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プレコングレスワークショップ1� 　13：30－15：00　第8会場（台東区民会館�8階�第2会議室）　

医療・介護従事者のためのアンガーマネジメント入門セルフケアやコミュニケーション向上にチャレン
ジしよう！（公募企画）
企画責任者：坂口　眞弓（みどり薬局）

坂口　眞弓（みどり薬局）

髙橋　直子（近畿大学　薬学部）

矢澤　一博（プライマリ・ケア薬剤師認定制度委員会）

中島　美紀（キムラ薬局）

鈴木　邦子（綾部薬局）

プレコングレスワークショップ2� 　13：30－15：00　第9会場（台東区民会館�8階�第5会議室）　

失敗症例から学ぶ「ヒヤリハット・カンファレンス」　～上手な教育カンファレンスの作り方～ 
（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　家庭医療　医学教育センター（GPMEC））

松浦　武志（北海道勤医協中央病院　総合診療　家庭医療　医学教育センター（GPMEC））

川口　篤也（函館稜北病院　総合診療科）

神田　　萌（帯広協会病院）

プレコングレスワークショップ3� 　13：30－15：00　第10会場（台東区民会館�8階�第3会議室）　

混合研究法を用いたプライマリ・ケア研究をデザインしよう（公募企画）
企画責任者：井上真智子（静岡家庭医養成プログラム／浜松医科大学地域家庭医療学講座）

八田　太一（京都大学iPS細胞研究所　上廣倫理研究部門）

井上真智子（静岡家庭医養成プログラム／浜松医科大学地域家庭医療学講座）

プレコングレスワークショップ4� 　13：30－15：00　第11会場（台東区民会館�8階�第4会議室）　

プライマリ・ケア医のための血小板の見方 ～血小板にも愛を～（公募企画）
企画責任者：宮川　義隆（埼玉医科大学病院　総合診療内科・血液内科）

宮川　義隆（埼玉医科大学病院　総合診療内科・血液内科）

北村　浩一（練馬光が丘病院　総合診療科）

濱田　　治（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）

鍋島　正慶（練馬光が丘病院　総合診療科）

プレコングレスワークショップ5� 　13：30－15：00　第12会場（台東区民会館�9階�ホール（1））　

DNRを再考する（公募企画）
企画責任者：江原　　淳（東京ベイ浦安市川医療センター）

江原　　淳（東京ベイ浦安市川医療センター）

平岡　栄治（東京ベイ浦安市川医療センター）

山田　　徹（東京ベイ浦安市川医療センター）

森川　大樹（東京ベイ浦安市川医療センター）

坂井　正弘（東京ベイ浦安市川医療センター）

吉野かえで（東京ベイ浦安市川医療センター）

プログラム　６月10日（金）　
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プレコングレスワークショップ6� 　13：30－15：00　第13会場（台東区民会館�9階�ホール（2））　

みんなで考えるポリファーマシー　-外来編-（公募企画）
企画責任者：片岡　裕貴（兵庫県立尼崎総合医療センター）

片岡　裕貴（兵庫県立尼崎総合医療センター）

北　　和也（医療法人やわらぎ会　やわらぎクリニック）

矢吹　　拓（国立病院機構　栃木医療センター　内科）

宮田　靖志（愛知医科大学　医学教育センター）

野呂瀬崇彦（北海道薬科大学）

町谷　安紀（阪南市民病院）

恩田　光子（大阪薬科大学）

岩出賢太郎（サエラ薬局）

プレコングレスワークショップ7� 　13：30－15：00　第14会場（台東区民会館�9階�特別会議室（大））　

摸擬データを使って地域の健康づくりを立案しよう（公募企画）
企画責任者：廣瀬　英生（県北西部地域医療センター　国保和良診療所）

廣瀬　英生（県北西部地域医療センター　国保和良診療所）

後藤　忠雄（県北西部地域医療センター　国保白鳥病院）

伊左次　悟（県北西部地域医療センター　国保白鳥病院）

藤川　　耕（県北西部地域医療センター　国保白鳥病院）

プレコングレスワークショップ8� 　15：20－16：50　第8会場（台東区民会館�8階�第2会議室）　

組織キャリアマネジメントと個人のキャリア支援の統合～医学生・若手医師のキャリア形成を支える～
（公募企画）
企画責任者：賀來　　敦（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）

賀來　　敦（岡山家庭医療センター（キャリアカウンセラー））

里見なつき（東海大学　伊勢原教育計画部伊勢原教学課（キャリアカウンセラー））

我妻久美子（千葉大学医学部附属病院　細胞治療内科学講座　糖尿病・代謝・内分泌内科（キャリアカウンセラー））

川島　篤志（男女共同参画委員会／市立福知山市民病院　総合内科/研究研修センター）

村田亜紀子（専門医部会運営委員会／津山ファミリークリニック）

プレコングレスワークショップ9� 　15：20－16：50　第9会場（台東区民会館�8階�第5会議室）　

医療人類学の知見をレンズに家庭医療の実践を深める（公募企画）
企画責任者：錦織　　宏（京都大学教育推進センター）

飯田　淳子（川崎医療福祉大学）

島薗　洋介（大阪大学グローバルイニシアティブ・センター）

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

錦織　　宏（京都大学教育推進センター）

錦織麻紀子（民医連第二中央病院／紫野協立診療所／上賀茂診療所）

松井　善典（浅井東診療所／北海道家庭医療学センター）

堀口佐知子（テンプル大学日本校）

濱　　雄亮（慶應義塾大学）

伊藤　泰信（北陸先端科学技術大学院大学）

吉田　尚史（東京武蔵野病院）
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プレコングレスワークショップ10� 　15：20－16：50　第10会場（台東区民会館�8階�第3会議室）　

アドバンスケアプラニング/Advance Care Planning（ACP）；まず私たちで始めましょう!（公募企画）
企画責任者：大西恵理子（オレゴン健康医科大学家庭医療学科）

大西恵理子（オレゴン健康医科大学家庭医療学科）

高屋敷明由美（筑波大学医学医療系地域医療教育学）

佐藤　菊枝（つくばSP会）

和泉　成子（オレゴン健康医科大学看護学科）

プレコングレスワークショップ11� 　15：20－16：50　第11会場（台東区民会館�8階�第4会議室）　

あなたの組織　「危機管理」できてますか？（公募企画）
企画責任者：柏木　秀行（飯塚病院　緩和ケア科/地域包括ケア推進本部）

柏木　秀行（飯塚病院　緩和ケア科/地域包括ケア推進本部）

岡村　知直（飯塚病院　総合診療科）

萱島　　誠（飯塚病院）

田原　　繁（グロービス経営大学院）

プレコングレスワークショップ12� 　15：20－16：50　第12会場（台東区民会館�9階�ホール（1））　

その患者さん、治療方針決められる？ ～意思決定能力を評価する～（公募企画）
企画責任者：関口　健二（信州大学医学部附属病院／市立大町総合病院　総合診療科）

関口　健二（信州大学医学部附属病院／市立大町総合病院　総合診療科）

許　　智栄（アドベンチストメディカルセンター　家庭医療科）

湯浅　美鈴（津ファミリークリニック）

プレコングレスワークショップ13� 　15：20－16：50　第13会場（台東区民会館�9階�ホール（2））　

家庭医×病院総合医　相互理解と病院での家庭医療の実践（公募企画）
企画責任者：森川　　暢（東京城東病院　総合内科）

森川　　暢（東京城東病院　総合内科）

朴澤　憲和（加計呂麻徳洲会診療所）

原田　　拓（獨協医科大学総合診療科）

近藤　　猛（名古屋大学医学部附属病院　総合診療科）

長野　広之（天理よろづ相談所病院）

内堀　善有（名張市立病院総合診療科）

綿貫　　聡（東京都立多摩総合医療センター　救急・総合診療センター）

プレコングレスワークショップ14� 　17：10－18：40　第8会場（台東区民会館�8階�第2会議室）　

オーストラリアのRural GP との交流を持とう（内容は全て日本語で行われます）（公募企画）
企画責任者：齋藤　　学（ゲネプロ）

齋藤　　学（ゲネプロ）

Jun Parker（Royal Australian College of General Practitioners）

Joshua Jones（Royal Australian College of General Practitioners South Yarra Medical）

宮島　隆浩（ゲネプロ）

矢田　　透（ゲネプロ）
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プレコングレスワークショップ15� 　17：10－18：40　第9会場（台東区民会館�8階�第5会議室）　

心不全再入院ゼロ作戦　～在宅療養支援プログラムの導入～（公募企画）
企画責任者：國近　英樹（済生会山口総合病院）

國近　英樹（済生会山口総合病院）

橿村　香利（済生会山口総合病院）

橘　　康彦（済生会山口地域ケアセンター　山口市中央地域包括支援センター）

プレコングレスワークショップ16� 　17：10－18：40　第10会場（台東区民会館�8階�第3会議室）　

誰も教えてくれなかった御看取り（公募企画）
企画責任者：田中　雅之（東京医療センター総合内科）

田中　雅之（東京医療センター総合内科）

宇井　睦人（川崎市立井田病院　総合診療科／緩和ケア内科）

柏木　秀行（飯塚病院　緩和ケア科/地域包括ケア推進本部）

田　　直子（王子生協病院　内科）

今永　光彦（国立病院機構　東埼玉病院　総合診療科）

宮森　　正（川崎市立井田病院　かわさき総合ケアセンター）

相木　佐代（医療法人社団　有隣会　東大阪病院　緩和ケア内科）

春田　淳志（筑波大学附属病院　総合診療グループ）

プレコングレスワークショップ17� 　17：10－19：10　第11会場（台東区民会館�8階�第4会議室）　

臨床研究デザイン道場　　Q MENTORを使って、研究デザインの過程を体験しよう！ 
（研究支援委員会企画）
企画責任者：竹島　太郎（自治医科大学　地域医療学センター）

竹島　太郎（自治医科大学　地域医療学センター）

大野　毎子（唐津市民病院きたはた）

渡部　一宏（昭和薬科大学　医療薬学教育研究センター　実践薬学部門）

福間　真悟（京都大学医学部附属病院　臨床研究教育研修部）

一瀬　直日（赤穂市民病院）

佐藤弘太郎（北海道家庭医療センター）

西脇　宏樹（福島県立医科大学　臨床研究イノベーションセンター）

福原　俊一（京都大学大学院　医療疫学分野、福島県立医科大学　臨床研究イノベーションセンター）

プレコングレスワークショップ18� 　17：10－18：40　第12会場（台東区民会館�9階�ホール（1））　

情報通信技術（ICT）の活用でヘルスリテラシー格差は減らせるか？（公募企画）
企画責任者：近藤　尚己（東京大学大学院医学系研究科　保健社会行動学分野）

近藤　尚己（東京大学大学院医学系研究科　保健社会行動学分野）

阪本　直人（筑波大学医学医療系　地域医療教育学／総合診療グループ）

佐々木由樹（東京大学大学院医学系研究科　社会予防疫学分野）

長谷田真帆（東京大学大学院医学系研究科　保健社会行動学分野）

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）
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プレコングレスワークショップ19� 　17：10－18：40　第13会場（台東区民会館�9階�ホール（2））　

総合診療医のためのクリニカルバンドル -今日から始めるQuality improvementとChoosing wisely-
（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）

清田　礼乃（千葉大学医学部附属病院　総合診療部／台東区立台東病院　総合診療科）

濱田　　治（練馬光が丘病院　総合診療科）

北村　浩一（練馬光が丘病院　総合診療科）

鍋島　正慶（練馬光が丘病院　総合診療科／東京ベイ・浦安市川医療センター麻酔科）

山田　宏貴（練馬光が丘病院　総合診療科）

プレコングレスワークショップ20� 　19：00－20：30　第8会場（台東区民会館�8階�第2会議室）　

みんなで考えるポリファーマシー　-入院編-（公募企画）
企画責任者：矢吹　　拓（国立病院機構　栃木医療センター　内科）

矢吹　　拓（国立病院機構　栃木医療センター　内科）

北　　和也（医療法人やわらぎ会　やわらぎクリニック）

片岡　裕貴（兵庫県立尼崎総合医療センター）

小林　正樹（国立病院機構　栃木医療センター）

千嶋　　巌（国立病院機構　栃木医療センター）

青島　周一（医療法人社団　徳仁会　中野病院）

桑原　秀徳（瀬野川病院）

吉田　英人（西伊豆健育会病院）

齋藤恵美子（兵庫県立尼崎医療センター）

宮里　悠佑（大阪府立急性期・総合医療センター）

プレコングレスワークショップ21� 　19：00－20：30　第9会場（台東区民会館�8階�第5会議室）　

みんなでPICOを考えるEBMラウンドの進め方（公募企画）
企画責任者：横江　正道（名古屋第二赤十字病院　総合内科）

横江　正道（名古屋第二赤十字病院　総合内科）

野口　善令（名古屋第二赤十字病院　総合内科）

吉見　祐輔（名古屋第二赤十字病院　総合内科）

末松　篤樹（名古屋第二赤十字病院　総合内科）

プレコングレスワークショップ22� 　19：00－20：30　第10会場（台東区民会館�8階�第3会議室）　

プライマリ・ケア医のための在宅がん看取り入門（公募企画）
企画責任者：土屋　邦洋（医療法人かがやき　総合在宅医療クリニック）

土屋　邦洋（医療法人かがやき　総合在宅医療クリニック）

市橋　亮一（医療法人かがやき　総合在宅医療クリニック）

若林　英樹（三重大学大学院医学系研究科　地域医療学講座）

西城　卓也（岐阜大学医学教育開発研究センター）

平田　節子（一般社団法人　Peace Co　（ピースコ））
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プレコングレスワークショップ23� 　19：00－20：30　第12会場（台東区民会館�9階�ホール（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）（公募企画）
企画責任者：民谷健太郎（札幌東徳洲会病院　救急科）

民谷健太郎（札幌東徳洲会病院　救急科）

増井　伸高（札幌東徳洲会病院　救急科）

プレコングレスワークショップ24� 　19：00－20：30　第13会場（台東区民会館�9階�ホール（2））　

臨床現場の多職種連携能力をどのように評価できるか？（公募企画）
企画責任者：春田　淳志（筑波大学附属病院　総合診療グループ）

春田　淳志（筑波大学附属病院　総合診療グループ）

市川　周平（三重大学　大学院医学系研究科　地域医療学講座）

本多　淑恵（笠間市立病院）

後閑　良平（笠間市立病院）

山本　由布（笠間市立病院）

吉本　　尚（筑波大学　医学医療系）


