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プ ロ グ ラ ム
6 月 14 日（日）

シンポジウム7 9：40－12：00　第1会場（2階　大ホール）

専門医制度における評価の在り方　～認定試験、プログラム評価の質向上のために～
（専門制度推進・PG 認定・専門医認定・PG 運営 FD 委員会共同企画）

　座長：草場　鉄周（医療法人北海道家庭医療学センター）

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

　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）

総合診療専門医の意義

　有賀　　徹（昭和大学病院）

専攻医の能力評価とプログラム評価

　北村　　聖（東京大学大学院医学系研究科附属医学教育国際研究センター）

日本プライマリ・ケア連合学会家庭医療専門医認定試験の現状と課題

　藤沼　康樹（医療福祉生協連家庭医療学開発センター）

当学会のプログラム評価の現状と課題

　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）

シンポジウム8 9：40－12：00　第2会場（1階　多目的ホール）

総合診療医養成に大学が果たすべき役割（実行委員会企画）

　座長：井口清太郎（新潟大学大学院医歯学総合研究科　総合地域医療学講座）

　　　　高屋敷明由美（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）

地域を支え地域を科学する総合診療医の育成

　片岡　仁美（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）

筑波大学における大学－地域循環キャリアパスの構築

　前野　哲博（筑波大学医学医療系　地域医療教育学）

大学と地域でロールモデルを育てる仕組み作り

　生坂　政臣（千葉大学医学部附属病院総合診療部）

international experiences for primary health care in Japan.

　Chris van Weel（UNIVERSITY DEPARTMENTS OF FAMILY MEDICINE）

シンポジウム9 9：40－12：00　第3会場（2階　中ホール200）

まきこむ！　ー住民中心の地域包括ケアを目指してー（地域包括ケア委員会企画）

　座長：鈴木　　央（鈴木内科医院）

　　　　白髭　　豊（白髭内科医院）

　企画責任者：鈴木　　央（鈴木内科医院）

「巻き込まれる！」住民主体の仕組みづくり～しあわせすぎステーションによる生活モデルの具現化～

　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）

認知症ケアを中心に、本人、家族、専門職、地域がつながった   支えること支えられることの垣根を越えて

　奥村　典子（医療法人藤本クリニック）

人を、地域を、社会を変えるチームスピリット－人間中心のケアとまちづくりに向けて

　堀田　聰子（国際医療福祉大学大学院）
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プ ロ グ ラ ム
6 月 14 日（日）

シンポジウム10 9：40－12：00　第8会場（3階　中ホール300）

生命の危機に直面した患者・家族と“いのちの終わり”に関する話し合いを始める（実行委員会企画）

　座長：木澤　義之（神戸大学大学院医学系研究科先端緩和医療学分野）

　企画責任者：浜野　　淳（筑波大学医学医療系）

エンド・オブ・ライフにおける意思決定：考え方と対話の基礎

　尾藤　誠司（東京医療センター臨床研修科）

エンド・オブ・ライフ・ディスカッションにおけるケアの視点

　竹之内沙弥香（京都大学大学院医学研究科／人間健康科学系専攻臨床看護学講座）

End of life discussion が必要な患者さんを見逃さないために

　浜野　　淳（筑波大学医学医療系）

シンポジウム11 9：40－12：00　第14会場（4階　中会議室406）

10年後に迫った2025年問題を考える－急速に進行する超高齢社会時代に、我々は今、何をすべきか？－
（実行委員会企画）

　座長：吉村　　学（宮崎大学医学部地域医療・総合診療医学講座）

　　　　前野　貴美（筑波大学医学医療系地域医療教育学）

　企画責任者：前野　貴美（筑波大学医学医療系地域医療教育学）

人口減少社会に向かう日本の医療介護の現状と将来予測

　高橋　　泰（国際医療福祉大学大学院医療経営管理分野）

10年後に迫った2025年問題を考える～行政から～

佐々木昌弘（厚生労働省 医政局 地域医療計画課）

高齢化の進む中山間地域での取り組み～ごちゃまぜ IPE を切り札にして～

吉村　　学（宮崎大学医学部地域医療・総合診療医学講座）

地域で医師を育てる～大学と地方自治体が連携する意義・北茨城市民病院附属家庭医療センターが果たす役割

宮澤　麻子（北茨城市民病院附属家庭医療センター／筑波大学総合診療グループ）

シンポジウム12 13：30－15：00　第1会場（2階　大ホール）

プライマリ・ケアでのアルコール関連問題～現状と課題、連携、当事者・家族の視点（実行委員会企画）

　座長：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）

　　　　吉本　　尚（筑波大学医学医療系　地域医療教育学／附属病院　総合診療科）

　企画責任者：吉本　　尚（筑波大学医学医療系　地域医療教育学／附属病院　総合診療科）

アルコール健康障害対策基本法の成立で何が変わるか？

　吉本　　尚（筑波大学医学医療系　地域医療教育学／附属病院　総合診療科）

プライマリ・ケアでの減酒指導と専門治療紹介（SBIRT）

　杠　　岳文（国立病院機構　肥前精神医療センター）

アルコール依存症者を専門医療に繋げる「アルコール依存症医療における茨城方式」について

小口　克行（豊後荘病院）

『断酒新生』アルコール依存症当事者／家族の体験談と自助グループの必要性

高橋　幸夫（ＮＰＯ法人茨城県断酒つくばね会　土浦・霞ヶ浦断酒会）

高橋まり子（土浦霞ヶ浦断酒会白帆家族会）
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プ ロ グ ラ ム
6 月 14 日（日）

シンポジウム13 13：30－15：00　第2会場（1階　多目的ホール）

わがプログラムの光と影－如何に危機を克服したか－（PG 運営 FD 委員会企画）

　座長：大島　民旗（西淀病院）

　　　　中島美知子（医療法人社団 ホスピティウム聖十字会 中島医院）

　企画責任者：大島　民旗（西淀病院）

筑波大学における家庭医療専門医養成プログラムの構築

前野　哲博（筑波大学医学医療系　地域医療教育学）

大規模病院での総合診療部門の運営について

　鄭　　東孝（国立病院機構東京医療センター　総合内科）

コミュニティホスピタルにおける家庭医療後期研修のプログラム運営とリクルート戦略

吉田　　伸（飯塚病院総合診療科）

聴いて下さい，開拓者の悩み ～北海道家庭医療学センター～

　山田　康介（医療法人　北海道家庭医療学センター（更別村国民健康保険診療所））

シンポジウム14 13：30－15：00　第3会場（2階　中ホール200）

プライマリ・ケアと在宅リハビリテーションの多職種協働
（多職種協働委員会（在宅リハビリテーション推進チーム）企画）

　座長：齋藤　正美（日本訪問リハビリテーション協会 / 北海道文教大学　人間科学部　理学療法学科）

　　　　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）

　企画責任者：石橋　幸滋（石橋クリニック）

在宅リハビリテーションの質と多職種協働

　齋藤　正美（日本訪問リハビリテーション協会 / 北海道文教大学　人間科学部　理学療法学科）

過疎地診療所におけるリハビリテーションの活用

　前沢　政次（日本プライマリ・ケア連合学会）

地域包括ケア体制の整備におけるリハビリテーションの重要性

　石川　　誠（日本リハビリテーション医学会／医療法人社団輝生会）

介護支援専門員の視点から在宅リハビリテーションとの多職種協働の現状と課題

水上　直彦（一般社団法人日本介護支援専門員協会）

シンポジウム15 13：30-15：00　第8会場（3階　中ホール300）

薬剤の添付文書の使い方（実行委員会企画）

　座長：林　　昌洋（虎の門病院）

　　　　村島　温子（国立成育医療研究センター）

　企画責任者：村島　温子（国立成育医療研究センター）

薬剤添付文書の使い方ー腫瘍内科の立場から

　島田　安博（高知医療センター）

薬剤の添付文書の使い方～産科の立場から～

　濱田　洋実（筑波大学医学医療系産科婦人科）

小児科医からみた薬剤添付文書

　賀藤　　均（国立成育医療研究センター）

医薬品の添付文書の役割　～患者の安全を確保するために～

佐藤　玲子（（独）医薬品医療機器総合機構）
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プ ロ グ ラ ム
6 月 14 日（日）

シンポジウム16 13：30－15：00　第14会場（4階　中会議室406）

プライマリ・ケアとくすり（プライマリ・ケア薬剤師認定制度委員会・生涯学習委員会　共同企画）

　座長：丸山　　泉（日本プライマリ・ケア連合学会）

　　　　望月　眞弓（慶應義塾大学薬学部）

　指定発言：宮田　靖志（国立病院機構　名古屋医療センター　卒後教育研修センター／総合内科）

　企画責任者：矢澤　一博（明治薬科大学）

プライマリ・ケアとくすり

　丸山　　泉（日本プライマリ・ケア連合学会）

ポリファーマシー問題

　徳田　安春（独立行政法人地域医療機能推進機構本部）

企業くすり相談における医薬品の情報提供について

　横山　民代（日本製薬工業協会　くすり相談対応検討会）

プライマリ・ケアにおける薬剤師の役割

　山本　信夫（公益社団法人　日本薬剤師会）

教育講演4 13：30－15：00　第7会場（2階　中会議室202B）

リハビリテーション専門職との協働　ー医師の処方から始まるリハビリテーションマネジメントー
（茨城県支部企画）

　座長：柳　　久子（筑波大学医学医療系）

　企画責任者：斉藤　秀之（公益社団法人茨城県理学療法士会 /医療法人筑波記念会リハビリテーション事業）

　斉藤　秀之（公益社団法人茨城県理学療法士会 /医療法人筑波記念会リハビリテーション事業）

教育講演5 13：30－15：00　第13会場（4階　小会議室405）

地域における歯科医師、薬剤師、栄養士、リハビリテーションの連携・協働 摂食嚥下治療での歯科介入の現状
（多職種協働委員会（医科歯科共同事業推進チーム）企画）

　座長：石橋　幸滋（石橋クリニック）

　企画責任者：石橋　幸滋（石橋クリニック）

摂食嚥下治療における歯科的介入の現状

　潮田　高志（多摩北部医療センター　歯科口腔外科）

地域における歯科医師、薬剤師、栄養士、リハビリテーションの連携・協働 ～地区歯科医師会と食支援～

　小玉　　剛（一般社団法人東京都東久留米市歯科医師会 /こだま歯科医院）

学会ジョイントプログラム3 9：40－12：00　第13会場（4階　小会議室405）

プライマリ・ケアで専門職連携を行うための基本的スキルは何か（日本医学教育学会）（実行委員会企画）

　座長：吉田　素文（九州大学大学院医学研究院医学教育学）

　　　　前田　隆浩（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科地域医療学分野）

　企画責任者：松井　俊和（日本医学教育学会地域医療・多職種連携教育委員会／藤田保健衛生大学医学部）

　松井　俊和（日本医学教育学会地域医療・多職種連携教育委員会／藤田保健衛生大学医学部）
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プ ロ グ ラ ム
6 月 14 日（日）

プライマリ・ケアの現場でであう複雑事例と専門職連携

　春田　淳志（筑波大学附属病院）

地域で働く看護職が有するプライマリ・ケアの協調性

　大塚眞理子（千葉大学大学院看護学研究科附属専門職連携教育研究センター）

プライマリ・ケアで専門職連携を行うための基本的スキル - 薬学領域の場合

　半谷眞七子（名城大学薬学部）

プライマリ・ケア連合学会 IPE 委員会での多職種連携教育の現況、理学療法士の視点から

　山下　政和（公益社団法人地域医療振興協会　揖斐郡北西部地域医療センター）

地域包括ケアの核となる在宅医療「柏モデル」に於ける多職種連携とＩＴＣの活用について

　平野　　清（平野医院　柏市医師会）

ワークショップ28 9：40－12：00　第7会場（2階　中会議室202B）

選ぶ？　選ばない？　ジェネリック医薬品（プライマリ・ケア薬剤師認定制度委員会企画）

　企画責任者：坂口　眞弓（みどり薬局）

　坂口　眞弓（みどり薬局）

　南郷　栄秀（東京北医療センター総合診療科）

　山岡　和幸（医療法人前橋北病院　薬局）

　川末　真理（アップル調剤薬局）

　小泉　達勇（日本調剤戸越公園薬局）

　嶋　　　元（しま薬局）

　矢澤　一博（明治薬科大学）

　緒方　宏泰（明治薬科大学）

　

ワークショップ29 9：40－12：00　第9会場（3階　小会議室303）

『Medical Generalism』を学ぶ Part 2（国際キャリア支援委員会企画）

　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）

　葛西　龍樹（福島県立医科大学医学部　地域・家庭医療学講座）

　吉村　　学（宮崎大学医学部地域医療・総合診療医学講座）

　Evelyn van Weel-Baumgarten（Radboud University, Netherlands）

　Greg Irving（University of Cambridge, UK）

　Robin Ramsay（University of Edinburgh Global Health Academy, UK）

　Sinan Mir（RCGP Junior International Committee, UK）

　Joanna Thorne（RCGP Junior International Committee, UK）

　Duk Chul Lee（Korean Academy of Family Medicine）

　澤　　憲明（Royal College of General Practitioners, UK）

　佐藤弘太郎（北海道家庭医療学センター　本輪西ファミリークリニック）
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プ ロ グ ラ ム
6 月 14 日（日）
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プライマリ・ケアとくすり（プライマリ・ケア薬剤師認定制度委員会・生涯学習委員会　共同企画）
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　　　　望月　眞弓（慶應義塾大学薬学部）
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教育講演4 13：30－15：00　第7会場（2階　中会議室202B）

リハビリテーション専門職との協働　ー医師の処方から始まるリハビリテーションマネジメントー
（茨城県支部企画）

　座長：柳　　久子（筑波大学医学医療系）

　企画責任者：斉藤　秀之（公益社団法人茨城県理学療法士会 /医療法人筑波記念会リハビリテーション事業）

　斉藤　秀之（公益社団法人茨城県理学療法士会 /医療法人筑波記念会リハビリテーション事業）

教育講演5 13：30－15：00　第13会場（4階　小会議室405）

地域における歯科医師、薬剤師、栄養士、リハビリテーションの連携・協働 摂食嚥下治療での歯科介入の現状
（多職種協働委員会（医科歯科共同事業推進チーム）企画）

　座長：石橋　幸滋（石橋クリニック）

　企画責任者：石橋　幸滋（石橋クリニック）

摂食嚥下治療における歯科的介入の現状
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　小玉　　剛（一般社団法人東京都東久留米市歯科医師会 /こだま歯科医院）

学会ジョイントプログラム3 9：40－12：00　第13会場（4階　小会議室405）

プライマリ・ケアで専門職連携を行うための基本的スキルは何か（日本医学教育学会）（実行委員会企画）

　座長：吉田　素文（九州大学大学院医学研究院医学教育学）

　　　　前田　隆浩（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科地域医療学分野）
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プ ロ グ ラ ム
6 月 14 日（日）

ワークショップ30 9：40－12：00　第10会場（3階　小会議室304）

デキる診療所づくり～プライマリ・ケアにおける医療安全～　パート２（医療の質・安全委員会企画）

　企画責任者：生坂　政臣（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）

　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）

　長谷川　剛（上尾中央総合病院）

　小泉　俊三（一般財団法人東光会　七条診療所）

　松村　真司（松村医院）

　井上真智子（浜松医科大学地域家庭医療学講座）

　喜瀬　守人（医療福祉生協連家庭医療学開発センター / 久地診療所）

　福井慶太郎（豊泉会家庭医療センター）

　大平　善之（千葉大学医学部附属病院総合診療部）

ワークショップ31 9：40－12：00　第11会場（4階　小会議室403）

論文執筆と査読は表裏一体：英語学術論文の書き方上級編、そして良い論文執筆につながる査読のコツ
（General Medicine 編集委員会企画）

　企画責任者：廣岡　伸隆（防衛医科大学校病院）

　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）

　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）

　小嶋　　一（手稲家庭医療クリニック）

　廣岡　伸隆（防衛医科大学校病院）

　

ワークショップ32 9：40－12：00　第12会場（4階　小会議室404）

みんなでつくろう地域ケアレシピ集・第１弾～まずは問題を整理してみよう～（地域ケア事例集作成 WG 企画）

　企画責任者：井階　友貴（福井大学医学部地域プライマリケア講座）

　佐藤　元美（一関市国民健康保険藤沢病院）

　井階　友貴（福井大学医学部地域プライマリケア講座）

ワークショップ33 13：30－15：00　第9会場（3階　小会議室303）

明日から使えるインスリン治療の ABC ！～インスリン治療実践編～（糖尿病委員会企画）

　企画責任者：三澤　美和（長浜赤十字病院　糖尿病内分泌内科・救急部）

　三澤　美和（長浜赤十字病院　糖尿病内分泌内科・救急部）

　細田　俊樹（ホームケアクリニック銀座）

　西井　伸善（ほたるの薬局）

　宮井由里子（医療法人社団弓削メディカルクリニック）

　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）
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ワークショップ34 13：30－15：00　第10会場（3階　小会議室304）

知らないままでいいですか？「終活」「相続」「エンディングノート」～旅立ちを手伝うためのテーマとして～
（公募企画）

　企画責任者：大橋　博樹（多摩ファミリークリニック）

　大橋　博樹（多摩ファミリークリニック）

　杉江　延雄（新宿総合会計事務所）

　高木　　暢（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）

ワークショップ35 13：30－15：00　第11会場（4階　小会議室403）

整形外科診察虎の巻（首・腰編）（公募企画）

　企画責任者：野々上　智（西伊豆健育会病院）

　仲田　和正（西伊豆健育会病院）

　野々上　智（西伊豆健育会病院）

　吉田　英人（西伊豆健育会病院）

　越後谷良介（倉敷中央病院　救急科）

　吉岡　靖展（名古屋医療センター）

　千嶋　　巌（栃木医療センター）

ワークショップ36 13：30－15：00　第12会場（4階　小会議室404）

支部活動の活性化と地域・社会への貢献（支部支援委員会企画）

　企画責任者：外山　　学（益田診療所／支部支援委員会）

　外山　　学（益田診療所／支部支援委員会）

　金丸　吉昌（美郷町地域包括医療局／支部支援委員会）

　稲福　徹也（稲福内科医院／九州ブロック支部）

　大原　昌樹（綾川町国民健康保険陶病院／四国ブロック支部）

　北西　史直（トータルファミリーケア北西医院／中部ブロック支部）

　朝倉健太郎（健生会 大福診療所／近畿ブロック支部）

インタレストグループ1 8：00－9：00　第2会場（1階　多目的ホール）

地域における、ニコチン依存症とタバコフリー社会へのプライマリ・ケア的アプローチ～日本プライマリ・
ケア連合学会　タバコフリーWGより～（公募企画）

　企画責任者：門田耕一郎（長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　医療科学講座　地域医療学分野）

　加藤　正隆（かとうクリニック）

　野村　英樹（杏林大学医学部付属病院）

　村山　勝志（むらやま薬局）

　御前　秀和（名張市立病院）

　堤　　円香（筑波大学医療医学系地域医療教育学）

　門田耕一郎（長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科 医療科学講座 地域医療学分野）
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プ ロ グ ラ ム
6 月 14 日（日）

インタレストグループ2 8：00－9：00　第3会場（2階　中ホール200）

地域包括ケアを担うための地域医療教育アウトカム（公募企画）

　企画責任者：井口清太郎（全国地域医療教育協議会（新潟大学大学院総合地域医療学講座））

　井口清太郎（全国地域医療教育協議会（新潟大学大学院総合地域医療学講座））

　田中　健一（名古屋大学医学部医学科）

　吉村　　学（宮崎大学医学部地域医療・総合診療医学講座）

　長谷川仁志（全国地域医療教育協議会（秋田大学大学院医学教育学講座））

　平田まりの（自治医科大学医学部医学科）

インタレストグループ3 8：00－9：00　第4会場（2階　中会議室201A）

PCFM ネットの活動報告と今後の方向性（公募企画）

　企画責任者：佐藤　涼介（医療法人佐藤医院）

　北西　史直（トータルファミリーケア北西医院）

　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）

　森　　洋平（三重大学医学部附属病院　総合診療科）

　佐藤　涼介（医療法人佐藤医院）

インタレストグループ4 8：00－9：00　第5会場（2階　中会議室201B）

アジア太平洋地区の若手医師の交流を深めるには～現状把握と意見交換～（国際関係委員会企画）

　企画責任者：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）

　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）

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

Physicians Singapore）

　佐藤　健一（Healthway Japanese Medical Centre）

　吉田　　伸（飯塚病院総合診療科　飯塚・頴田家庭医療プログラム）

　廣岡　伸隆（防衛医科大学総合診療部）

　Ng Chung Wai（Sing Health FM Residency）

　Lee Sharon Ngoh Hu（Sing Health FM Residency）

　稲岡　雄太（医療福祉生協連 家庭医療学開発センター（CFMD）／尼崎医療生協 本田診療所）

　内藤　俊夫（順天堂大学総合診療科）

インタレストグループ5 8：00－9：00　第6会場（2階　中会議室202A）

模擬就職活動をやってみよう！　～ Work Life Balance の視点から～（男女共同参画委員会企画）

　企画責任者：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）

　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）

　小崎真規子（日本プライマリ・ケア連合学会 男女共同参画委員会／堀川病院　内科）

　片岡　仁美（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）

　早野　恵子（済生会熊本病院　救急総合診療センター）
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6 月 14 日（日）
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6 月 14 日（日）

　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）

　森　　敬良（医療福祉生協連家庭医療学開発センター（CFMD）/ 尼崎医療生活協同組合　本田診療所）

インタレストグループ6 8：00－9：00　第7会場（2階　中会議室202B）

非癌性慢性疼痛コントロールにオピオイドの適応はあるのか？～米国の現場から伝えたいこと、学べること、
そして今後、日本の現場で生かせること～（公募企画）

　企画責任者：大西恵理子（オレゴン健康医科大学 Oregon Health and Science University　家庭医療科  Family Medicine）

　大西恵理子（オレゴン健康医科大学 Oregon Health and Science University　家庭医療科  Family Medicine）

　小林　　只（弘前大学医学部附属病院 総合診療部）

　平野　貴大（国民健康保険大間病院）

　松本　　進（株式会社アプラック）

　

インタレストグループ7 8：00－9：00　第8会場（3階　中ホール300）

全国ジェネラリスト80大学行脚プロジェクト（公募企画）

　企画責任者：来住　知美（大阪市立総合医療センター感染症センター）

　杉谷　真季（東京医療センター　総合内科／医療法人プラタナス桜新町アーバンクリニック在宅医療部）

　堀越　　健（多摩ファミリークリニック）

　堀　　哲也（北海道家庭医療学センター／国民健康保険上川医療センター）

　今江　章宏（北海道家庭医療学センター／寿都町立寿都診療所）

　宮田　　潤（福井大学医学部附属病院救急に強い総合医養成コース / 公立丹南病院内科）

　岡崎　友里（浜松医療センター産婦人科）

　近藤　　諭（三重大学医学部附属病院　総合診療科）

　花房　徹郎（大阪家庭医療センター、ファミリークリニックあい）

　松本　翔子（出雲家庭医療学センター  大曲診療所）

　金　　弘子（飯塚病院総合診療科  飯塚・頴田家庭医療プログラム）

インタレストグループ8 8：00－9：00　第9会場（3階　小会議室303）

究極の女子会@プライマリ・ケア連合学会　みんなちがってみんないい（公募企画）

　企画責任者：白石　裕子（隠岐広域連合立隠岐島前病院　西ノ島町立国民健康保険浦郷診療所）

　白石　裕子（隠岐広域連合立隠岐島前病院　西ノ島町立国民健康保険浦郷診療所）

　石川由紀子（自治医科大学地域医療学センター　総合診療部門）

　神田　健史（新潟県福祉保健部医師看護職員確保対策課）

　渡邉ありさ（国保日南病院内科）

　吉田奈緒美（山口県立こころの医療センター）

　氏家士富子（茨城県立中央病院総合診療科）
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プ ロ グ ラ ム
6 月 14 日（日）

インタレストグループ9 8：00－9：00　第10会場（3階　小会議室304）

FPNs 企画第1弾～診療所看護がおもしろい！家庭医療から看護をみる～（公募企画）

　企画責任者：梅前ちひろ（北海道勤医協中央病院）

　梅前ちひろ（北海道勤医協中央病院）

　児玉あずさ（石狩幸惺会病院）

　田中亜紀子（トータルファミリーケア北西医院）

　石井　絵里（訪問看護ステーション あゆみ）

　今藤　潤子

　伏谷　麻友

　高谷　智美（前橋赤十字病院）

インタレストグループ10 8：00－9：00　第11会場（4階　小会議室403）

患者中心の医療の方法 (PCCM；Patient Centred Clinical Method)
第3版を踏まえた日本における“Health”の実践知を探索する（公募企画）

　企画責任者：宮地純一郎（北海道家庭医療学センター／浅井東診療所／京都大学医学教育推進センター）

　宮地純一郎（北海道家庭医療学センター／浅井東診療所／京都大学医学教育推進センター）

　松井　善典（北海道家庭医療学センター／浅井東診療所）

　上野　暢一（北海道家庭医療学センター／本輪西ファミリークリニック）

　北山　　周（北山医院）

　加藤　光樹（医療法人社団 豊泉会 家庭医療センター）

　安藤　高志（北海道家庭医療学センター／上川医療センター）

　草場　鉄周（北海道家庭医療学センター）

インタレストグループ11 8：00－9：00　第12会場（4階　小会議室404）

「価値と関係性に基づく医療」インタレストグループ（公募企画）

　企画責任者：尾藤　誠司（ＮＨＯ東京医療センター）

　尾藤　誠司（ＮＨＯ東京医療センター）

　松村　真司（松村医院）

　大西　弘高（東京大学医学系研究科医学教育国際研究センター）

インタレストグループ12 8：00－9：00　第13会場（4階　小会議室405）

総合診療における利益相反マネジメント（利益相反委員会企画）

　企画責任者：箕輪　良行（JCHO 総合診療教育チーム）

　和座　一弘（わざクリニック）

　水野　　融（JCHO 総合診療教育チーム / 岡田医院）

　小宮　英美（NHK 国際放送局多言語メディア部）

　箕輪　良行（JCHO 総合診療教育チーム）
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6 月 14 日（日）

インタレストグループ13 8：00－9：00　第14会場（4階　中会議室406）

集まれ！病院総合医～どうやって病棟患者の引き継ぎしてますか？～（公募企画）

　企画責任者：橋本　忠幸（橋本市民病院 内科）

　橋本　忠幸（橋本市民病院　内科）

　小杉　俊介（飯塚病院　総合診療科）

　長野　広之（天理よろづ相談所病院　総合内科）

　竹内　元規（藤田保健衛生大学　救急総合内科）

ランチタイムセッション1 12：20－13：15　第3会場（2階　中ホール200）

医療制度の中で家庭医が担う役割について考える：日英 /日韓交流から見えてきたもの（国際キャリア支援委員会企画）

　企画責任者：中桶　了太（長崎大学病院　へき地病院再生支援・教育機構）

　中桶　了太（長崎大学病院　へき地病院再生支援・教育機構）

　長嶺由衣子（千葉大学予防医学センター）

　増山由紀子（医療生協さいたま　大井協同診療所）

　Sinan Mir （Royal College of General Practitioners Junior International Committee）

　Joanna Thorne（Royal College of General Practitioners Junior International Committee）

　JinRin Kim（Soonchunhyang University Hospital Seoul, Korea / Korean Association of Family Medicine）

ランチタイムセッション2 12：20－13：15　第9会場（3階　小会議室303）

高齢者ケア　「低栄養」からの脱出 (日本褥瘡学会在宅医療委員会共催企画 )
（地域包括ケア委員会・多職種協働委員会　共同企画）

　企画責任者：鈴木　　央（鈴木内科医院）

ランチタイムセッション3 12：20－13：15　第10会場（3階　小会議室304）

グループ診療が抱える課題と今後のあるべき姿について（グループ診療委員会企画）

　企画責任者：福井慶太郎（豊泉会家庭医療センター）

　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）

　武田　伸二（東町ファミリークリニック）

　佐古　篤謙（湯郷ファミリークリニック）

　成島　仁人（特定医療法人暲純会 津ファミリークリニック）

　福井慶太郎（豊泉会家庭医療センター）
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　企画責任者：箕輪　良行（JCHO 総合診療教育チーム）

　和座　一弘（わざクリニック）

　水野　　融（JCHO 総合診療教育チーム / 岡田医院）

　小宮　英美（NHK 国際放送局多言語メディア部）

　箕輪　良行（JCHO 総合診療教育チーム）
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プ ロ グ ラ ム
6 月 14 日（日）

インタレストグループ13 8：00－9：00　第14会場（4階　中会議室406）

集まれ！病院総合医～どうやって病棟患者の引き継ぎしてますか？～（公募企画）

　企画責任者：橋本　忠幸（橋本市民病院 内科）

　橋本　忠幸（橋本市民病院　内科）

　小杉　俊介（飯塚病院　総合診療科）

　長野　広之（天理よろづ相談所病院　総合内科）

　竹内　元規（藤田保健衛生大学　救急総合内科）

ランチタイムセッション1 12：20－13：15　第3会場（2階　中ホール200）

医療制度の中で家庭医が担う役割について考える：日英 /日韓交流から見えてきたもの（国際キャリア支援委員会企画）

　企画責任者：中桶　了太（長崎大学病院　へき地病院再生支援・教育機構）

　中桶　了太（長崎大学病院　へき地病院再生支援・教育機構）

　長嶺由衣子（千葉大学予防医学センター）

　増山由紀子（医療生協さいたま　大井協同診療所）

　Sinan Mir （Royal College of General Practitioners Junior International Committee）

　Joanna Thorne（Royal College of General Practitioners Junior International Committee）

　JinRin Kim（Soonchunhyang University Hospital Seoul, Korea / Korean Association of Family Medicine）

ランチタイムセッション2 12：20－13：15　第9会場（3階　小会議室303）

高齢者ケア　「低栄養」からの脱出 (日本褥瘡学会在宅医療委員会共催企画 )
（地域包括ケア委員会・多職種協働委員会　共同企画）

　企画責任者：鈴木　　央（鈴木内科医院）

ランチタイムセッション3 12：20－13：15　第10会場（3階　小会議室304）

グループ診療が抱える課題と今後のあるべき姿について（グループ診療委員会企画）

　企画責任者：福井慶太郎（豊泉会家庭医療センター）

　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）

　武田　伸二（東町ファミリークリニック）

　佐古　篤謙（湯郷ファミリークリニック）

　成島　仁人（特定医療法人暲純会 津ファミリークリニック）

　福井慶太郎（豊泉会家庭医療センター）
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プ ロ グ ラ ム
6 月 14 日（日）

ランチタイムセッション4 12：20－13：15　第13会場（4階　小会議室405）

住民・患者向け健康教育のコツや工夫の共有会 ～実践家のノウハウを共有、相互に深め合う場の提供～
（実行委員会企画）

　企画責任者：阪本　直人（筑波大学医学医療系地域医療教育学）

　阪本　直人（筑波大学医学医療系地域医療教育学）

　堤　　円香（筑波大学医学医療系地域医療教育学）

ランチタイムセッション5 12：20－13：15　第14会場（4階　中会議室406）

ランチタイム女☆医☆会 in TSUKUBA（男女共同参画委員会企画）

　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）

　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）

　大野　毎子（唐津市民病院きたはた）

　小﨑真規子（社会医療法人西陣健康会　堀川病院）

　森　　敬良（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（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（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（済生会熊本病院　救急総合診療センター）
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一般演題（口演）
6 月 14 日（日）

6 月 14 日（日）

第４会場 2階　中会議室201A

09：40－10：43 一般演題（口演）13　診断と検査（症例報告）③
座長 廣瀬　英生（県北西部地域医療センター国保和良診療所）

鈴木　將玄（筑波メディカルセンター病院　総合診療科）

O-086 アトピー性皮膚炎のため過剰な食事制限と日光暴露回避を行い , ビタミン D 欠乏性骨軟化症

を来した1例

鋪野　紀好（千葉大学医学部附属病院 総合診療部） 

O-087 含歯性嚢胞による Numb chin 症候群の１例

伊澤　和洋（佐久総合病院総合診療科） 

O-088 オランザピン内服後に HHS および悪性症候群、MERS 合併により意識障害が遷延した一例

内田　卓郎（筑波大学附属病院水戸地域医療センター・水戸協同病院　総合診療科） 

O-089 感染源特定において咬傷部痂皮の PCR は有用である

橋本　由徳（鳥取県立中央病院総合診療科、鳥取県立中央病院血液内科） 

O-090 腸閉塞症状で来院した原発性小腸癌の１例

近藤　誠吾（亀山市立医療センター） 

O-091 右上肢のみの浮腫を呈した一例

鈴木　將玄（筑波メディカルセンター病院　総合診療科） 

O-092 急激な左背部痛で発症した化膿性椎間関節炎の一例

梅田　卓郎（府中病院） 

10：45－11：57 一般演題（口演）14　身体診察・急性疾患のケア②
座長　石橋　幸滋（石橋クリニック）

栗原　　宏（筑波大学附属病院 総合診療科）

O-093 ベットサイドにおける筋力評価習得における教育方法

本永　英治（沖縄県立宮古病院） 

O-094 着衣の袖の状態が血圧測定値に与える影

小曽根早知子（筑波大学附属病院） 

O-095 徳島県豪雪災害における医療救護・保健衛生チームの活動

三村　誠二（徳島県立中央病院救急科） 

O-096 院内心肺停止患者の臨床像と予後の検討

寒川　浩道（橋本市民病院　内科、橋本市民病院　循環器科） 

O-097 当院における ESBL 産生腸内細菌による腎盂腎炎の治療状況の解析

石津富久恵（JA 長野厚生連長野松代総合病院） 

O-098 偽痛風治療におけるアセトアミノフェンの有用性に関する後ろ向き調査

竹村　正和（佐久総合病院　総合診療科） 

O-099 集中治療を受けた高齢患者のその後　～苦しみは ICU を出てからも続く～

那須　道高（仁愛会浦添総合病院） 

O-100 医療・介護関連肺炎（NHCAP）における血液培養陽性に関連する因子の検討

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）
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一般演題（口演）
6 月 14 日（日）

13：30－14：15 一般演題（口演）15　急性疾患（症例報告）
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　総合診療科）

O-101 Levofloxacin 内服後に生じた両側アキレス腱損傷の一例

平塚　祐介（昭和大学病院総合診療センター） 

O-102 シンガポール日本人会クリニックで診断したデング熱症例の臨床経過

日暮　浩実（シンガポール日本人会クリニック、千葉大学医学部附属病院　呼吸器内科） 

O-103 医師と患者の解釈モデルの相違から、複数の医療機関を受診後初めて診断に至った破傷風

山口　佳子（東京医科大学病院 総合診療科） 

O-104 一時的に症状が軽快し、診断に難渋した頚椎硬膜外血腫の一例

大矢　和正（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-105 急性の意識障害で救急搬送された ANCA 関連肥厚性硬膜炎の一例

小浦　友行（富山大学医学部　富山プライマリ・ケア講座） 

14：15－15：00 一般演題（口演）16　急性疾患・医療者 - 患者関係・小児・栄養（症例報告）
座長　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）

O-106 Crowned Jaw Claudication 左側頭部痛を呈し超音波検査にて診断した顎関節偽痛風の一例

石丸　直人（明石医療センター　内科呼吸器内科） 

O-107 診断に難渋し長期に菌血症をきたした不明熱の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） 

O-108 乳酸アシドーシスの一例

児玉　亘弘（福岡徳洲会病院　内科） 

O-109 小学校校内マラソン走破後に多発した過換気症候群

白川　光雄（海陽町宍喰診療所） 

O-110 とろみ調整食品による高カリウム血症を来した経管栄養患者の一例

岩本　佳隆（独立行政法人国立病院機構岡山医療センター呼吸器科） 

第５会場 2階　中会議室201B

09：40－10：43 一般演題（口演）17　高齢者ケア・緩和ケア
座長 雨森　正記（医療法人社団弓削メディカルクリニック）

濱井　彩乃（亀田ファミリークリニック館山）

O-111 嚥下内視鏡による唾液誤嚥予防効果の検討

元木　由美（医療法人平成博愛会　博愛記念病院） 

O-112 眠剤内服中の急性期高齢入院患者におけるラメルテオン内服によるせん妄予防効果に関する

後方視的研究

片山　寛人（総合病院　南生協病院） 

O-113 高齢者の閉塞性睡眠時無呼吸症候群と CPAP 療法についての検討

尾林　秀幸（東大宮総合病院） 

O-114 地域在住高齢者における閉じこもり要因に関する研究

若山　修一（筑波大学大学院人間総合科学研究科、アール医療福祉専門学校） 

O-115 佐久総合病院小海分院入院患者における、高齢者向け不適切薬剤リストの有用性

崎山　隼人（JA 長野厚生連　佐久総合病院、佐久総合病院小海分院）
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一般演題（口演）
6 月 14 日（日）

O-116 実臨床医が誤嚥性肺炎患者の経口摂取開始の目安とする項目の抽出　  

ー全国質問紙調査結果よりー

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） 

O-117 東京都での在支診を拠点とした在宅緩和ケアチーム構築の実践と有用性について

市川　敦央（立川在宅ケアクリニック） 

10：45－11：57 一般演題（口演）18　プライマリ・ケアにおける疫学②
座長　柳　　久子（筑波大学人間総合科学研究科）

　　　大西　弘高（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）

O-118 自治体にない診療科に対して移動困難はどれだけ受療機会を損失しているかの調査～益子町

で眼科を例に～

池ノ谷紘平（どこでもクリニック益子） 

O-119 胃薬で改善しない上腹部症状患者への次の一手を考える

塩田　星児（大分大学医学部附属病院総合内科・総合診療科） 

O-120 屍体検案から見た孤独死の現状

大曽根　卓（医療法人芳栄会　大曽根内科小児科） 

O-121 北海道へき地医師確保　ー意識調査ー

枝川　峻二（医療法人渓仁会　手稲家庭医療クリニック） 

O-122 大分県におけるピロリ菌感染率と感染経路の解明

塩田　星児（大分大学医学部附属病院総合内科・総合診療科） 

O-123 一般内科外来通院中患者さんに COPD はどれくらいいるの？

布施　克也（新潟県立小出病院） 

O-124 小規模病院の総合診療医外来における患者特性や扱う問題の量・複雑さの分析と、診療内容

や臨床経過との関連

佐藤　健太（勤医協札幌病院） 

O-125 「めまい」を主訴に当院を受診した救急外来受診者の検討

酒井賢一郎（ＪＣＨＯ九州病院） 

13：30－14：15 一般演題（口演）19　予防医療
座長　阪本　直人（筑波大学医学医療系 地域医療教育学）

O-126 父母の喫煙と小学生のタバコに関する知識の関連～日立市全小学校9年分のデータより

堤　　円香（筑波大学医学医療系） 

O-127 薬剤師の認知症の受診勧奨に関する横断研究

川口　修平（筑波大学大学院　人間総合科学研究科） 

O-128 成人に達した肥満児の体格－肥満外来受診者へのアンケート調査から－

平野　千秋（きぬ医師会病院） 

O-129 市町村国保　特定健康診査連続受診者の特徴

水上　哲秀（特定非営利活動法人　健康情報処理センターあいち） 

O-130 一般住民における頸動脈硬化と慢性腎臓病発症との関連

志水　元洋（九州大学病院総合診療科） 

14：15－15：00 一般演題（口演）20　ICT・経営
座長　草場　鉄周（北海道家庭医療学センター）

O-131 医療機関ホームページの新たな活用法とその反響　～1年間でアクセスを飛躍的に増加させ

た成功事例の報告～

竹田　陽介（けやき坂クリニック、株式会社ヴァイタリー） 

2015_Ａ_プログラム_0614.indd   85 2015/05/07   12:00

85



86

一般演題（口演）
6 月 14 日（日）

O-132 地域調剤情報共有システムの開発と活用の取組

小屋松　淳（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　離島・へき地医療講座、長崎大学大学院医歯

薬学総合研究科　社会医療科学講座　地域医療学分野） 

O-133 ICT を活用した在宅医療と介護の情報連携 ～石巻在宅医療・介護情報連携協議会の取り組み～

三好　都子（医療法人社団鉄祐会　祐ホームクリニック石巻） 

O-134 医療過疎地域における ICT を用いた脳卒中治療の医療連携

小幡　史明（徳島県立海部病院　内科総合診療科、那賀町国民健康保険　木頭診療所） 

O-135 診療所ホームページ開設と二次医療機関との関係

阪上　順一（京都府立医科大学　地域医療連携室、京都府立医科大学　総合診療部、京都府立医

科大学　消化器内科） 

第６会場 2階　中会議室202A

09：40－10：43 一般演題（口演）21　患者中心の医療
座長 山田　康介（更別村国民健康保険診療所（医療法人北海道家庭医療学センター））

中村奈保子（岡山家庭医療センター津山ファミリークリニック）

O-136 10年以上ぶりに改善した症例から学ぶ患者の自立ということ

須田　道雄（須田医院） 

O-137 一人の医師のみが継続して診療し続けることの功罪

松本　修一（福岡徳洲会病院内科） 

O-138 夜間せん妄に対する非薬物療法を行った一例

井坂　　丞（大田病院） 

O-139 複視を主訴に来院したが多数疾患や問題を抱えていたため治療計画に難渋した一例

大沢　　彰（赤穂市民病院） 

O-140 Device 医療でのプライマリケア医の心得～繰り返す肺炎の一例から考える～

脇田　嘉登（愛知医科大学病院） 

O-141 薬剤師が患家訪問することにより、「病い」を発見し患者個別ケアに寄与した症例

佐藤　一生（ひまわり薬局） 

O-142 パーキンソン病患者の QOL に姿勢異常が影響する

三上　恭平（医療法人社団神天会　登戸内科・脳神経クリニック）

10：45－11：57 一般演題（口演）22　多職種連携②・実践報告
座長　高柳　　亮（群馬家庭医療学センター前橋協立診療所）

村田亜紀子（岡山家庭医療センター　津山ファミリークリニック）

O-143 但馬地方における地元出身者による地元の医療の考察とへき地における地元出身者と都市部

の学生の交流

守本　陽一（自治医科大学医学部） 

O-144 とやま学生 IPE の活動報告

萩原　四季（富山県立総合衛生学院看護学科） 

O-145 在宅療養支援診療所における薬剤師活用モデルの提言

岡崎　理絵（医療法人社団鉄祐会　祐ホームクリニック） 

O-146 京都医療トレーニングセンター（京都府医師会）における ALS 患者に対する多職種連携で

のシリーズ実践研修の取り組み

土井　正樹（土井医院） 
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一般演題（口演）
6 月 14 日（日）
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一般演題（口演）
6 月 14 日（日）

O-147 地域包括ケア病棟の開設と運営ー厚生中央病院の挑戦

荒神　裕之（全国土木建築国民健康保険組合　総合病院　厚生中央病院、東京医科大学　公衆衛生学分野） 

O-148 在宅支援診療所で初めて取り組んだ遺族会

関根　有沙（群馬中央医療生活恊同組合前橋協立診療所） 

O-149 『プライマリ・ケア医のための眼科診療セミナー』による眼科領域の生涯教育とニーズ調査

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） 

O-150 川崎市立多摩病院における家庭医小児フェローシップの報告。小児科医との連携と生涯学習

について。

町野　亜古（川崎市立多摩病院） 

13：30－14：15 一般演題（口演）23　在宅医療
座長　安来　志保（上井草診療所）

O-151 吸引療法 / 局所陰圧閉鎖療法 (Negative Pressure Wound Therapy: NPWT） PICO® 創傷

治療システムによる仙骨部褥瘡治療～在宅にて奏効した1例～

佐伯　修二（ホームケアクリニック横浜港南） 

O-152 多施設協同による在宅チーム医療の教育・研究の推進：アカデミアに何ができるか

山脇　正永（京都府立医科大学　在宅チーム医療推進学） 

O-153 研究中間報告第2報：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）、北足立生協診療所、東京慈恵会

医科大学　総合医科学研究センター　臨床疫学研究部） 
O-154 地方と都市部の在宅医療の違いの考察

渡邉　祐登（船橋二和病院） 

O-155 在宅医療研修前後における研修医の意識変化

山脇　正永（京都府立医科大学在宅チーム医療推進学） 

14：15－15：00 一般演題（口演）24　家族志向・メンタルヘルス・慢性疾患のケア
座長　小㟢真規子（堀川病院　内科）

O-156 アルコール問題に対し、家族アプローチをおこなった1例

市山　康暢（町立太良病院） 

O-157 家庭医が行う認知行動療法　( 亀田京橋クリニック一般内科外来での実践 )

郭　　友輝（亀田京橋クリニック） 

O-158 大学病院総合外来における不安と抑うつの予測因子に関する検討

梶原　秀喜（千葉大学医学部附属病院） 

O-159 降雪寒冷地における高齢2型糖尿病患者の冬期 HbA1c 値に影響を及ぼす生活習慣因子

山森　有夏（東京医療保健大学大学院　看護学研究科　高度実践看護コース） 

O-160 COPD の症状評価目的の質問票 ( 修正 MRC と CAT) を、スパイロメトリーと同時に施行す

る臨床的意義の検討

加藤　　冠（大泉生協病院内科、東京健生病院内科） 
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一般演題（ポスター）
6 月 14 日（日）

6 月 14 日（日）

ポスター会場 1階　大会議室101+102

10：00－10：48 一般演題（ポスター）35　多職種連携②
座長　矢部　千鶴（三重家庭医療センター一志　三重県立一志病院　家庭医療科）

P-177 PCC(person centered care) をめざした多職種在宅認知症研修会

松岡　史彦（六ヶ所村地域家庭医療センター） 

P-178 エルデカルシトール使用患者の高 Ca 血症対策

塚本　啓介（大阪府済生会中津病院薬剤部）

P-179 プライマリケア医師と摂食嚥下専門歯科による同一診療所内での医科歯科連携の取り組み

原　　純一（きらり健康生活協同組合　上松川診療所）

P-180 多職種連携による訪問薬剤管理に関する学習会の取り組み

定村美紀子（帝京科学大学）

P-181 保険薬局のプラットホーム化による他職種連携の推進

小林　篤史（京都府薬剤師会）  

P-182 常勤医の少ない地域医療病院における、多職種連携による診療の質向上と負担軽減の取り組み

櫻井　晋介（新潟県立妙高病院）

10：50－11：30 一般演題（ポスター）36　多職種連携③
座長　泉　　京子（勤医協月寒ファミリークリニック）

P-183 頸髄損傷の1例－多職種連携による患者の QOL 向上への取り組み－

安達　杏奈（長崎医療センター　総合診療科） 

P-184 UFT/LV とワルファリン併用患者における Point-of-care testing を活用した INR 自己測定

と医薬連携による外来共同薬物治療管理の試み

細川佐智子（羽島市民病院　薬剤部、愛知学院大学薬学部　臨床薬剤学）

P-185 「嚥下食・嚥下機能障害」に関して、多職種で行った地域住民に対する参加型の勉強会

山口裕起子（諏訪中央病院）

P-186 医療材料供給における薬剤師の役割　～他職種連携を通して～

舛甚　路子（大野あけぼの薬局） 

13：30－14：18 一般演題（ポスター）37　International Session
座長 武田　裕子（順天堂大学　医学部医学教育研究室）

P-187 Crowned dens syndrome (CDS) mimicking meningitis

Hiroaki Wakakuri（Department of General Medicine and Health Science, Nippon Medical 

School, Tokyo, Japan） 

P-188 Patient Reporting of Their Experiences in Adverse Drug Reactions at Primary Care 

Units

Arunrot Patsuree（Department of Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmaceutical Sciences, 

Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand）

P-189 Effective factors on self-care in women with osteoporosis: a study with content 

analysis approach

Arezoo Fallahi（Assistant professor Department of public health, School of Health, 

Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran）
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一般演題（ポスター）
6 月 14 日（日）
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定村美紀子（帝京科学大学）

P-181 保険薬局のプラットホーム化による他職種連携の推進

小林　篤史（京都府薬剤師会）  

P-182 常勤医の少ない地域医療病院における、多職種連携による診療の質向上と負担軽減の取り組み

櫻井　晋介（新潟県立妙高病院）

10：50－11：30 一般演題（ポスター）36　多職種連携③
座長　泉　　京子（勤医協月寒ファミリークリニック）

P-183 頸髄損傷の1例－多職種連携による患者の QOL 向上への取り組み－

安達　杏奈（長崎医療センター　総合診療科） 

P-184 UFT/LV とワルファリン併用患者における Point-of-care testing を活用した INR 自己測定

と医薬連携による外来共同薬物治療管理の試み

細川佐智子（羽島市民病院　薬剤部、愛知学院大学薬学部　臨床薬剤学）

P-185 「嚥下食・嚥下機能障害」に関して、多職種で行った地域住民に対する参加型の勉強会

山口裕起子（諏訪中央病院）

P-186 医療材料供給における薬剤師の役割　～他職種連携を通して～

舛甚　路子（大野あけぼの薬局） 

13：30－14：18 一般演題（ポスター）37　International Session
座長 武田　裕子（順天堂大学　医学部医学教育研究室）

P-187 Crowned dens syndrome (CDS) mimicking meningitis

Hiroaki Wakakuri（Department of General Medicine and Health Science, Nippon Medical 

School, Tokyo, Japan） 

P-188 Patient Reporting of Their Experiences in Adverse Drug Reactions at Primary Care 

Units

Arunrot Patsuree（Department of Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmaceutical Sciences, 

Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand）

P-189 Effective factors on self-care in women with osteoporosis: a study with content 

analysis approach

Arezoo Fallahi（Assistant professor Department of public health, School of Health, 

Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran）

2015_Ａ_プログラム_0614.indd   88 2015/05/07   12:00

89

一般演題（ポスター）
6 月 14 日（日）

P-190 Effects of Acalypha indica L. and Centella asiatica on Hypoxic Sprague Dawley 

Rats Neurons

Faiza Hatim（Faculty of Medicine, Universitas Indonesia）

P-191 Ready-To-Use Therapeutic Food (RUTF) in Children with Severe Malnutrition: An 

Evidence Based Finding

Oryza Gryagus Prabu（Faculty of Medicine Universitas Indonesia）

P-192 Rapidly progressive fatal gas gangrene due to Clostridium septicum in a patient 

with colon cancer revealed by autopsy

Haruka Kuno（General Medicine and Primary Care, University of Tsukuba Hospital 

14：20－15：00 一般演題（ポスター）38　その他（活動報告）
座長　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-193 赤穂市民病院における薬剤師見学実習報告

村上　秀治（公立みつぎ総合病院） 

P-194 患者自身の目標を援助する医療

須田　道雄（須田医院）

P-195 診療所看護師の現状とイメージ～２つのワークショップから得られたもの～

児玉あずさ（石狩幸惺会病院）

P-196 東京都からの通勤で栃木の郊外地域での地域医療を実践できるか

池ノ谷紘平（どこでもクリニック益子）

10：00－10：48 一般演題（ポスター）39　診断と検査⑤
座長　大谷　　寛（立川相互病院）

P-197 床振動解析を用いた人体転倒検知の可能性の検討

山村　　修（福井大学医学部　地域医療推進講座） 

P-198 本当に正常ですか？－その頭部単純 CT －

朝日　公一（順天堂大学医学部附属静岡病院放射線科）

P-199 慢性腎臓病（CKD) 病診連携案の作成と実践

嶋津　啓二（大阪府済生会中津病院）

P-200 診療所における血液培養の導入と臨床的意義の考察

遠井　敬大（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・川崎セツル

メント診療所）

10：50－11：30 一般演題（ポスター）40　診断と検査⑥
座長　遠井　敬大（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・川崎セツル

メント診療所）

P-201 発熱を主訴として受診する65歳以上の高齢者の疾患を診断するための臨床予測ルール開発

の試み

堀端　　謙（亀山市立医療センター） 

P-202 65歳以上の高齢者の肺炎を臨床検査なしで同定するための臨床予測ルールの開発－第1報

和田　健治（三重県立一志病院）

P-203 当院における急性ピロリン酸カルシウム結晶性関節炎（偽痛風）症例の臨床像の検討

大谷　　寛（立川相互病院　総合診療科）

P-204 当科における血管内リンパ腫の臨床的特徴の検討

鈴木　紘史（自治医科大学附属病院総合診療内科）

P-205 プライマリー・ケアにおける腹部症状症例に対する消化管超音波検査の有用性の検討

豊田　英樹（ハッピー胃腸クリニック）
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一般演題（ポスター）
6 月 14 日（日）

13：30－14：18 一般演題（ポスター）41　診断と検査⑦
座長　土田　知也（川崎市立多摩病院　総合診療内科）

P-206 中心静脈によるカテーテル感染症の検討

脇田　嘉登（愛知医科大学病院総合診療科） 

P-207 末梢神経障害の診断における短趾伸筋 (EDB) 萎縮観察の臨床的意義

小河　健一（和歌山県立医科大学附属病院紀北分院内科）

P-208 低体温患者および熱中症患者における菌血症発症率　

石丸　直人（明石医療センター　内科呼吸器内科）

P-209 深部静脈血栓症患者の肺塞栓症除外診断における可溶性フィブリンの有用性

宮本真紀子（奈良県立医科大学　総合医療学）

P-210 高齢者収縮期雑音の聴診上の senile murmur と大動脈弁狭窄症の特徴

井内　和幸（かみいち総合病院） 

14：20－15：00 一般演題（ポスター）42　実践報告④
座長　井内　和幸（かみいち総合病院内科）

P-211 スウェーデン家庭医療研修報告　1人20分診療の実態と日本との患者満足度比較

土田　知也（川崎市立多摩病院　総合診療内科） 

P-212 赤穂市民病院糖尿病療養チームでの地域発信型生活習慣改善の取り組み～参加しよう！健康

プチオリンピック～

立花　祐毅（赤穂市民病院　内科） 

P-213 地域を学び、地域に参加する～地域医療におけるアプローチ

木島　　基（JA 北海道厚生連遠軽厚生病院） 

P-214 仮設団地における介入困難な認知症事例を通じた多職種連携の取組み

藤戸　孝俊（石巻市立開成仮診療所） 

10：00－10：48 一般演題（ポスター）43　急性期・急性疾患のケア⑤・外傷のケア・慢性疾患のケア①
座長　中西里永子（立川相互病院）

P-215 当院における虚血性心疾患患者の下部消化管出血に対する抗血栓薬の取り扱いについて

小林まどか（鳥取県立中央病院 臨床研修センター） 

P-216 佐久総合病院における炭酸リチウム中毒患者の家族背景

児玉　貴之（佐久総合病院）

P-217 神経内科常勤医不在の地域基幹病院における ALS 患者への取り組み

大西　規史（市立福知山市民病院）

P-218 当科における Helicobacter pylori 一次除菌率の検討

川上　浩平（東京医科大学病院総合診療科）

P-219 アルコール使用障害に対する慢性疾患ケアモデルの有効性の検討（Community-Based 

Participatory Research ）

森　　英毅（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター付属座間味診療所） 

P-220 慢性疾患ケアモデルに基づく地域介入に関する質的研究（Community-Based Participatory 

Research ）文化的慣習への介入時に生じた住民の思い

森　　英毅（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター付属座間味診療所）
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一般演題（ポスター）
6 月 14 日（日）

10：50－11：30 一般演題（ポスター）44　慢性疾患のケア②
座長　森　　英毅（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター付属座間味診療所）

P-221 診療所外来における HbA1c の POCT 導入効果についての検討

中西里永子（府中診療所、立川相互病院　総合診療科） 

P-222 運動器の痛みに対する鍼灸治療　－症例集積研究による検討－

山形　由紀（市立砺波総合病院　東洋医学科）

P-223 ITB を実施した重症痙縮16例の検討

伊藤　　恒（湘南藤沢徳洲会病院神経内科）

P-224 大分県における薬剤師の喘息吸入指導に関するアンケート調査

石井　稔浩（大分大学医学部総合内科・総合診療科）

P-225 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） 

13：30－14：18 一般演題（ポスター）45　慢性疾患のケア③・家族志向のケア・口腔ケア
座長　青木　昭子（東京医科大学八王子医療センター）

P-226 プライマリ・ケア医が患者の「家族を診る」ということの意味

高木　祐希（東京大学医学部医学科） 

P-227 口腔領域に関連する主な副作用・相互作用一覧の作成と評価

飯嶋　久志（千葉県薬剤師会薬事情報センター）

P-228 口呼吸判定に有効な質問票の作成

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）

P-229 糖尿病患者における配合剤使用状況に関する検討

伊藤　　俊（相模原赤十字病院内科）

P-230 糖尿病のフットケアはどのような患者に行うべきか、足病変再発予防の検討

西森　栄太（佐久市立国保浅間総合病院） 

14：20－15：00 一般演題（ポスター）46　薬剤ケア
座長　西森　栄太（佐久市立国保浅間総合病院）

P-231 総合病院外来患者における「お薬手帳」の利用状況

青木　昭子（東京医科大学八王子医療センター） 

P-232 薬剤師によるフィジカルアセスメントに対する医師・看護師の評価

寺原　史貴（JA 北海道厚生連　倶知安厚生病院） 

P-233 Polypharmacy 外来の新規開設と取り組み

矢吹　　拓（国立病院機構 栃木医療センター） 

P-234 持参薬中断からみた薬物治療再評価

石井　憲輔（健生会　立川相互病院） 

P-235 CDTM 導入による施設の服薬管理に対する支援の試み

佐々木萌子（株式会社マスカット薬局） 

10：00－10：48 一般演題（ポスター）47　緩和ケア
座長　市川　卓生（市川ファミリークリニック）

P-236 胃癌末期患者において難治性嘔気嘔吐に対し間歇的鎮静により症状コントロールし、在宅で

本人の希望を支えられた事例

児玉麻衣子（福井大学医学部附属病院腫瘍病態治療学講座、福井大学医学部附属病院緩和ケアチー

ム、オレンジホームケアクリニック） 
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P-237 疼痛コントロールが困難であった胃癌末期の一例

山崎　晃裕（京都民医連中央病院）

P-238 地域の無床診療所で行ってきたがん緩和ケア

赤荻　栄一（古河福祉の森診療所）

P-239 郡部型緩和ケアモデルの実践

篠原　靖志（地方独立行政法人　さんむ医療センター）

P-240 在宅緩和ケアにおける ｢安らかな看取り｣ の条件 :19年間の在宅看取り307名の遺族アン

ケートより分析研究

中島美知子（医療法人社団ホスピティウム聖十字会中島医院） 

P-241 がん患者は夜、亡くなるのか？

須賀　昭彦（静岡済生会総合病院　緩和医療科） 

10：50－11：30 一般演題（ポスター）48　医療面接・コミュニケーション・医師－患者関係
座長　須賀　昭彦（静岡済生会総合病院　緩和医療科）

P-242 医療面接にて有用な情報が得られず、診断に苦慮したバセドウ病の1例

檀原　尚典（鳥取市立病院　総合診療科） 

P-243 救急外来での D ダイマーの陽性症例に対するアセスメントの有無は、入院担当医の意思決

定に影響する

本間陽一郎（聖隷浜松病院　総合診療内科）

P-244 生活習慣が極端に不摂生な利用者の訪問看護を通じて思うこと

島　　勝紅（リハビリ訪問看護ステーション　ルピナス）

P-245 白血病患者に対して医師－患者関係を重視しながら最期まで継続的に関わることができた症例

遠藤　広章（みちのく総合診療医学センター）

P-246 離島唯一の総合病院に住民が求めているものはなにか 　～沖縄県宮古島　総合診療科外来

から見えるもの～

露木　寛之（沖縄県立宮古病院）

13：30－14：18 一般演題（ポスター）49　その他（研究）①
座長　谷　　憲治（徳島大学大学院総合診療医学分野）

P-247 自殺予防の取り組みに関する一提言～地域における自殺者の検案例の分析から～

丸山　貴広（聖籠町国民健康保険診療所） 

P-248 インタビューから見えた診療所事務のコンピテンシー

芦野　　朱（東京ほくと医療生活協同組合　王子生協病院）

P-249 高齢者への実用化を目指した体圧移動で座面が変化する ER チェアの快適性評価

丸尾　智実（甲南女子大学看護リハビリテーション学部）

P-250 当科における長期入院患者の現状・問題点、その解決策について

酒井　　翼（川崎市立多摩病院）

P-251 当院外来を受診したスキー・スノーボード外傷についての実態調査

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-252 低所得者の窓口負担は現状より下げるべきか？－一般診療所医師の考えに関する質的研究－

井上真智子（浜松医科大学地域家庭医療学講座、静岡家庭医養成プログラム）

14：20－15：00 一般演題（ポスター）50　その他（研究）②
座長　井上真智子（浜松医科大学地域家庭医療学講座）

P-253 徳島県のへき地医療拠点病院における診療科別医師不足に関する調査

谷　　憲治（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）
6 月 14 日（日）
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一般演題（ポスター）
6 月 14 日（日）

P-254 2015年医療事故調査支援センター設置に向け、今考えておくべきこと－大阪府医師会会員

調査をふまえて－

一番ヶ瀬明（大阪府医師会調査委員会） 

P-255 地区医師会内に「地域医療連携室」を設置することの重要性について－大阪府医師会会員意

見調査から－

岩本　伸一（大阪府医師会調査委員会） 

P-256 プライマリ・ケアの医師が補完代替医療（CAM）を選択する上で何が障害となっているか？

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-257 千葉県における自治医科大学義務年限中の卒業生に対する、義務年限終了後に地域に残るこ

とに関するアンケート調査

柳本　蔵人（鴨川市立国保病院） 

10：00－10：48 一般演題（ポスター）51　在宅医療②
座長　新屋　洋平（沖縄県立中部病院　地域ケア科）

P-258 在宅チーム医療推進学講座の取り組みと今後の展望

小林　篤史（ゆう薬局グループ） 

P-259 在宅医療を中心とした地域ケアネットワーク構築活動～地域ケアネット旭川～

今本千衣子（医療法人社団　今本内科医院）

P-260 当院緩和ケア病棟がん患者に対する患者情報共有システム（カナミックネットワーク）を用

いた在宅の多職種連携　～1年間使用した長所、短所～

長谷川喜一（和泉市立病院　腫瘍内科）

P-261 人々の暮らしを支える在宅医療人の育成、京都府医師会の試み

渡辺　康介（京都府医師会）

P-262 最後まで寄りそうと決めた高齢者施設と介護職員の議論経過、かかりつけ診療所に求められ

ること

大城　　忠（道南勤医協江差診療所） 

P-263 在宅死亡率を向上させる家庭医療レジデントとの併診体制の試み

奥　　知久（諏訪中央病院）

10：50－11：30 一般演題（ポスター）52　在宅医療③
座長　奥　　知久（諏訪中央病院　内科総合診療部）

P-264 急性期在宅医療部門立ち上げの経験　～急性期病院による在宅医療の試み～　

新屋　洋平（沖縄県立中部病院　地域ケア科、緩和ケアチーム、地域医療科）

P-265 「デング熱」発生地域における、訪問診療患者・家族への意識調査

星野　啓一（おおくぼ戸山診療所、代々木病院）

P-266 当院における時間外往診の実態の検討

藤井　幹雄（立川相互ふれあいクリニック、立川相互病院）

P-267 認知症診療また在宅医療の推進について　　医師会員の意識調査結果からみた課題と対策

加藤　真二（一般社団法人　豊田加茂医師会） 

P-268 気仙沼市立本吉病院の在宅医療活動報告

齊藤　稔哲（気仙沼市立本吉病院）

13：30－14：18 一般演題（ポスター）53　在宅医療④
座長　一戸由美子（社会医療法人　河北医療財団　河北家庭医療学センター）

P-269 当院の訪問診療患者における、男性介護者の介護状況の特徴

田中　雅之（独立行政法人国立病院機構　東埼玉病院、独立行政法人国立病院機構　東京医療セ

ンター、川崎市立井田病院） 
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一般演題（ポスター）
6 月 14 日（日）

P-270 在宅医療における医師・訪問看護師による胃瘻交換に関する調査

木村　琢磨（北里大学医学部　総合診療医学・地域総合医療学）

P-271 在宅医療における家族介護者とのコミュニケーションにおいて医師はどのような困難を感じ

ているか？

菊池　瑛世（東京大学医学部医学科）

P-272 癌患者における在宅医療導入時の気持ちと解釈の調査～患者家族、医師、ケアスタッフの３

者からの評価と相違点～

島崎　亮司（地域医療振興協会　シティタワー診療所）

P-273 訪問診療における口腔ケアと発熱の実態

村井紀太郎（医療法人　若草ファミリークリニック） 

P-274 訪問看護ステーションにおける時間外電話相談内容の質的分析

佐藤　幹也（河北医療財団河北家庭医療学センター）

14：20－15：00 一般演題（ポスター）54　在宅医療⑤
座長　佐藤　幹也（河北医療財団河北家庭医療学センター）

P-275 在宅での Advance Care Planning に関する実態調査

一戸由美子（社会医療法人　河北医療財団　河北家庭医療学センター） 

P-276 在宅ネットワークシステムを利用した多施設・多職種間の情報共有

藤田　直美（菊川市家庭医療センター）

P-277 薬局薬剤師による在宅支援への貢献　＜処方提案と提案結果からの考察＞

井上　　渉（名古屋市立大学薬学部）

P-278 東京都市部での在宅療養患者の救急車利用の現状

米田　直子（中野共立診療所、中野共立病院）

P-279 演題取り下げ

10：00－10：48 一般演題（ポスター）55　予防医療・健康増進①
座長　根路銘安仁（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科離島へき地医療人育成センター）

P-280 保険薬局管理栄養士による  

地域住民を主体とした健康づくりへの社会資源を目指して

石和田　光（株式会社　マスカット薬局） 

P-281 生活習慣病の発症と進行を予防するために活動する NPO 小象の会　9年目の活動報告

田所　直子（渡辺医院）

P-282 高齢者福祉センターにおけるお薬セミナー実施効果

土井　信幸（高崎健康福祉大学　薬学部　地域医療薬学研究室）

P-283 当地域における保健計画にもとづく活動成果について：「まめなかな和良21プラン」最終調

査より

後藤　忠雄（郡上市地域医療センター）

P-284 未成年喫煙防止への取り組み（受動喫煙防止啓発ＣＤＲ作製を通じて）

加藤　一晴（加藤医院） 

10：50－11：30 一般演題（ポスター）56　予防医療・健康増進②
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-285 小児死亡登録検証制度構築にプライマリ・ケア医の連携が必要である

根路銘安仁（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科離島へき地医療人育成センター） 

P-286 豪雪中山間地域に関する高齢者の生活環境と健康に関する聞き取り調査 (1) －集落間の比較－

宮崎　友宏（新潟大学医学部医学科）
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一般演題（ポスター）
6 月 14 日（日）

P-287 豪雪中山間地域に関する高齢者の生活環境と健康に関する聞き取り調査 (2) －都市部との比較－

城所　真里（新潟大学医学部医学科）

P-288 地域での透析予防をすすめる～慢性疾患重症化予防の支部立ち上げから～

栃窪　　藍（勤医協中央病院）

P-289 アルコール多飲の文化に挑む 　～沖縄県宮古島　プライマリ・ケア医だからできること～

露木　寛之（沖縄県立宮古病院） 

13：30－14：18 一般演題（ポスター）57　予防医療・健康増進③
座長　永野　　純（九州大学基幹教育院）

P-290 住民健診において糖尿病を Triglyceride-HDL cholesterol 比で分類する有用性の検討

門田耕一郎（長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　地域医療学分野） 

P-291 地域在住虚弱高齢者を対象とした身体活動および座位行動の検討

藤田　好彦（茨城県立医療大学保健医療学部作業療法学科、筑波大学大学院人間総合科学研究科）

P-292 地域在住高齢者における運動継続が１年後の身体機能に与える影響の検討

中野　聡子（筑波大学大学院　人間総合科学研究科）

P-293 子宮頸がん検診受診者の受ける心理的影響

井坂ゆかり（筑波大学大学院　人間総合科学研究科）

P-294 国保健診データの市町村間比較から見える地域の疾病構造の検討 データに基づく地域の糖

尿病状況把握を例に

長嶺由衣子（千葉大学大学院医学研究院環境健康科学講座 公衆衛生学） 

P-295 献血前検査データのプライマリケア的活用の試み

福本　一朗（長岡市立小国診療所）

14：20－15：00 一般演題（ポスター）58　身体診察・メンタルヘルス
座長　一瀬　直日（赤穂市民病院）

P-296 心理療法によってがん、心血管病や認知症の予防と治療を目指すオートノミートレーニング

研究会の取り組み

永野　　純（九州大学基幹教育院）

P-297 循環器内科外来で経験した高度低カリウム血症を呈した神経性食思不振症の1例

橋本　重正（唐津赤十字病院）

P-298 フェキソフェナジン内服による薬剤誘発性 Restless Legs Syndrome の一例

官澤　洋平（神戸市立医療センター中央市民病院　総合診療科）

P-299 白血球破砕性血管炎を認めた Streptobacillus moniliformis 感染症の一例

岸田　雅之（岡山市立市民病院総合内科）

P-300 「のどがいたい」に気をつけろ！亜急性甲状腺炎患者12例の臨床的検討

西岡　大輔（東京勤労者医療会　東葛病院）

10：00－10：48 一般演題（ポスター）59　リハビリテーション
座長　松本　隆一（独立行政法人国立病院機構信州上田医療センターリハビリテーション科）

P-301 高松協同病院東病棟（回復期リハ病棟）における若年発症の脳卒中入院患者の職業復帰につ

いての4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-302 介護老人保健施設の入所者の抑うつに対するリハビリテーション効果の検討

坂本　晴美（筑波大学　大学院　人間総合科学研究科）

P-303 高齢転倒骨折患者に対する住環境調査の必要性を判断する要因の検討

楠本　直紀（台東区立台東病院）
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一般演題（ポスター）
6 月 14 日（日）

P-304 FIM を用いた脳卒中による食事の機能低下の予後予測の研究

黒田有紀子（福井大学医学部地域プライマリケア講座）

P-305 生涯教育としてのリハビリテーション研修を体験して

多鹿　昌幸（沖縄県読谷村診療所） 

10：50－11：30 一般演題（ポスター）60　栄養・食事
座長　多鹿　昌幸（沖縄県読谷村診療所）

P-306 嘔吐を繰り返す脳性麻痺成人例への経胃瘻的空腸瘻留置の試み

松本　隆一（独立行政法人国立病院機構信州上田医療センターリハビリテーション科） 

P-307 中心静脈カテーテルによって遅発性に血管損傷をきたした1例

藤原　　学（梼原町立国民健康保険梼原病院）

P-308 当院におけるとろみの程度の現状

坪内　康則（京都鞍馬口医療センター内科）

P-309 当院におけるＮＳＴ活動の現状

得能　和久（都志見病院）

10：00－10：48 一般演題（ポスター）61　専門医養成③
座長　木島　庸貴（島根大学医学部　総合医療学講座）

P-310 家庭医療学レジデンシーせとうちで取り組む振り返り

谷本　浩二（新居浜協立病院） 

P-311 家庭医療専門医を目指す医師のキャリアに対する悩みの実態およびキャリア決定因子の検討

島　　直子（日本医療福祉生協連家庭医療学開発センター（CFMD)、東京ふれあい医療生協　ふ

れあいファミリークリニック）

P-312 日本の若手医師が総合診療医を選択する要因に関する探索的研究　－量的・質的検討－ 

濱野　貴通（勤医協余市診療所）
P-313 魅力ある家庭医療プログラムのために　～古くからあった診療所研修の経験をもとにした質

的研究～

泉　　京子（勤医協月寒ファミリークリニック、北海道勤医協家庭医療センター）

P-314 「日本プライマリ・ケア連合学会 山口県支部」の設置までの歩み

原田　昌範（山口県立総合医療センター） 

10：50－11：30 一般演題（ポスター）62　プライマリ・ケアにおける疫学②
座長　原田　昌範（山口県立総合医療センター）

P-315 電子カルテデータを用いた疾病動向調査に関する報告１　STADY プロジェクト

水谷　隆史（南永田診療所、ダイナミクス研究会） 

P-316 健診の尿潜血陽性はその後の死亡を予測するか？ Jichi Medical School（JMS）コホート

研究より

後藤　忠雄（郡上市地域医療センター）

P-317 離島における救急医療の特性を考える ～沖縄県の2離島診療所の緊急搬送症例の比較を通して～

笠　　芳紀（沖縄県八重山病院附属大原診療所）

P-318 当院における銅欠乏者の臨床像の検討

南條　嘉宏（立川相互病院）
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一般演題（ポスター）
6 月 14 日（日）
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一般演題（ポスター）
6 月 14 日（日）

10：00－10：48 一般演題（ポスター）63　卒後・生涯教育③
座長　池田　　博（札幌医科大学道民医療推進学講座）

P-319 水戸協同病院における救急当直時の研修医による鼻出血初期対応の有効性について

松本祐希子（筑波大学付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-320 1980年から始まる武蔵野赤十字病院における初期臨床研修医に対する総合診療教育

羽田　俊彦（武蔵野赤十字病院）

P-321 教え方を教える －研修医への指導医指導

近藤　　猛（名古屋大学医学部附属病院）

P-322 当院 ER での SNAPPS を用いた研修医教育

池邉　　孝（東住吉森本病院　救急総合診療センター）

P-323 医療連携と生涯学習の新たな試み　～小山ポットラックカンファレンス～

山本　　祐（自治医科大学地域医療学センター　総合診療部門） 

P-324 初期研修医対象の院内メディカルラリーの教育効果について

廣瀬　由美（筑波メディカルセンター病院総合診療科） 

10：50－11：30 一般演題（ポスター）64　卒後・生涯教育④
座長　廣瀬　由美（筑波メディカルセンター病院総合診療科）

P-325 「M.D. ＋ MBA」実態調査

内藤　　祥（慶應義塾大学大学院経営管理研究科） 

P-326 島根県若手ジェネラリストの集いの取り組み第二報

木島　庸貴（島根大学医学部　総合医療学講座）

P-327 札幌医科大学における卒後動向調査と地域医療体制構築に関する検討

池田　　博（札幌医科大学道民医療推進学講座）

P-328 地域医療でのファーマシューティカルケアの実践を目指し ～ Web 会議システムを利用して

の e- ラーニング～

仲鉢　英夫（湘南鎌倉総合病院　薬剤部）

P-329 清風会岡山家庭医療センターの家庭医療看護師養成コース－研修を終えて

石井　絵里（社会医療法人清風会　岡山家庭医療センター） 

13：30－14：18 一般演題（ポスター）65　卒後・生涯教育⑤・実践報告⑤
座長　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）

P-330 これからの歯科衛生士に求められるプロフェッショナリズムモデルを考える

長谷由紀子（広島大学大学院　医歯薬保健学研究科　口腔健康科学専攻） 

P-331 KWLS(Kumejima Water Life Support)  －水難救助訓練講習会の取り組み－

深谷　幸雄（公立久米島病院）

P-332 船医は家庭医療の神髄

江角　悠太（三重大学家庭医療学講座　志摩市民病院総合診療科）

P-333 整形外科後期研修医がへき地診療所で総合診療医として勤務して

金城　康治（東村立診療所、医療法人八重瀬会同仁病院）

P-334 家庭医として早期から筋萎縮性側索硬化症に向き合う

一瀬　直日（赤穂市民病院） 

P-335 重度心身障害児の通所施設の運営と意義

紅谷　浩之（オレンジホームケアクリニック）

2015_Ａ_プログラム_0614.indd   97 2015/05/07   12:00

97



98

一般演題（ポスター）
6 月 14 日（日）

10：00－10：48 一般演題（ポスター）66　実践報告⑥
座長　松井　善典（浅井東診療所）

P-336 薬剤師が服薬支援のために患者宅訪問をしてみました

谷口　和子（サンヨー薬局　和気店） 

P-337 家庭医療クリニックにおける予診室の役割

山下　美幸（社会医療法人清風会　岡山家庭医療センター　湯郷ファミリークリニック）

P-338 居宅介護支援、訪問看護　訪問介護の事業所がワンフロアにある効果について

渡部　典美（訪問看護ステーションしみず）

P-339 山間へき地における、災害時に備えた地域住民と医療・福祉・行政との連携

鎌村　好孝（徳島県立中央病院地域医療科、徳島県保健福祉部健康増進課、徳島県危機管理部）

P-340 小学校における多職種での発達支援ミーティングの取り組み

佐古　篤謙（社会医療法人清風会　岡山家庭医療センター　湯郷ファミリークリニック）  

10：50－11：30 一般演題（ポスター）67　実践報告⑦
座長　佐古　篤謙（社会医療法人清風会　岡山家庭医療センター　湯郷ファミリークリニック）

P-341 滋賀県支部立ち上げまでの3年間と初回の支部活動としての指導医研修会の報告

松井　善典（浅井東診療所） 

P-342 常勤放射線技師の少ない地域医療病院における、医師による X 線、CT 撮影の取り組み

櫻井　晋介（新潟県立妙高病院）

P-343 夏期セミナースタッフにおけるチームパフォーマンス向上のための、チームづくり研修およ

び定期的な議論機会を提供する取り組み

山本　実波（富山大学医学部医学科）

P-344 家庭医療先進国オランダ研修報告

豊田　喜弘（福島県立医科大学　地域・家庭医療学講座、星総合病院　ほし横塚クリニック）

P-345 沖縄県の小規模離島診療所における診療の特徴－近隣離島と遠隔離島で医療ニーズは異なる

か？－

與那覇忠博（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター附属久高診療所） 
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