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プレコングレスワークショップ1
心電図ハンター・ハンター

（隠れSTEMIハンターとSTEmimicハンター）

15：30～17：30

プレコングレスワークショップ7
community-based medicineを学ぼう

18：00～20：00

プレコングレスワークショップ8
Beyond質的研究～家庭医の症例検討会における

医療人類学者とのコラボ！

18：00～20：00

プレコングレスワークショップ9
医学生・若手医師の系統的キャリア形成を

考えるワークショップ

17：40～20：00

プレコングレスワークショップ11
診療ガイドラインを批判的吟味する
～使える診療ガイドラインとは？

17：40～20：00

プレコングレスワークショップ5
“KAIZEN”を医療現場に

16：00～19：00

プレコングレスワークショップ6
第12回臨床研究デザイン道場　QMENTORを使って、

研究デザインの本質と実際の課程を学ぼう！

17：00～20：00

プレコングレスワークショップ10
夜の長い症例カンファ

17：45～20：45

プレコングレスワークショップ4
慢性疼痛に対する対応能力向上講座
～認知行動療法的アプローチを中心に～

15：30～17：30

プレコングレスワークショップ2
誰も教えてくれなかった診断学・中級編

15：30～17：30

プレコングレスワークショップ3
学会のミッションを作成しよう！

15：40～17：20

プレコングレス　6月12日（金）

会場名 階

第１会場
［大ホール］

２階

第２会場
［多目的ホール］

１階

第３会場
［中ホール200］

２階

第４会場
［中会議室201A］

２階

第５会場
［中会議室201B］

２階

第６会場
［中会議室202A］

２階

第７会場
［中会議室202B］

２階

第８会場
［中ホール300］

３階

第９会場
［小会議室303］

３階

第10会場
［小会議室304］

３階

第11会場
［小会議室403］

４階

第12会場
［小会議室404］

４階

第13会場
［小会議室405］

４階

第14会場
［中会議室406］

４階

ポスター会場
［大会議室101＋102］

１階

研修プログラム紹介会場
［ロビー］

１階

展示会場 ２階

※プレコングレスワークショップは事前申込制です。当日のお申込みはできませんのでご注意ください。
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［大会議室101＋102］
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キャリアcafé会場
［小会議室301前］

3階

研修プログラム紹介会場
［ロビー］

１階

展示会場 ２階

シンポジウム1
ホスピタリストの役割

シンポジウム17
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～

9：00～10：30

9：00～10：30

シンポジウム2
プライマリ・ケア看護師養成の夜明け

9：30～12：15

シンポジウム5
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）

13：50～15：50

シンポジウム6
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)

16：20～18：40

教育講演1
プライマリ・ケアってエビデンスは

あるの？第３弾

9：00～10：30

International Session

13：50～15：50

一般演題（口演）4
急性疾患のケア①・
外傷のケア

16：20～17：23

一般演題（口演）5
診断と検査

17：25～18：37

一般演題（口演）11
卒後教育

16：20～17：23

一般演題（口演）12
薬剤・リハビリ・栄養・
医療者-患者関係

17：25～18：37

教育講演2
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

10：45～12：15

教育講演3
The Erosion of the Teacher Student Relationship 
in Medical Education : A Need to Return 

to the Social Capital Model of Medical Education

10：45～12：15

学会ジョイントプログラム1
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）

10：45～12：15

日野原賞
候補演題

14：00～15：30

中継会場
※昼食持込可

12：35～13：35

中継会場
※昼食持込可

12：35～13：35

中継会場
※昼食持込可

12：35～13：35

中継会場
※昼食持込可

12：35～13：35

中継会場
※昼食持込可

12：35～13：35

中継会場
※昼食持込可

12：35～13：35

中継会場
※昼食持込可

12：35～13：35

中継会場
※昼食持込可

12：35～13：35

中継会場
※昼食持込可

12：35～13：35

中継会場
※昼食持込可

12：35～13：35

中継会場
※昼食持込可

12：35～13：35

中継会場
※昼食持込可

12：35～13：35

中継会場
※昼食持込可

12：35～13：35

シンポジウム3
総合診療医に求められるスポーツ医学とは？

13：50～15：50

シンポジウム4
急性腹症診療ガイドラインの概要と活用法

13：50～15：50

メインシンポジウム
総合診療医のキャリア形成を考える

16：20～18：40

学会ジョイントプログラム2
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

16：20～18：40

懇親会

テ
ィ
ー
ブ
レ
イ
ク（
交
流
会
）

19：00～20：30

特別
対談

12：35～13：05

大会長
講演

13：05～13：35
開
会
式

8：40

～

9：00

一般演題（口演）1
卒前教育

9：00～10：03

一般演題（口演）2
地域包括ケア

10：05～11：08

一般演題（口演）3
診療の質改善・医療経済

11：10～12：13

一般演題（口演）6
プライマリ・ケアに
おける疫学①

9：00～10：03

ワークショップ6
アドバンス・ケア・プランニングと

意思決定支援の臨床

10：00～12：00

ワークショップ7
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

10：00～12：00

ワークショップ11
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

ポスター掲示

研修プログラム紹介

企業展示

ポスター閲覧 ポスター閲覧

キャリアcafé

撤去ポスター発表 ポスター発表

10：00～12：00

ワークショップ1
健康づくり支援薬局の取り組みと

薬剤師の役割

9：00～10：30

ワークショップ8
高齢者診療のウソ・ホント
明日から使えるエビデンス集

10：45～12：15

ワークショップ3
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

9：00～10：30

ワークショップ9
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

10：45～12：15

ワークショップ4
臨床研究の同意説明文書を

作成してみよう

9：00～10：30

ワークショップ10
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～

10：45～12：15

ワークショップ2
「健康の社会的決定要因」研究と
プライマリ・ケアへの応用

9：30～12：15

ワークショップ5
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！

9：30～12：15

ワークショップ14
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！

13：50～15：50

ワークショップ22
精神科救急患者の初期対応

～PEEC（Psychiatric Evaluation in Emergency Care）コースの紹介～

16：20～18：40

ワークショップ15
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

13：50～15：50

ワークショップ23
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～

16：20～18：40

ワークショップ16
LGBT(性的マイノリティ）患者のための

医療を考える

13：50～15：50

ワークショップ24
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

16：20～18：40

ワークショップ17
コンセンサスを科学する
～Delphiアプローチ入門～

13：50～15：50

ワークショップ25
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？～

16：20～18：40

ワークショップ18
家庭医による、妊娠前・産後を含めた

マタニティケア

13：50～15：50

ワークショップ26
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

16：20～18：40

ワークショップ19
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～

13：50～15：50

ワークショップ27
プライマリ・ケアエコー使いまくりセミナー

16：20～18：40

ワークショップ12
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

13：50～15：50

ワークショップ13
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？～

13：50～15：50

ワークショップ20
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

16：20～18：40

ワークショップ21
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

16：20～18：40

一般演題（口演）7
多職種連携①

10：05～11：08

一般演題（口演）9
診断と検査

（症例報告）①

13：50～14：44

一般演題（口演）10
診断と検査

（症例報告）②

14：45～15：48

一般演題（口演）8
終末期のケア

11：10～12：13

同時通訳

Eng

Eng

Eng

Eng ＝英語セッション

※ワークショップは事前申込制です。当日のお申込みはできませんのでご注意ください。
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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

16：20～18：40

懇親会

テ
ィ
ー
ブ
レ
イ
ク（
交
流
会
）

19：00～20：30

特別
対談

12：35～13：05

大会長
講演

13：05～13：35
開
会
式

8：40

～

9：00

一般演題（口演）1
卒前教育

9：00～10：03

一般演題（口演）2
地域包括ケア

10：05～11：08

一般演題（口演）3
診療の質改善・医療経済

11：10～12：13

一般演題（口演）6
プライマリ・ケアに
おける疫学①

9：00～10：03

ワークショップ6
アドバンス・ケア・プランニングと

意思決定支援の臨床

10：00～12：00

ワークショップ7
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

10：00～12：00

ワークショップ11
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

ポスター掲示

研修プログラム紹介

企業展示

ポスター閲覧 ポスター閲覧

キャリアcafé

撤去ポスター発表 ポスター発表

10：00～12：00

ワークショップ1
健康づくり支援薬局の取り組みと

薬剤師の役割

9：00～10：30

ワークショップ8
高齢者診療のウソ・ホント
明日から使えるエビデンス集

10：45～12：15

ワークショップ3
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

9：00～10：30

ワークショップ9
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

10：45～12：15

ワークショップ4
臨床研究の同意説明文書を

作成してみよう

9：00～10：30

ワークショップ10
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～

10：45～12：15

ワークショップ2
「健康の社会的決定要因」研究と
プライマリ・ケアへの応用

9：30～12：15

ワークショップ5
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！

9：30～12：15

ワークショップ14
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！

13：50～15：50

ワークショップ22
精神科救急患者の初期対応

～PEEC（Psychiatric Evaluation in Emergency Care）コースの紹介～

16：20～18：40

ワークショップ15
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

13：50～15：50

ワークショップ23
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～

16：20～18：40

ワークショップ16
LGBT(性的マイノリティ）患者のための

医療を考える

13：50～15：50

ワークショップ24
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

16：20～18：40

ワークショップ17
コンセンサスを科学する
～Delphiアプローチ入門～

13：50～15：50

ワークショップ25
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？～

16：20～18：40

ワークショップ18
家庭医による、妊娠前・産後を含めた

マタニティケア

13：50～15：50

ワークショップ26
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

16：20～18：40

ワークショップ19
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～

13：50～15：50

ワークショップ27
プライマリ・ケアエコー使いまくりセミナー

16：20～18：40

ワークショップ12
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

13：50～15：50

ワークショップ13
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？～

13：50～15：50

ワークショップ20
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

16：20～18：40

ワークショップ21
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

16：20～18：40

一般演題（口演）7
多職種連携①

10：05～11：08

一般演題（口演）9
診断と検査

（症例報告）①

13：50～14：44

一般演題（口演）10
診断と検査

（症例報告）②

14：45～15：48

一般演題（口演）8
終末期のケア

11：10～12：13

同時通訳

Eng

Eng

Eng

Eng ＝英語セッション

※ワークショップは事前申込制です。当日のお申込みはできませんのでご注意ください。
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Eng ＝英語セッション

2日目　6月14日（日）
8

00 30 00 30 00 30 00 30 3000 00 30 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
会場名 階

第１会場
［大ホール］

２階

第２会場
［多目的ホール］

１階

第３会場
［中ホール200］

２階

第４会場
［中会議室201A］

２階

第５会場
［中会議室201B］

２階

第６会場
［中会議室202A］

２階

第７会場
［中会議室202B］

２階

第８会場
［中ホール300］

３階

第９会場
［小会議室303］

３階

第10会場
［小会議室304］

３階

第11会場
［小会議室403］

４階

第12会場
［小会議室404］

４階

第13会場
［小会議室405］

４階

第14会場
［中会議室406］

４階

ポスター会場
［大会議室101＋102］

１階

研修プログラム紹介会場
［ロビー］

１階

展示会場 ２階

シンポジウム7
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～

9：40～12：00

シンポジウム12
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

13：30～15：00

シンポジウム13
わがプログラムの光と影

－如何に危機を克服したか－

13：30～15：00

シンポジウム14
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

13：30～15：00

シンポジウム15
薬剤の添付文書の使い方

13：30～15：00

シンポジウム8
総合診療医養成に大学が果たすべき役割

9：40～12：00

シンポジウム9
まきこむ！　ー住民中心の地域包括ケアを目指してー

9：40～12：00

シンポジウム10
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

9：40～12：00

シンポジウム11
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？－

9：40～12：00

教育講演4
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

13：30～15：00

シンポジウム16
プライマリ・ケアとくすり

13：30～15：00

教育講演5
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

13：30～15：00

社員総会

8：00～9：00

プログラム
責任者会議

12：10～13：20

ブロック支部長
会議

12：15～13：15

インタレストグループ1
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～

8：00～9：00

インタレストグループ2
地域包括ケアを担うための
地域医療教育アウトカム

インタレストグループ3
PCFMネットの活動報告と

今後の方向性

インタレストグループ4
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～

インタレストグループ5
模擬就職活動をやってみよう！
～Work Life Balanceの視点から～

インタレストグループ6
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？

インタレストグループ7
全国ジェネラリスト

80大学行脚プロジェクト

インタレストグループ8
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

8：00～9：00

8：00～9：00

8：00～9：00

8：00～9：00

8：00～9：00

8：00～9：00

8：00～9：00

8：00～9：00

8：00～9：00

8：00～9：00

8：00～9：00

8：00～9：00

表彰式

9：00～9：30
閉
会
式

一般演題（口演）13
診断と検査

（症例報告）③

9：40～10：43

一般演題（口演）15
急性疾患（症例報告）

13：30～14：15

一般演題（口演）16
急性疾患・医療者ー

患者関係・小児・栄養（症例報告）

14：15～15：00

一般演題（口演）19
予防医療

13：30～14：15

一般演題（口演）20
ICT・経営

14：15～15：00

一般演題（口演）23
在宅医療

13：30～14：15

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

14：15～15：00

一般演題（口演）14
身体診察・

急性疾患のケア②

10：45～11：57

一般演題（口演）17
高齢者ケア・緩和ケア

9：40～10：43

一般演題（口演）18
プライマリ・ケアに
おける疫学②

10：45～11：57

一般演題（口演）21
患者中心の医療

9：40～10：43

一般演題（口演）22
多職種連携②・実践報告

10：45～11：57

ワークショップ28
選ぶ？　選ばない？　ジェネリック医薬品

9：40～12：00

ワークショップ33
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～

13：30～15：00

ワークショップ34
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～

13：30～15：00

ワークショップ35
整形外科診察虎の巻（首・腰編）

13：30～15：00

ワークショップ36
支部活動の活性化と
地域・社会への貢献

13：30～15：00

ワークショップ29
『Medical Generalism』を学ぶ Part 2

9：40～12：00

ワークショップ30
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

9：40～12：00

9：40～12：00

9：40～12：00

ポスター掲示 ポスター閲覧 撤去ポスター発表 ポスター発表

インタレストグループ9
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～

インタレストグループ10
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

インタレストグループ11
「価値と関係性に基づく医療」

インタレストグループ

インタレストグループ12
総合診療における
利益相反マネジメント

インタレストグループ13
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？～

ワークショップ31
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

ワークショップ32
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～

9：40～12：00

学会ジョイントプログラム3
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）

ランチタイムセッション1
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

12：20～13：15

若手医師部会
総会

12：15～13：15

ランチタイムセッション2
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)

12：20～13：15

ランチタイムセッション3
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

12：20～13：15

ランチタイムセッション4
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～

12：20～13：15

ランチタイムセッション5
ランチタイム女☆医☆会

 in TSUKUBA

12：20～13：15

昼食会場

昼食会場

12：05～13：15

12：05～13：15

昼食会場

12：05～13：15

緊急シンポジウム
ネパール連邦民主共和国
・日本の震災の経験から
災害医療を考える

12：20～13：15

昼食会場

12：05～13：15

昼食会場

12：05～13：15

15：00

～

15：15

研修プログラム紹介

企業展示

Eng

Eng

※ワークショップは事前申込制です。当日のお申込みはできませんのでご注意ください。
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Eng ＝英語セッション

2日目　6月14日（日）
8

00 30 00 30 00 30 00 30 3000 00 30 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
会場名 階

第１会場
［大ホール］

２階

第２会場
［多目的ホール］

１階

第３会場
［中ホール200］

２階

第４会場
［中会議室201A］

２階

第５会場
［中会議室201B］

２階

第６会場
［中会議室202A］

２階

第７会場
［中会議室202B］

２階

第８会場
［中ホール300］

３階

第９会場
［小会議室303］

３階

第10会場
［小会議室304］

３階

第11会場
［小会議室403］

４階

第12会場
［小会議室404］

４階

第13会場
［小会議室405］

４階

第14会場
［中会議室406］

４階

ポスター会場
［大会議室101＋102］

１階

研修プログラム紹介会場
［ロビー］

１階

展示会場 ２階

シンポジウム7
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～

9：40～12：00

シンポジウム12
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

13：30～15：00

シンポジウム13
わがプログラムの光と影

－如何に危機を克服したか－

13：30～15：00

シンポジウム14
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

13：30～15：00

シンポジウム15
薬剤の添付文書の使い方

13：30～15：00

シンポジウム8
総合診療医養成に大学が果たすべき役割

9：40～12：00

シンポジウム9
まきこむ！　ー住民中心の地域包括ケアを目指してー

9：40～12：00

シンポジウム10
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

9：40～12：00

シンポジウム11
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？－

9：40～12：00

教育講演4
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

13：30～15：00

シンポジウム16
プライマリ・ケアとくすり

13：30～15：00

教育講演5
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

13：30～15：00

社員総会

8：00～9：00

プログラム
責任者会議

12：10～13：20

ブロック支部長
会議

12：15～13：15

インタレストグループ1
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～

8：00～9：00

インタレストグループ2
地域包括ケアを担うための
地域医療教育アウトカム

インタレストグループ3
PCFMネットの活動報告と

今後の方向性

インタレストグループ4
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～

インタレストグループ5
模擬就職活動をやってみよう！
～Work Life Balanceの視点から～

インタレストグループ6
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？

インタレストグループ7
全国ジェネラリスト

80大学行脚プロジェクト

インタレストグループ8
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

8：00～9：00

8：00～9：00

8：00～9：00

8：00～9：00

8：00～9：00

8：00～9：00

8：00～9：00

8：00～9：00

8：00～9：00

8：00～9：00

8：00～9：00

8：00～9：00

表彰式

9：00～9：30
閉
会
式

一般演題（口演）13
診断と検査

（症例報告）③

9：40～10：43

一般演題（口演）15
急性疾患（症例報告）

13：30～14：15

一般演題（口演）16
急性疾患・医療者ー

患者関係・小児・栄養（症例報告）

14：15～15：00

一般演題（口演）19
予防医療

13：30～14：15

一般演題（口演）20
ICT・経営

14：15～15：00

一般演題（口演）23
在宅医療

13：30～14：15

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

14：15～15：00

一般演題（口演）14
身体診察・

急性疾患のケア②

10：45～11：57

一般演題（口演）17
高齢者ケア・緩和ケア

9：40～10：43

一般演題（口演）18
プライマリ・ケアに
おける疫学②

10：45～11：57

一般演題（口演）21
患者中心の医療

9：40～10：43

一般演題（口演）22
多職種連携②・実践報告

10：45～11：57

ワークショップ28
選ぶ？　選ばない？　ジェネリック医薬品

9：40～12：00

ワークショップ33
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～

13：30～15：00

ワークショップ34
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～

13：30～15：00

ワークショップ35
整形外科診察虎の巻（首・腰編）

13：30～15：00

ワークショップ36
支部活動の活性化と
地域・社会への貢献

13：30～15：00

ワークショップ29
『Medical Generalism』を学ぶ Part 2

9：40～12：00

ワークショップ30
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

9：40～12：00

9：40～12：00

9：40～12：00

ポスター掲示 ポスター閲覧 撤去ポスター発表 ポスター発表

インタレストグループ9
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～

インタレストグループ10
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

インタレストグループ11
「価値と関係性に基づく医療」

インタレストグループ

インタレストグループ12
総合診療における
利益相反マネジメント

インタレストグループ13
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？～

ワークショップ31
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

ワークショップ32
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～

9：40～12：00

学会ジョイントプログラム3
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）

ランチタイムセッション1
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

12：20～13：15

若手医師部会
総会

12：15～13：15

ランチタイムセッション2
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)

12：20～13：15

ランチタイムセッション3
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

12：20～13：15

ランチタイムセッション4
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～

12：20～13：15

ランチタイムセッション5
ランチタイム女☆医☆会

 in TSUKUBA

12：20～13：15

昼食会場

昼食会場

12：05～13：15

12：05～13：15

昼食会場

12：05～13：15

緊急シンポジウム
ネパール連邦民主共和国
・日本の震災の経験から
災害医療を考える

12：20～13：15

昼食会場

12：05～13：15

昼食会場

12：05～13：15

15：00

～

15：15

研修プログラム紹介

企業展示

Eng

Eng

※ワークショップは事前申込制です。当日のお申込みはできませんのでご注意ください。
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