学系研究科　津地域医療学講座／三重県立一志病院）

阿部　計大（東京大学大学院医学系研究科　公衆衛生学教室）

三島　千明（北海道家庭医療学センター）

柴田　綾子（淀川キリスト教病院　産婦人科）

ワークショップ24 16：20－18：40　第11会場（4階　小会議室403）

根拠に基づく予防医療：個々の患者に対するアプローチ、地域に対するアプローチ（公募企画）

　企画責任者：宮崎　　景（三重大学家庭医療学プログラム　高茶屋診療所）

森　　英毅（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター附属座間味診療所）

向原　　圭（長崎医療センター総合診療科）

北村　和也（勝川ファミリークリニック）

斎藤さやか（熊谷生協病院）

香田　将英（熊本大学医学部附属病院）

日下　伸明（亀田総合病院）

鵜飼　友彦（三重県立一志病院）

宮崎　　景（三重大学家庭医療学プログラム　高茶屋診療所）

ワークショップ25 16：20－18：40　第12会場（4階　小会議室404）

SEA の手法を活かした振り返り教育カンファレンス　 ～その実演とファシリテーションのコツとは？～
（公募企画）

　企画責任者：松浦　武志（北海道勤医協中央病院　総合診療センター）

松浦　武志（北海道勤医協中央病院　総合診療センター）

川口　篤也（北海道勤医協中央病院　総合診療センター）

藤井　雅広（北海道勤医協　月寒ファミリークリニック）

塩原　康弘（北海道勤医協　月寒ファミリークリニック）

泉　　京子（北海道勤医協　月寒ファミリークリニック）
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ワークショップ26 16：20－18：40　第13会場（4階　小会議室405）

地域包括ケアを推進する地域リーダーになるために　ー多職種協働 GW ー
（地域包括ケア委員会・多職種協働委員会・IPE 委員会　共同企画）

　企画責任者：鈴木　　央（鈴木内科医院）

紅谷　浩之（オレンジホームケアクリニック）

中川　貴史（寿都町立寿都診療所）

北西　史直（トータルファミリーケア北西医院）

鶴岡　優子（つるかめ診療所）

石橋　幸滋（石橋クリニック）

吉村　　学（宮崎大学医学部地域医療・総合診療医学講座）

ワークショップ27 16：20－18：40　第14会場（4階　中会議室406）

プライマリ・ケアエコー使いまくりセミナー（公募企画）

　企画責任者：古屋　　聡（山梨市立牧丘病院）

小林　　只（弘前大学医学部附属病院　総合診療部）

皆川　洋至（城東整形外科）

白石　吉彦（隠岐島前病院）

木村　裕明（木村ペインクリニック）

古屋　　聡（山梨市立牧丘病院）

白石　裕子（隠岐島前病院・浦郷診療所）

キャリア café 13：50－18：40　キャリア café 会場（3階　小会議室301前）

キャリア café（男女共同参画委員会企画）

　企画責任者：村田亜紀子（日本プライマリ・ケア連合学会　男女共同参画委員会／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）

村田亜紀子（日本プライマリ・ケア連合学会　男女共同参画委員会／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）

西村　真紀（日本プライマリ・ケア連合学会　男女共同参画委員会／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）

大野　毎子（日本プライマリ・ケア連合学会　男女共同参画委員会／唐津市民病院きたはた）

小﨑真規子（日本プライマリ・ケア連合学会　男女共同参画委員会／社会医療法人西陣健康会　堀川病院）

森　　敬良（日本プライマリ・ケア連合学会　男女共同参画委員会／医療福祉生協連家庭医療学開発センター／

尼崎医療生活協同組合　本田診療所）

片岡　仁美（日本プライマリ・ケア連合学会　男女共同参画委員会／岡山大学大学院医歯薬学総合研究科地域医療人材育成講座）

川島　篤志（日本プライマリ・ケア連合学会　男女共同参画委員会／市立福知山市民病院　研究研修センター・総合内科）

早野　恵子（日本プライマリ・ケア連合学会　男女共同参画委員会／済生会熊本病院　救急総合診療センター）
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プ ロ グ ラ ム
6 月 13 日（土）
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一般演題（口演）
6 月 13 日（土）

6 月 13 日（土）

第３会場 2階　中ホール200

14：00－15：30 日野原賞候補演題
座長 福原　俊一（京都大学大学院　医学研究科医療疫学分野）

　　　小泉　俊三（東光会七条診療所）

H-1 当地域における身体活動と総死亡の関連について

廣瀬　英生（郡上市地域医療センター　国保和良診療所）

H-2 急性感染症で入院した高齢患者の ADL 回復に関連する要因

後藤　亮平（筑波記念病院　リハビリテーション部／筑波大学大学院　人間総合科学研究科）

H-3 市中病院における専門職連携による総合診療と，虚弱高齢者の再入院率抑制との関連

懸樋　英一（鳥取市立病院　総合診療科）

H-4 介護老人福祉施設入所者において、緊急入院のリスク因子は何か？

今永　光彦（国立病院機構東埼玉病院総合診療科）

H-5 疼痛を訴える身体症状症の臨床的特徴に関する検討

鈴木　慎吾（千葉大学医学部附属病院総合診療部）

H-6 認知症高齢者摂食嚥下障害に対するクリニカルパスを用いた包括的介入の効果（中間報告）

荒幡　昌久（南砺市民病院　診療部総合診療科）

H-7 日本におけるプライマリ・ケア質評価尺度の開発

青木　拓也（日本医療福祉生協連　家庭医療学開発センター（CFMD））

第４会場 2階　中会議室201A

09：00－10：03 一般演題（口演）1　卒前教育
座長 大橋　博樹（多摩ファミリークリニック）

　　　高屋敷明由美（筑波大学医学医療系地域医療教育学）

O-001 エネルギッシュで時間的に余裕のある学生という立場から地域の救急医療を支える

伊藤　芳彰（三重大学医学部） 

O-002 東京都地域枠学生を対象とした離島医療実習への試み

大林　　航（東京都福祉保健局医療政策部救急災害医療課） 

O-003 地域包括ケアシステムを教育資源として活用する医学教育の取り組み

松坂　雄亮（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　地域包括ケア教育センター） 

O-004 地域医療実習を通じて形成される地域指向性を評価する尺度の開発

川本　龍一（愛媛大学大学院医学系研究科、西予市立野村病院） 

O-005 当学医学部地域医療体験に対する学生からのカリキュラム評価～ VAS 形式アンケートから～

浜田　紀宏（鳥取大学医学部地域医療学講座） 

O-006 臓器移植教育プログラムが看護学生のドナー登録に与える影響： ランダム化比較試験

村上　　穣（京都大学大学院医学研究科医療疫学分野、佐久総合病院腎臓内科） 

O-007 地域枠学生が医師不足地域に定着しようとする意志と関連する要因

片岡　義裕（筑波大学大学院人間総合科学研究科地域医療教育学） 
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一般演題（口演）
6 月 13 日（土）

10：05－11：08 一般演題（口演）2　地域包括ケア
座長　今高　國夫（烏山診療所）

　　　外山　　学（益田診療所）

O-008 高齢化率43％の伊根町における、ワールド・カフェを用いた地域ケア懇談会

石野　秀岳（京都府立医科大学付属北部医療センター 総合診療科、伊根診療所） 

O-009 地域包括ケアにおける「自助」を支える総合型地域スポーツクラブ

上村　伯人（医療法人社団　上村医院、NPO 法人　エンジョイスポーツクラブ魚沼） 

O-010 群馬県吾妻地域における「リビング・ウィル」の啓発活動と「私の意思表示帳」の作成

内田　信之（ＮＰＯ法人あがつま医療アカデミー） 

O-011 東日本大震災で全壊した診療所における診療録および薬剤管理の経験

黒田　　仁（東北大学病院）

O-012 地域連携に対する意識は医療と介護福祉で違うのか？

井上　和興（鳥取大学医学部地域医療学講座、江府町国民健康保険江尾診療所、日野病院組合日野病院） 

O-013 エンパワーメントスケールを用いた、ワールドカフェによる地域住民のエンパワメントの測定

須田　万勢（聖路加国際病院　リウマチ膠原病センター） 

O-014 地域包括ケアを軌道に乗せるために必要なものとは  

―4地域でのインタビュー調査を比較した探索的研究

浅川　朋宏（北海道大学医学部医学科） 

11：10－12：13 一般演題（口演）3　診療の質改善・医療経済
座長　山本　和利（札幌医科大学医学部地域医療総合医学講座）

齋藤　　登（東京女子医科大学 総合診療科）

O-015 家庭医療診療所群における QBT を用いた診療の質評価の取り組み

山田　康介（（医）北海道家庭医療学センター、更別村国民健康保険診療所） 
O-016 救急外来における外科系疾患の診療について、疾患ごとの対処法を統一し安全な医療を目指す

安倍　俊行（麻生飯塚病院 総合診療科） 

O-017 クリニックにおける薬剤師業務ー処方関与に伴う質改善を目指してー

八田　重雄（医療法人社団 家族の森   多摩ファミリークリニック） 

O-018 診療ガイドライン作成委員会参加報告  

ープライマリ・ケア医が今後診療ガイドライン作成に関わる為にー

鵜飼　友彦（三重大学医学部津地域医療学講座） 

O-019 初期研修医の救急診療では検査過剰になっているのか

長縄　達明（松波総合病院） 

O-020 地域基幹病院における総合内科の役割－入院症例の疾患傾向の検討－

西村加奈子（市立福知山市民病院 総合内科） 

O-021 終末期がん医療における在宅医療と病棟医療の費用に関する比較研究

加藤　光樹（医療法人社団 豊泉会 弥生ファミリークリニック） 

16：20－17：23 一般演題（口演）4　急性疾患のケア①・外傷のケア
座長　箕輪　良行（独立行政法人地域医療機能推進機構 東京高輪病院）

本村　和久（沖縄県立中部病院）

O-022 当科における後期高齢者尿路感染症の臨床的特徴についての検討

小佐見光樹（自治医科大学附属病院総合診療内科） 

O-023 当院における初期救急の実際について

田中　寛人（和歌山県立医科大学附属病院　紀北分院　内科） 
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一般演題（口演）
6 月 13 日（土）

O-024 プライマリ・ケアの現場における初期救急の実際：都市部とへき地の比較

黒田　　豊（独立行政法人地域医療機能推進機構　さいたま北部医療センター　内科） 

O-025 誤嚥性肺炎の死亡退院に関わる因子についての分析

鶴見　一恵（東大宮総合病院 リハビリテーション科） 

O-026 救急外来の時間外軽症受診と心理社会的背景についての検討

宮澤　麻子（筑波大学大学院人間総合科学研究科、北茨城市民病院　内科） 

O-027 脆弱性骨盤骨折の診断は疑うことが重要である

上田　泰久（札幌徳洲会病院） 

O-028 当院における動物咬傷の症例125例の検討

西條　正二（札幌徳洲会病院救急総合診療科）  

17：25－18：37 一般演題（口演）5　診断と検査
座長　長谷川仁志（秋田大学大学院医療教育学講座）

　　　井村　　洋（飯塚病院）

O-029 プライマリケア医におけるヘリコバクター・ピロリ菌除菌の取り組み

大森　浩二（医療法人　大森医院） 

O-030 発熱を主訴に総合診療科を受診する患者の検討

村上　晃司（愛媛県立中央病院　総合診療科）

O-031 当院における大腸検査の特徴

関川三四郎（中野共立病院）

O-032 デュアルインピーダンス法による内臓脂肪面積、皮下脂肪面積と ALT、血清トリグリセリド、

HbA1c の相関性

小林　淳二（金沢医科大学病院総合診療センター）

O-033 当院における解剖施行症例20例の検討

西條　正二（札幌徳洲会病院救急総合診療科）

O-034 スクリーニング検査でウイルス感染と細菌感染を見分ける指標の検討

池田　貴英（岐阜大学医学部附属病院　総合内科）

O-035 のどの痛みを訴えない男児の溶連菌感染症の診断では腹痛の有無が重要である

五十嵐　博（武蔵国分寺公園クリニック）

O-036 総合診療部初診患者における、痛みの数と分布の解析

長妻　正浩（富山大学総合診療部）

第５会場 2階　中会議室201B

09：00－10：03 一般演題（口演）６　プライマリ・ケアにおける疫学①
座長 伊藤　澄信（独立行政法人国立病院機構本部総合研究センター臨床研究統括部）

前野　貴美（筑波大学医学医療系地域医療教育学）

O-037 かかりつけ医への受療行動に関する研究～都市近郊地域における住民意識調査～

栄原　智文（東葛病院）

O-038 築地市場界隈の３次救命病院における急性腸炎に関する研究

林　　聖子（聖路加国際病院）

O-039 予期せぬ病院外死亡は何を語るのか？

大槻　智子（東神戸病院）

O-040 骨盤形態との決定因子は？学童期～思春期の身体活動量との関連

鳴本敬一郎（浜松医科大学産婦人科家庭医療学講座）
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一般演題（口演）
6 月 13 日（土）

O-041 高次医療機関へのアクセスが制限され高齢化率が高い地域における ICPC-2を用いた年齢別

の受診理由及び診断の分析

金子　　惇（東京慈恵会医科大学臨床疫学研究部、日本医療福祉生協連家庭医療学開発センター

（CFMD)、北多摩中央医療生協むさし小金井診療所、北多摩中央医療生協みなみうら生協診療所）

O-042 高次医療機関へのアクセスが制限され高齢化率の高い地域における受療行動の把握

金子　　惇（東京慈恵会医科大学臨床疫学研究部、日本医療福祉生協連家庭医療学開発センター

（CFMD)、北多摩中央医療生協むさし小金井診療所、北多摩中央医療生協みなみうら生協診療所） 

O-043 高次医療機関へのアクセスが制限された地域における ICPC-2を用いた小児の受診理由、診

断及び紹介の分析

金子　　惇（東京慈恵会医科大学臨床疫学研究部、日本医療福祉生協連家庭医療学開発センター

（CFMD)、北多摩中央医療生協むさし小金井診療所、北多摩中央医療生協みなみうら生協診療所）

10：05－11：08 一般演題（口演）７　多職種連携①
座長　吉本　　尚（筑波大学医学医療系）

平山　陽子（王子生協病院）

O-044 HIV 感染者2症例の長期療養型病院へ転院に至る経過と問題点の検討

横田　和久（東京医科大学病院臨床検査医学科）

O-045 プライマリケア領域における医師 - 柔道整復師連携による運動器外来

西迫　　尚（川崎市立多摩病院総合診療内科、医療法人社団永研会永研会クリニック）

O-046 難病在宅療養患者のチーム支援：キャロリングが紡ぎだすシームレスなネットワーク

森　　望美（社会医療法人仁厚会藤井政雄記念病院　神経内科）

O-047 総合診療部における栄養サポートチームと連携した退院支援の取り組み

柴田　　裕（秋田厚生医療センター　救急総合診療部）

O-048 名古屋市西区における地域褥瘡対策の課題

市川美代子（名鉄病院）

O-049 富山県内の4大学による多職種連携教育 IPE の実践とその効果について

小浦　友行（富山大学医学部　富山プライマリ・ケア講座） 

O-050 職種を超えた多職種連携教育（Transprofessional education）を理論的基盤とした地域住民

むけの緩和ケア教育プログラムにおいて医療専門職は地域住民から何をどのように学んだのか？

春田　淳志（東京大学医学教育国際研究センター）  

11：10－12：13 一般演題（口演）８　終末期のケア
座長　大野　毎子（唐津市民病院きたはた）

中澤　一弘（筑波大学附属病院 総合診療科）

O-051 悪性腫瘍による癌性腹水患者において、腹膜透析用カテーテル留置による腹水抜去で QOL

が改善し得た症例の報告

樋口　　大（隠岐広域連合立隠岐病院内科）

O-052 当院における1年間の看取りの検討

川上　和徳（陶病院）

O-053 当院臨床倫理コンサルテーションチームの取り組み

本村　和久（沖縄県立中部病院）

O-054 終末期がん患者の自宅退院実現に専従スタッフの関わりと訪問看護サービス導入が有用

神山　英範（秩父市立病院 地域医療連携室、秩父市立病院　緩和ケアチーム）

O-055 介護療養病床での終末期医療における末梢静脈輸液の期間に関する検討

浅井　宏友（誠仁会尾野病院）

O-056 高齢化する過疎地域での看取りに関する検討

柿添　三郎（医理会柿添病院） 
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一般演題（口演）
6 月 13 日（土）
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横田　和久（東京医科大学病院臨床検査医学科）

O-045 プライマリケア領域における医師 - 柔道整復師連携による運動器外来
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春田　淳志（東京大学医学教育国際研究センター）  

11：10－12：13 一般演題（口演）８　終末期のケア
座長　大野　毎子（唐津市民病院きたはた）

中澤　一弘（筑波大学附属病院 総合診療科）

O-051 悪性腫瘍による癌性腹水患者において、腹膜透析用カテーテル留置による腹水抜去で QOL

が改善し得た症例の報告

樋口　　大（隠岐広域連合立隠岐病院内科）

O-052 当院における1年間の看取りの検討

川上　和徳（陶病院）

O-053 当院臨床倫理コンサルテーションチームの取り組み

本村　和久（沖縄県立中部病院）
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一般演題（口演）
6 月 13 日（土）

O-057 診療所－施設間のカンファレンスによる連携と施設看取りの関連について

堀　　哲也（北海道家庭医療学センター） 

13：50－14：44 一般演題（口演）９　診断と検査（症例報告）①
座長　亀谷　　学（あいクリニック中沢）

早野　恵子（済生会熊本病院救急総合診療センター）

O-058 繰り返す意識障害から ACTH 単独欠損症の診断に至った1例

大澤　　亮（筑波大学付属病院水戸地域医療教育センター・茨城県厚生連総合病院　水戸協同病

院　総合診療科） 

O-059 粉瘤の疑いで摘出術が行われ副乳癌と診断された1例

阿藤　一志（昭和伊南総合病院） 

O-060 初療時に診断困難であった頚部痛の高齢女性 ～ Look up to the stiff ～

小松　真成（鹿児島生協病院総合内科） 

O-061 全身痛を主訴とした皮膚所見を伴わない SAPHO 症候群の１例

田中　淳一（東北大学病院総合地域医療教育支援部） 

O-062 Lemierre 症候群と初期診断した Trousseau 症候群の1例

和泉　泰衛（長崎医療センター　総合診療科） 

O-063 シンガポールで罹患したチクングニヤ熱の一例と1年間の経過報告

目原　久美（Japan Green Clinic）  

14：45－15：48 一般演題（口演）10　診断と検査（症例報告）②
座長　井上　陽介（湯沢町保健医療センター）

廣瀬　知人（筑波メディカルセンター病院総合診療科）

O-064 一過性の近視化を伴って発症した1型糖尿病の２例 - 急激な近視化は急激な高血糖を示唆する一

莇　也寸志（石川勤労者医療協会城北病院） 

O-065 誤嚥性肺臓炎の一例

松浦　広昂（手稲家庭医療クリニック） 

O-066 不明熱を呈して Barrette 食道癌の切除により速やかに軽快した多発筋炎の一例

佐々木陽典（東邦大学医学部総合診療・救急医学講座） 

O-067 下肢痛を初発症状とした顕微鏡的多発血管炎の一例

明星　里沙（筑波メディカルセンター病院 総合診療科） 

O-068 好中球 CD64が鑑別に有用であった PFAPA 症候群

塩畑　　健（八幡平市国民健康保険西根病院小児科、岩手医科大学小児科学講座） 

O-069 薬剤アレルギーが先行し、ヒステリー様の症状を呈し診断に苦慮したギラン・バレー症候群の一例

坂井　暢子（全国土木建築国民健康保険組合　総合病院　厚生中央病院）

O-070 外傷を契機に発症した腫瘍随伴性 RS3PE（Remitting Seronegative Symmetrical Synovitis 

with Pitting Edema）症候群の一例

衣畑　成紀（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）  

16：20－17：23 一般演題（口演）11　卒後教育
座長　木村　眞司（松前町立松前病院）

中桶　了太（長崎大学病院へき地病院再生支援教育機構）

O-071 総合診療科における診療看護師（JNP）～6か月間の臨床研修を終えて見えてきたもの～

本田　和也（国立病院機構長崎医療センター総合診療科） 

O-072 地域基幹病院における地域をベースとした臨床研究の試み　  

～院内臨床研究ワークショップの取組み～

和田　幹生（市立福知山市民病院　総合内科） 
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一般演題（口演）
6 月 13 日（土）

O-073 ビデオチャットを用いた研修医教育の質の維持

鍋島　正慶（練馬光が丘病院） 

O-074 教育を重視した総合診療科開設の報告

姜　　昌林（上尾中央総合病院　総合診療科） 

O-075 初期研修医はどのようにキャリア選択をしていくのか（第１報）   

－進路変更の要因に関する質的研究

岡崎　友里（静岡家庭医養成プログラム、浜松医療センター産婦人科） 

O-076 薬剤師のジャーナルクラブ～インターネットを活用した EBM スタイル教育プログラムの有

用性～

青島　周一（医療法人社団　徳仁会　中野病院） 

O-077 初期臨床研修の地域医療研修から何を学んでいるのか

中桶　了太（長崎大学病院　へき地病院再生支援・教育機構、長崎大学病院　医療教育開発センター、

国民健康保険　平戸市民病院） 

17：25－18：37 一般演題（口演）12　薬剤・リハビリ・栄養・医療者－患者関係
座長　矢澤　一博（明治薬科大学薬剤師生涯学習講座）

中山　明子（大津ファミリークリニック）

O-078 多剤内服薬の改善に向けた取り組み

藤本　陸史（医療法人平成博愛会　博愛記念病院） 

O-079 患者視点から見た抗凝固薬の選択

進宅　礼章（公立つるぎ病院） 

O-080 訪問指導調査にパノラマ写真撮影を導入して

村田　和弘（飯塚市立病院） 

O-081 嚥下機能低下を呈する要介護認定高齢者に対する呼吸リハビリテーション介入の効果

巻　　直樹（筑波大学大学院博士課程ヒューマン・ケア科学専攻） 

O-082 診療所における生活習慣病患者へのインターネットを利用した栄養指導に関する有用性

堀越　　健（多摩ファミリークリニック） 

O-083 認知症高齢者の摂食嚥下障害の原因分析とスクリーニングシートの有用性の検討

大浦　　誠（南砺市民病院 診療部総合診療科） 

O-084 山間地と都市部の住民の医療に対する意識の違い

宮道　亮輔（聖路加国際病院救急部） 

O-085 行動変容のための基礎的研究　―医学生研究プロジェクトから―

小島衣里加（東京女子医科大学医学部） 

第４会場 2階　中会議室201A

13：50－15：50 International Session
座長 廣岡　伸隆（防衛医科大学校病院）

　　　高木　　博（筑波大学総合診療グループ／医療法人恒貴会　大和クリニック）

　　　竹村　洋典（三重大学大学院医学系研究科　臨床医学系講座家庭医療学分野）

　 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）

IS-1 Pre-existing patient factors for initial mortality prediction of adult pneumonia in a 

population ageing society

Sugihiro Hamaguchi（Department of General Internal Medicine, Ebetsu City Hospital/ 

Department of Clinical Medicine, Institute of Tropical Medicine, Nagasaki University/

The Adult Pneumonia Study Group-Japan） 
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一般演題（口演）
6 月 13 日（土）

O-073 ビデオチャットを用いた研修医教育の質の維持

鍋島　正慶（練馬光が丘病院） 

O-074 教育を重視した総合診療科開設の報告

姜　　昌林（上尾中央総合病院　総合診療科） 

O-075 初期研修医はどのようにキャリア選択をしていくのか（第１報）   

－進路変更の要因に関する質的研究

岡崎　友里（静岡家庭医養成プログラム、浜松医療センター産婦人科） 

O-076 薬剤師のジャーナルクラブ～インターネットを活用した EBM スタイル教育プログラムの有

用性～

青島　周一（医療法人社団　徳仁会　中野病院） 

O-077 初期臨床研修の地域医療研修から何を学んでいるのか

中桶　了太（長崎大学病院　へき地病院再生支援・教育機構、長崎大学病院　医療教育開発センター、

国民健康保険　平戸市民病院） 

17：25－18：37 一般演題（口演）12　薬剤・リハビリ・栄養・医療者－患者関係
座長　矢澤　一博（明治薬科大学薬剤師生涯学習講座）

中山　明子（大津ファミリークリニック）

O-078 多剤内服薬の改善に向けた取り組み

藤本　陸史（医療法人平成博愛会　博愛記念病院） 

O-079 患者視点から見た抗凝固薬の選択

進宅　礼章（公立つるぎ病院） 

O-080 訪問指導調査にパノラマ写真撮影を導入して

村田　和弘（飯塚市立病院） 

O-081 嚥下機能低下を呈する要介護認定高齢者に対する呼吸リハビリテーション介入の効果

巻　　直樹（筑波大学大学院博士課程ヒューマン・ケア科学専攻） 

O-082 診療所における生活習慣病患者へのインターネットを利用した栄養指導に関する有用性

堀越　　健（多摩ファミリークリニック） 

O-083 認知症高齢者の摂食嚥下障害の原因分析とスクリーニングシートの有用性の検討

大浦　　誠（南砺市民病院 診療部総合診療科） 

O-084 山間地と都市部の住民の医療に対する意識の違い

宮道　亮輔（聖路加国際病院救急部） 

O-085 行動変容のための基礎的研究　―医学生研究プロジェクトから―

小島衣里加（東京女子医科大学医学部） 

第４会場 2階　中会議室201A

13：50－15：50 International Session
座長 廣岡　伸隆（防衛医科大学校病院）

　　　高木　　博（筑波大学総合診療グループ／医療法人恒貴会　大和クリニック）

　　　竹村　洋典（三重大学大学院医学系研究科　臨床医学系講座家庭医療学分野）

　 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）

IS-1 Pre-existing patient factors for initial mortality prediction of adult pneumonia in a 

population ageing society

Sugihiro Hamaguchi（Department of General Internal Medicine, Ebetsu City Hospital/ 

Department of Clinical Medicine, Institute of Tropical Medicine, Nagasaki University/

The Adult Pneumonia Study Group-Japan） 
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6 月 13 日（土）

IS-2 Smoking preventative education to elementary school students in rural area.

Junya Shimamoto（Uchiumi clinic affiliated of Ainancho Ipponmatsu National Health 

Insurance Hospital）

IS-3 The association between single household family structures and frailty in a rural 

Japanese male population.

Hirotomo Yamanashi（Department of Island and Community Medicine, Nagasaki University 

Graduate School of Biomedical Science）

IS-4 Analysis of the characteristics of patients with dizziness based on the medical 

interview sheet

Fumiyuki Goto（NHO Tokyo Medical Center）

IS-5 MEDICATION USE AND COMORBIDITIES AMONG THOSE IN THE HOSPITAL 

REHABILITAION UNIT WITH FRACTURES

Haruko Yokoyama（Taito Hospital）

IS-6 The case of an 80-year-old woman with ethylene glycol poisoning

Kiichiro Yoshida（Department of General Medicine, Toyama University Hospital）

IS-7 Higher proportion of colorectal cancer was found in younger age patients: Jakarta 

experience

Oryza Gryagus Prabu（Faculty of Medicine Universitas Indonesia）

IS-8 Community case studies to enhance students’ awareness and insight into patient 

centeredness and community care

Yuko Takeda（Juntendo University School of Medicine ／ King's College London School of 

Medicine）

IS-9 Comparing Opioid Prescribing Patterns in Japan and the US: Examining our 

Motivations for Prescribing to Control Pain

Eriko Onishi（Oregon Health and Science University Family Medicine Department）
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一般演題（ポスター）
6 月 13 日（土）

6 月 13 日（土）

ポスター会場 1階　大会議室　101+102

10：40－11：28 一般演題（ポスター）1　患者中心の医療①
座長　牧　　信行（静岡県立総合病院　救急科）

P-001 複雑性尿路感染症における精査・加療方針に心理社会的背景が強く関与した高齢者の一例

宮﨑　信行（長野赤十字病院総合診療科） 

P-002 穴水町における24時間調剤応需体制の構築

岡田　政彦（穴水あおば薬局）

P-003 家庭血圧測定の実態調査と薬剤師による血圧測定指導の取り組み

川口　　諭（望星薬局）

P-004 総合診療医の視点から開発されたイノベーションによる超高齢化時代への対応策－総合診療

新分野の提言

小林　　只（弘前大学医学部附属病院総合診療部）

P-005 クールショットは注射の痛みを減らす

青木　重憲（青木クリニック） 

11：30－12：10　 一般演題（ポスター）2　患者中心の医療②
座長　杉田　周一（沖縄県立宮古病院）

P-006 終末期医療の代理意思決定に関する本人の意識調査

牧　　信行（静岡県立総合病院　救急科） 

P-007 薬剤師がめざす服薬支援・患者支援～患者と薬剤師の対話型研修会第一報～

小見川香代子（( 株 ) アップルケアネット）

P-008 医師の性質及び医師・患者関係と shared decision making との関連：

都内10区2市の診療所内科医に対する郵送調査

久我　咲子（上智大学）

P-009 総合内科診療所の時間担当医交替制の期待点、問題点 ‐ 患者側から

河野　淸秀（医療法人社団月陽会きよひで内科クリニック）

13：50－14：38　 一般演題（ポスター）3　地域包括ケア①
座長　菅野　哲也（東京ほくと医療生活協同組合　荒川生協診療所）

P-010 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８報）

井瀧　　亮（東京慈恵会医科大学疫学研究会） 

P-011 ケアカフェというトーク型地域活動から見えてきたもの

相馬　　渉（ファルマ　　藤代薬局）

P-012 当院総合診療科の現状と将来に向けて

森　　俊一（国立病院機構仙台医療センター　総合診療科）

P-013 地域包括ケア病棟　３か月間の実践の振り返り　千鳥橋病院での経験から

有馬　泰治（福岡医療団　千鳥橋病院）

P-014 東日本大震災　応急仮設住宅から復興公営住宅へ　新たなコミュニティ作りへの取り組み

末永　拓郎（石巻市立病院　開成仮診療所）

P-015 離島巡回診療の過去10年間の活動報告 - 定期通院患者の動向 -

中嶋　　裕（山口県立総合医療センターへき地医療支援部）
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14：40－15：20　 一般演題（ポスター）4　地域包括ケア②
座長　有馬　泰治（福岡医療団　千鳥橋病院　地域包括ケア病棟）

P-016 無理しない家庭医のコミュニティマネージメント

菅野　哲也（東京ほくと医療生活協同組合　荒川生協診療所）

P-017 Community as Partner モデルを用いた多職種協働による地域アセスメントの取り組み

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-018 アルツハイマー病の在宅患者で社会的問題のため膠着状態から抜け出せなかったが地域包括

の協力を得ることが個別ケアの改善に寄与することができた事例

菅野　哲也（東京ほくと医療生活協同組合　荒川生協診療所）

P-019 糖尿病治療を安全に行うためのチーム医療の取り組

―重症低血糖をおこさないための介入―

中村　高秋（近江八幡市立総合医療センター）

P-020 東海村における在宅療養者へのケアマネジャーと薬剤師の連携シート活用事業研究

早川　　達（北海道薬科大学）

10：40－11：28 一般演題（ポスター）5　診断と検査①
座長　今立　俊輔（今立内科クリニック）

P-021 高アンモニア血症による意識障害をきたした閉塞性尿路感染症の1例

伊藤　順子（医療法人同和会　千葉病院） 

P-022 私達は遊走腎を意外と見逃しているかもしれない

吉田　英人（医療法人社団健育会西伊豆病院）

P-023 過食症による爪楊枝の誤飲により腹膜炎を生じた一例

福島　大起（東京医科大学病院総合診療科）

P-024 当院における肺外結核８例の検討

角谷　慶人（国保京丹波町病院）

P-025 関節リウマチにて生物学的製剤治療中に、急性の呼吸障害を認めた2例

笠井　昭吾（JCHO 東京山手メディカルセンター　総合内科） 

P-026 結晶性多発関節炎の診断に関節液グラム染色が有用であった1症例

菅野　紘暢（岩手県立宮古病院 呼吸器科・総合内科）

11：30－12：10　 一般演題（ポスター）6　診断と検査②
座長　野々上　智（医療法人社団健育会西伊豆病院）

P-027 免疫不全のない急性下痢症患者における侵襲性 Campylobactor jejuni 感染症の2例

任　　　瑞（筑波大学附属病院 初期研修医） 

P-028 軽度電解質異常を手がかりとして診断に至った反復性食思不振の高齢男性の一例

岡崎　友里（静岡家庭医養成プログラム、浜松医療センター産婦人科）

P-029 dysphagia aortica が疑われた高齢女性の食欲不振の1例

比嘉真理子（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター）

P-030 下腿浮腫診療のピットフォール　誘因なく下腿血腫を来した1例

戎野　和之（府中病院）

P-031 非典型的大動脈解離の２例を経験して学んだ致死的血管障害を見逃さないための心構え

松本　松昱（田上病院、福岡市民病院救急科） 
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6 月 13 日（土）

13：50－14：38　 一般演題（ポスター）7　診断と検査③
座長　新藤　琢磨（岩手県立宮古病院呼吸器科・総合内科）

P-032 古くて新しいミルク・アルカリ症候群

鈴木　　聡（市立旭川病院） 

P-033 肺炎罹患を契機に診断された ACTH 単独欠損症と甲状腺機能低下症の合併例

杉山健二郎（JA 長野厚生連長野松代総合病院）

P-034 Klebsiella pneumoniae による頚部化膿性筋炎の一例

高橋　弘樹（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-035 右眼窩周囲痛による自殺企図で入院となり、自律神経症状や治療反応性に注目し

SUNCT の診断に至った一例

小澤　廣記（諏訪中央病院）

P-036 高 Na 血症の補正で不随意運動が改善した1例

一ノ瀬大地（筑波大学附属病院） 

P-037 急性期病院の総合内科外来における血液培養陽性例の検討

加藤　利佳（沖縄県立中部病院総合内科）

14：40－15：20　 一般演題（ポスター）8　診断と検査④
座長　加藤　利佳（沖縄県立中部病院総合内科）

P-038 初期には他の鑑別疾患が疑われたが、急速進行性糸球体腎炎（RPGN）の診断に至った4例

新藤　琢磨（岩手県立宮古病院呼吸器科・総合内科）

P-039 突然の意識障害にて診断された、脾腎シャントによる高アンモニア血症をきたした86歳女性

山井　太介（千葉健生病院）

P-040 高熱が持続し診断に難渋した成人 Still 病の1例

西村　夏美（東住吉森本病院）

P-041 糖尿病・内分泌内科医師との連携により当院にて迅速 ACTH 試験を行い

副腎不全と診断した一例

中野　正範（津生協病院）

10：40－11：28 一般演題（ポスター）9　急性期・急性疾患のケア①
座長　藤原　和成（出雲家庭医療学センター　大曲診療所）

P-042 2週間 shock vital が続き来院された70歳男性の1例

佐藤　　淑（湘南鎌倉総合病院総合内科） 

P-043 腹腔動脈起始部圧迫症候群の2例

中村　友之（大阪市立総合医療センター 総合診療科）

P-044 化膿性脊椎炎30例の検討

安藤　　諭（名古屋医療センター総合内科）

P-045 帯状疱疹後の遅発性顔面神経麻痺の1例

金児　泰明（長野赤十字病院総合診療科）

P-046 メトホルミンの盲点：旅行先の大量飲酒を契機に乳酸アシドーシスを発症した一例

野々上　智（医療法人社団健育会西伊豆病院） 

P-047 TPN とステロイド投与で軽快した Cronkhite-Canada 症候群の一例

石津富久恵（JA 長野厚生連長野松代総合病院）
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一般演題（ポスター）
6 月 13 日（土）

13：50－14：38　 一般演題（ポスター）7　診断と検査③
座長　新藤　琢磨（岩手県立宮古病院呼吸器科・総合内科）

P-032 古くて新しいミルク・アルカリ症候群

鈴木　　聡（市立旭川病院） 

P-033 肺炎罹患を契機に診断された ACTH 単独欠損症と甲状腺機能低下症の合併例

杉山健二郎（JA 長野厚生連長野松代総合病院）

P-034 Klebsiella pneumoniae による頚部化膿性筋炎の一例

高橋　弘樹（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-035 右眼窩周囲痛による自殺企図で入院となり、自律神経症状や治療反応性に注目し
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14：40－15：20　 一般演題（ポスター）8　診断と検査④
座長　加藤　利佳（沖縄県立中部病院総合内科）
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一般演題（ポスター）
6 月 13 日（土）

11：30－12：10　 一般演題（ポスター）10　急性期・急性疾患のケア②
座長　石津富久恵（JA 長野厚生連長野松代総合病院）

P-048 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　谷根千クリニック） 

P-049 突然発症の腹痛を呈した Serratia marcescens 感染性心内膜炎の一例

平田有美恵（湘南鎌倉総合病院）

P-050 持続する腰痛にて受診し、生検術が有効であった一例

福本　一夫（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）

P-051 当院で経験した Crowned dens syndrome の検討

並木かほる（水戸協同病院総合診療科） 

13：50－14：38　 一般演題（ポスター）11　急性期・急性疾患のケア③
座長　柳川　洋一（順天堂大学医学部附属静岡病院　救急診療科）

P-052 急性中耳炎から Bezold 膿瘍に至った一例

村上　真慧（筑波大学付属病院水戸地域医療教育センター・茨城県厚生連総合病院　水戸協同病

院　総合診療科） 

P-053 Capnocytophaga canimorsus による敗血症および椎体炎を発症した一例

古田　泰久（筑波メディカルセンター病院 総合診療科）

P-054 閉塞性尿路感染症に高アンモニア血症による意識障害を合併した1例

赤岩　　喬（飯塚／頴田家庭医療プログラム）

P-055 橋本脳症を疑った血管内大細胞型 B 細胞性リンパ腫の一例

桑名梨里子（茨城県立中央病院総合診療科）

P-056 非典型的な頭部 MRI 所見を認めたが、高圧酸素療法が有効であった一酸化炭素中毒の一例

本多　寛之（茨城県立中央病院総合診療科） 

P-057 著明な肘部リンパ節腫脹・疼痛をきたし、穿刺排膿を行った猫ひっかき病の成人例

柳本　蔵人（鴨川市立国保病院）

14：40－15：20　 一般演題（ポスター）12　急性期・急性疾患のケア④
座長　柳本　蔵人（鴨川市立国保病院）

P-058 ご存知ですか？アレルギー性冠動脈症候群　(Kounis 症候群 )

柳川　洋一（順天堂大学医学部附属静岡病院　救急診療科）

P-059 宮古島で発生したツツガムシ病７症例

江田はるか（沖縄県立宮古病院）

P-060 11β -HSD type2活性低下が疑われた症例

今村麻佐絵（聖路加国際病院）

P-061 インフルエンザ感染との関連が疑われた結節性紅斑の1例

甘利　　悠（順天堂大学総合診療科）

P-062 急性腹症で卵巣腫瘍を認め、卵巣茎捻転との鑑別が困難であった4例

西條　正二（札幌徳洲会病院救急総合診療科）

P-063 myxedema madness の一例

西　　純平（佐賀大学医学部附属病院　卒後臨床研修センター）
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一般演題（ポスター）
6 月 13 日（土）

10：40－11：28 一般演題（ポスター）13　高齢者ケア①
座長　高橋　優二（春回会　井上病院）

P-064 超高齢者の侵襲的治療に関する意思決定はどう行うべきか 　  

－介入後半年で死亡した症例の振り返りから－

棚橋　信子（静岡家庭医療プログラム、公立森町病院、森町家庭医療クリニック） 

P-065 高齢者施設で遭遇したランソプラゾール関連下痢症の2例

樋口　昭子（新潟県厚生連糸魚川総合病院）

P-066 『孤独を感じること』が認知機能に影響を与えた一例

松村　　伸（亀田ファミリークリニック館山）

P-067 当院急性期病棟における CGA のシステム化のとりくみ

影嶋　健二（鳥取県立中央病院）

P-068 退院患者の自宅内転倒に係る調査

山田　　智（中野共立病院） 

P-069 にじのまち転倒バスターズの取り組み～利用者の安全・安心を目指して～

高橋　民朗（きらり健康生活協同組合　老人保健施設にじのまち）

11：30－12：10　 一般演題（ポスター）14　プライマリ・ケアにおける疫学①
座長　福井慶太郎（豊泉会家庭医療センター　まどかファミリークリニック）

P-070 当院における肺炎入院患者の検討

高橋　優二（春回会　井上病院） 

P-071 地域在住者における主観的健康感に影響する背景因子及び生存率に関する調査

小糸　　秀（愛媛大学大学院医学系研究科地域医療学）

P-072 正常耐糖能と境界型における骨密度の比較

大島　諒士（飯田市立病院　研修医）

P-073 診療所からの悪性腫瘍の報告が、がん統計から消えてよいのか？ 

悪性腫瘍435名の経過からの検討

雨森　正記（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）

P-074 大学病院総合診療科における入院患者の検討

赤石　　雄（東京医科大学　総合診療医学分野） 

13：50－14：38　 一般演題（ポスター）15　終末期のケア①
座長　志村　直子（甲府共立病院）

P-075 パウチング法により QOL を改善し得た、胃癌腹壁浸潤に伴う皮膚瘻孔

柳本　蔵人（鴨川市立国保病院） 

P-076 患者の配偶者が「死の受容５段階モデル」の心理プロセスを経過したと考えられた一例

大屋　正樹（名張市立病院）

P-077 造血器腫瘍を有する患者様に対する中規模病院の役割に関する考察

木下　喜光（社会医療法人　生長会　阪南市民病院）

P-078 特別養護老人ホームあしぬま荘での過去５年間の終末期対応の検討（2009年－2013年）

岸　由美子（新潟医療生活協同組合木戸病院、特別養護老人ホームあしぬま荘）

P-079 歯科医の先生　一緒に終末期ケアしましょう

東條　環樹（北広島町雄鹿原診療所） 

P-080 身近にある孤独死～孤独死だったかもしれない2症例～

遠山　治彦（東神戸病院） 
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一般演題（ポスター）
6 月 13 日（土）

14：40－15：20　 一般演題（ポスター）16　終末期のケア②
座長　遠山　治彦（東神戸病院）

P-081 一般病院における高齢急性骨髄性白血病症例の現状および診療内容の検討

志村　直子（甲府共立病院）

P-082 豊田地域医療センターにおける高齢死亡患者の推移とその背景

樋口　朱美（豊田地域医療センター）

P-083 中小病院一般病棟における死亡例　１年間のまとめ

遠山　治彦（東神戸病院）

P-084 末期がん患者の呼吸器症状に対する訪問呼吸リハの効果

中田　隆文（須藤内科クリニック）

P-085 終末期がん患者の経口摂取における QOL 関連因子の検討

嶋田　和貴（大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター緩和ケア科、　　　　　　　　　　　　　

福井大学医学部医学科地域医療推進講座）

10：40－11：28 一般演題（ポスター）17　性差医療・慢性疾患①
座長　藤田　浩二（亀田総合病院感染症科）

P-086 周産期心筋症に対して全人的アプローチを試みた一例

高橋　弘樹（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-087 後期研修プログラムにおける産婦人科研修の意義

遠藤　広章（みちのく総合診療医学センター）

P-088 家庭医による周産期医療　～恵寿総合病院　家族みんなの医療センターの取り組み～

宮坂麻由子（恵寿総合病院　家族みんなの医療センター）

P-089 母児の乳離れに関連する要因―3歳児健診に参加した母親への質問紙調査より―

新垣由以子（長崎医療センター　看護部）

P-090 離島における HIV 診療とその問題点

杉田　周一（沖縄県立宮古病院） 

P-091 妊娠糖尿病・妊娠高血圧症候群を合併した女性のフォローに関する家庭医療専門医への実態調査

杉谷　真季（独立行政法人 国立病院機構  東京医療センター 総合内科、医療法人社団プラタナス　

桜新町アーバンクリニック　在宅医療部）

11：30－12：10　 一般演題（ポスター）18　外傷・慢性疾患②・小児・思春期ケア
座長　杉谷　真季（独立行政法人 国立病院機構  東京医療センター 総合内科 / 医療法人社団プラタナス  　　　

桜新町アーバンクリニック 在宅医療部）

P-092 左前脛腓靭帯部分断裂に対して漢方薬のみで除痛処置に成功した1例

藤田　浩二（亀田総合病院感染症科） 

P-093 糖尿病治療におけるプライマリ・ケアとしてのカーボカウントの血糖管理及び病識改革への

有用性に関する報告

堀江　直史（岐阜赤十字病院）

P-094 脳梗塞を契機に発見された常染色体優性多発性嚢胞腎に対してトルバプタンを導入した1例

の看護経験

瀬川　由佳（湘南藤沢徳洲会病院看護部）

P-095 急性腹症で救急外来を受診し飛び込み分娩となった思春期女性の１例

鈴木　　諭（利根保健生活協同組合利根中央病院総合診療科）

P-096 結節性紅斑が生後5ヶ月時に出現し、Weber-Christian 病と診断された Crohn 病の8歳男児

佐藤日香梨（飯塚病院　総合診療科　家庭医療プログラム） 
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一般演題（ポスター）
6 月 13 日（土）

13：50－14：38　 一般演題（ポスター）19　高齢者ケア②
座長　吉田　　健（岩手県立釜石病院）

P-097 事前指示書とアドバンス・ケア・プランニングに関する診療の質改善の報告

津田　修治（静岡家庭医養成プログラム　菊川市家庭医療センター）

P-098 地域中小病院におけるせん妄の発症率を DST(delirium screening tool) を用いて測定する

落合　甲太（西淀病院） 

P-099 当院における胃瘻造設症例の検討

吉田　　徹（岩手県立千厩病院）

P-100 急性期病院における高齢入院患者の在宅復帰が成立する条件　第一報

瀬戸　信二（社会医療法人春回会　井上病院　医師）

P-101 プライマリ・ケアで役にたつ認知症の重症度評価ツール

唐澤　秀治（船橋市立医療センター脳神経外科）

P-102 プライマリ・ケアにおける認知症と運転の危険性に関するスピード評価

唐澤　秀治（船橋市立医療センター脳神経外科） 

14：40－15：20　 一般演題（ポスター）20　在宅医療①
座長　津田　修治（静岡県家庭医養成プログラム　菊川市家庭医療センター）

P-103 療養生活を豊かに過ごす筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）の2症例

得丸　幸夫（得丸医院）

P-104 経鼻栄養チューブにより胃穿通をきたした在宅患者の1例

吉田　　健（岩手県立釜石病院）

P-105 MUS を呈する在宅患者に対し薬剤師・医師との共同作業により症状改善した1例

坂井　博則（総合メディカル株式会社　そうごう薬局田原坂店）

P-106 その患者さん、本当に食べられませんか？

プライマリケアに携わる医師が知っていてほしい完全側臥位法

原　　純一（きらり健康生活協同組合　上松川診療所）

P-107 多職種連携にて独居看取りを実現させた高齢ガン患者の1例

高木　　博（医療法人恒貴会　大和クリニック）

10：40－11：28 一般演題（ポスター）21　卒前教育①
座長　佐藤　優子（浜田市国民健康保険診療所連合体　波佐診療所）

P-108 東北地方で総合診療医を増やすための東北大学の取り組み   

～「学生・研修医のための総合診療医セミナー in 東北」～

田中　淳一（東北大学病院　総合地域医療教育支援部） 

P-109 医学科と保健学科学生による地域住民対象健康講話の卒前教育への導入とその効果

八幡　晋輔（兵庫県立柏原病院内科）

P-110 医学生研修医対象の薬剤師による訪問薬剤実習の取り組み

小濵　伸太（協和調剤調剤薬局　本局）

P-111 新潟大学医学部生が考える地域医療に必要な能力と自身の将来像に対するアンケート調査

黒川　　允（新潟大学大学院医歯学総合研究科　総合地域医療学講座）

P-112 Study Protocol：地域枠入試制度と運用がライフキャリアプランニングと地域医療従事意

思に与える影響に関する質的調査

賀來　　敦（社会医療法人清風会岡山家庭医療センター） 

2015_Ａ_プログラム_0613.indd   62 2015/05/07   11:59

62



62
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6 月 13 日（土）
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一般演題（ポスター）
6 月 13 日（土）

11：30－12：10　 一般演題（ポスター）22　卒前教育②
座長　賀來　　敦（社会医療法人清風会岡山家庭医療センター）

P-113 活動報告：女子医学生が女性医師の１日に密着！

～生活密着型実習は将来の不安を軽減する～

佐藤　優子（浜田市国民健康保険診療所連合体　波佐診療所） 

P-114 カナダの地域医療人育成　～ Northern Ontario School Of Medicine 訪問～

今立　俊輔（長崎医療センター　総合診療科）

P-115 第１０回九州支部プレ講習会における学生参加の試み

古結　英樹（宮崎大学医学部皮膚科）

P-116 第１０回九州支部プレ講習会における学生参加の試み

枝元　真人（宮崎大学医学部医学科）

13：50－14：38　 一般演題（ポスター）23　卒前教育③
座長　井階　友貴（福井大学医学部地域プライマリケア講座）

P-117 卒前クリニカル・クラークシップにおける当直実習の実態及び評価

若林　崇雄（札幌医科大学地域医療総合医学講座） 

P-118 学生が行う年二回のテーマ別地域医療合宿による学生の意識の変化の評価と考察

岡島　真愛（福井大学看護学科）

P-119 学生の地域医療志向と地域医療臨床実習において経験を希望する項目との関連

岡山　雅信（神戸大学大学院地域医療教育学部門、自治医科大学地域医療学センター）

P-120 札幌医科大学における未来医療拠点形成事業を活用した卒前総合診療教育の試み　

若林　崇雄（札幌医科大学地域医療総合医学講座）

14：40－15：20　 一般演題（ポスター）24　卒前教育④・多職種連携①
座長　若林　崇雄（札幌医科大学地域医療総合医学講座）

P-121 住民―行政―医療―介護のコラボレーションを育むワークショップ

「コラボ☆ラボ」の展開と地域ケア

井階　友貴（福井大学医学部地域プライマリケア講座、高浜町国民健康保険和田診療所、　　　　　

たかはま地域医療サポーターの会）

P-122 学習者にとっての筑波大学総合診療科選択クリニカル・クラークシップの意義

足立　真穂（筑波大学医学群医学類）

P-123 東北から、学生・研修医が、プライマリ・ケアを叫ぶ！

―学生・研修医部会東北支部、はじめの一歩―

渡部　　健（秋田大学 医学部 医学科、日本プライマリ・ケア連合学会 学生・研修医部会 東北支部）

P-124 ロールモデルから女子医学生卒前教育のあり方を考える

仲摩　恵美（自治医科大学医学部）

P-125 宮崎県初の地域医療実習の効果

早川　　学（宮崎大学医学部地域医療・総合診療医学講座）

10：40－11：28 一般演題（ポスター）25　診療の質改善①
座長　松木薗和也（社会医療法人緑泉会米盛病院　総合内科（救急科総合診療ユニット））

P-126 Door to balloon time 短縮のための取り組み

中田　円仁（那覇市立病院） 

P-127 入院患者に対するチーム診療体制に関する考察 ～当院での経験から～

宮田　　潤（福井大学医学部附属病院 救急・総合診療部）
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一般演題（ポスター）
6 月 13 日（土）

P-128 無床診療所における直接記入式インシデントレポートの試み

佐藤　寛美（医療法人社団　メディカルアクセス　沢田内科医院）

P-129 家庭医療診療所群における診療の質評価の指標作成と実践の報告

福井慶太郎（豊泉会家庭医療センター）

P-130 総合内科医の感染制御チーム（ICT）参画による院内感染症診療の変化

矢吹　　拓（国立病院機構 栃木医療センター） 

11：30－12：10　 一般演題（ポスター）26　診療の質改善②
座長　矢吹　　拓（国立病院機構 栃木医療センター）

P-131 「断らない」地域医療における時間外診療の実態

菅波　祐太（地域医療振興協会　揖斐郡北西部地域医療センター　久瀬診療所） 

P-132 離島診療所における二次医療機関への患者紹介の実態

松澤　廣希（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター附属粟国診療所）

P-133 岩手県2次医療圏最後の地域がん診療連携拠点病院に指定されて

遠野　千尋（岩手県立釜石病院）

P-134 臨床推論スキルを強化する AMLS

松木薗和也（社会医療法人緑泉会米盛病院　総合内科 ( 救急科総合診療ユニット )）

10：40－11：28 一般演題（ポスター）27　専門医養成①
座長　喜瀬　守人（医療福祉生協連家庭医療学開発センター（CFMD）／久地診療所）

P-135 遠隔地の指導医・研修医を繋げる ePortfolio システムの開発

三浦　太郎（富山大学富山プライマリ・ケア講座） 

P-136 ケースカンファレンスの運営方法の検討

藤谷　直明（大分大学医学部総合内科・総合診療科 / 宮崎医院）

P-137 井の中の蛙、大海を知り、己を知る

稲岡　雄太（CFMD レジデンシー・近畿、尼崎医療生協　本田診療所）

P-138 新たに赴任した施設で後期研修医を指導した1年を振り返る　東近江地域家庭医療学後期研修

プログラム活動報告

北川　貢嗣（東近江市蒲生医療センター）

P-139 家庭医療後期研修における Case-based Discussion（CbD） 導入の経験

増山由紀子（日本医療福祉生協連家庭医療学開発センター（CFMD)、医療生協さいたま・大井協

同診療所） 

11：30－12：10　 一般演題（ポスター）28　専門医養成②
座長　増山由紀子（日本医療福祉生協連家庭医療学開発センター（CFMD）/ 医療生協さいたま 大井協

同診療所）

P-140 マイルストーン・プロジェクトに準拠した家庭医療後期研修の目標作成の試み

喜瀬　守人（医療福祉生協連　家庭医療学開発センター（CFMD）、川崎医療生協　久地診療所） 
P-141 スウェーデンにおける家庭医レジデント（ST-lakare）研修制度について - 

家庭医研修の現状と今後の課題

ガリベールまり子（Landstinget Uppsala lan,Tierps vardcentralen）

P-142 家庭医療後期研修における e ポートフォリオの実践報告

田中　公孝（日本医療福祉生協連家庭医療学開発センター (CFMD)、

東京ほくと医療生活協同組合 北足立生協診療所）

P-143 地域中核病院でのプライマリ・ケアにおける救急科専門医の役割

松村　一弘（滋賀医科大学医学部附属病院救急集中治療部）
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一般演題（ポスター）
6 月 13 日（土）
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松澤　廣希（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター附属粟国診療所）

P-133 岩手県2次医療圏最後の地域がん診療連携拠点病院に指定されて

遠野　千尋（岩手県立釜石病院）

P-134 臨床推論スキルを強化する AMLS

松木薗和也（社会医療法人緑泉会米盛病院　総合内科 ( 救急科総合診療ユニット )）

10：40－11：28 一般演題（ポスター）27　専門医養成①
座長　喜瀬　守人（医療福祉生協連家庭医療学開発センター（CFMD）／久地診療所）

P-135 遠隔地の指導医・研修医を繋げる ePortfolio システムの開発

三浦　太郎（富山大学富山プライマリ・ケア講座） 

P-136 ケースカンファレンスの運営方法の検討

藤谷　直明（大分大学医学部総合内科・総合診療科 / 宮崎医院）

P-137 井の中の蛙、大海を知り、己を知る

稲岡　雄太（CFMD レジデンシー・近畿、尼崎医療生協　本田診療所）

P-138 新たに赴任した施設で後期研修医を指導した1年を振り返る　東近江地域家庭医療学後期研修

プログラム活動報告

北川　貢嗣（東近江市蒲生医療センター）

P-139 家庭医療後期研修における Case-based Discussion（CbD） 導入の経験

増山由紀子（日本医療福祉生協連家庭医療学開発センター（CFMD)、医療生協さいたま・大井協

同診療所） 

11：30－12：10　 一般演題（ポスター）28　専門医養成②
座長　増山由紀子（日本医療福祉生協連家庭医療学開発センター（CFMD）/ 医療生協さいたま 大井協

同診療所）

P-140 マイルストーン・プロジェクトに準拠した家庭医療後期研修の目標作成の試み

喜瀬　守人（医療福祉生協連　家庭医療学開発センター（CFMD）、川崎医療生協　久地診療所） 
P-141 スウェーデンにおける家庭医レジデント（ST-lakare）研修制度について - 

家庭医研修の現状と今後の課題

ガリベールまり子（Landstinget Uppsala lan,Tierps vardcentralen）

P-142 家庭医療後期研修における e ポートフォリオの実践報告

田中　公孝（日本医療福祉生協連家庭医療学開発センター (CFMD)、

東京ほくと医療生活協同組合 北足立生協診療所）

P-143 地域中核病院でのプライマリ・ケアにおける救急科専門医の役割

松村　一弘（滋賀医科大学医学部附属病院救急集中治療部）
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一般演題（ポスター）
6 月 13 日（土）

10：40－11：28 一般演題（ポスター）29　卒後・生涯教育①
座長　清田　実穂（日本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-144 後期研修医主体のケースカンファレンスでのファシリテーションに対するフィードバック

松永　　諭（飯塚病院） 

P-145 ワークショップ「日常診療を心身医学的に深めるために」の報告　  

ー日本心身医学会近畿地区講習会よりー

西山　順滋（関西医科大学附属枚方病院総合診療科、関西医科大学心療内科学講座）

P-146 回復期リハビリテーション医療を活かした初期研修医の地域医療研修

大仲　功一（医療法人博仁会志村大宮病院）

P-147 保険薬局におけるレジデント制度「家庭医療専門薬剤師レジデンシー」の構築

小川　壮寛（株式会社マスカット薬局、就実大学大学院 医療薬学研究科）

P-148 哲西町診療所で5年間初期臨床研修医指導に携わり伝えてきたこと

鈴木　忠広（哲西町診療所） 

P-149 世代別 SNS コミュニティプロジェクト

玉井友里子（日本プライマリ・ケア連合学会　第5期若手医師部会執行部） 

11：30－12：10　 一般演題（ポスター）30　卒後・生涯教育②
座長　玉井友里子（岡山家庭医療センター　湯郷ファミリークリニック）

P-150 リーダーシップ・トレーニング・フェローシップ・オンサイト

（Leadership Training Fellowship onsite：LTF-onsite）の試み

清田　実穂（日本医療福祉生協連家庭医療学開発センター（CFMD）） 
P-151 島根県若手ジェネラリストの集いの取り組み第一報

藤原　和成（出雲家庭医療学センター　大曲診療所）

P-152 中堅以降の医師にむけた『在宅医療インテンシブコース』による

高齢者の生活機能を支える試み

竹内　公一（千葉大学医学部附属病院地域医療連携部）

P-153 Key Features 問題による問題解決能力の評価の試み

高橋　　慶（東京ほくと医療生活協同組合　王子生協病院）

P-154 ワークショップ形式で行う出張型初期研修医教育と後期研修医の指導力向上への取り組み

山藤栄一郎（亀田総合病院）

13：50－14：38　 一般演題（ポスター）31　交換留学①
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　平戸臨床教育拠点）

　　　新井　大宏（英国ダンディー大学　医学教育修士課程）

P-155 「英国家庭医の診療の質担保への取り組み。」

新道　　悠（飯塚病院） 

P-156 英国家庭医の「働き方」

氏川　智皓（亀田ファミリークリニック館山）

P-157 英国プライマリ・ケアと国際交流

加藤　大祐（名古屋大学医学部附属病院）

P-158 英国家庭医の医療面接　～ビデオレビューを中心に～

原田　直樹（長崎医療センター総合診療科家庭医療後期研修プログラム）

P-159 英国の診療所でみた家庭医の役割

栗本　美緒（国保和良村診療所）

P-160 韓国家庭医療学会学術大会と国際交流

森　　冬人（福島県立医科大学地域・家庭医療学講座、只見町国民健康保険朝日診療所）
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一般演題（ポスター）
6 月 13 日（土）

14：40－15：28　 国際キャリア支援委員会企画（ポスター）　交換留学②
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　平戸臨床教育拠点）

　　　新井　大宏（英国ダンディー大学　医学教育修士課程）

PI-1～6 英国家庭医学会および韓国家庭医学会からの参加者による発表

10：40－11：28 一般演題（ポスター）32　実践報告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）／川崎医療生協・あさお診

療所）

P-161 在宅がんターミナルケアを支えるケアマネジャーのための研修会（第一報）  

―公開討論会を企画した経緯―

柴崎　美紀（杏林大学保健学部看護学科） 

P-162 在宅がんターミナルケアを支えるケアマネジャーのための研修会（第二報）   

―公開討論会の実施と評価―　

美ノ谷新子（順天堂大学保健看護学部）

P-163 診療所外来における固定した医師・看護師・事務員によるチーム医療

春日　良之（きらり健康生協上松川診療所）

P-164 プライマリケア医でも安全に外来インスリン導入が可能である

倉澤　美和（西吾妻福祉病院）

P-165 新設救急科が経験した他院転送症例から考察する地域連携の必要性

中嶋　浩二（ＩＭＳ（イムス）グループ　行徳総合病院　救急科） 
P-166 離島診療所における地域中核病院と連携した化学療法患者の療養支援

笠　　芳紀（沖縄県立八重山病院附属大原診療所）

11：30－12：10　 一般演題（ポスター）33　実践報告②
座長　鈴木　忠広（自治医科大学付属病院　総合診療内科）

P-167 ドクターショッピング、多院通院、多剤投与を家庭医は減らせるのか？ 

～メディアで紹介された診療所の報告～

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)、川崎医療生協・あさお診療所） 

P-168 萩医療圏の休日急患診療センター開設から一年間の看護師の取り組み

蠣屋美紀恵（萩市休日急患診療センター）

P-169 有床在宅支援診療所におけるトランジット入院の取り組みと課題

高野　修一（ろっこう医療生活協同組合　灘診療所）

P-170 ＩＣＴ事業参加による沖縄県渡嘉敷島からの活動報告

～毎日の健康的な生活習慣作りを目指して～

村田　祥子（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター附属渡嘉敷診療所）

13：50－14：38　 一般演題（ポスター）34　実践報告③
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-171 家庭医療先進国キューバ研修報告

渡邉　聡子（福島県立医科大学　地域・家庭医療学講座、かしま病院）

P-172 薬剤師が救急災害医療を実践するためのコース構築

－救急災害に強い薬剤師養成コースプロジェクト－

高橋　直子（奈良女子大学大学院、近畿大学薬学部）
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一般演題（ポスター）
6 月 13 日（土）

P-173 医療看護介護の多職種、住民、地域リソースのネットワークを強化・拡大する

「ふじさわ地域包括ケア研究会」

高木　史江（一関市国保藤沢病院）

P-174 地域診断に基づく静岡県森町における課題とリソースの現状

―医学生と看護師チームの活動から―

佐藤　佑太（浜松医科大学医学部医学科）

P-175 浜松医科大学の医学生と家庭医が協同企画した学生対象家庭医療ワークショップの報告

鈴木　利枝（浜松医科大学医学部医学科）

P-176 「老い」についての地域住民・学生・病院職員の参加によるテーマコミュニティ

「老いゼミナール」の立ち上げと１年間の継続的な学びの実践についての報告

泉水信一郎（東京ほくと医療生活協同組合 王子生協病院）
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