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特別講演� 　15：00－16：15　第1会場（浅草公会堂�2階�ホール）　

Family Medicine in America, Past, Present and Future
座長：山田　隆司（公益社団法人地域医療振興協会　台東区立台東病院） 
　　　吉村　　学（宮崎大学医学部　地域医療・総合診療医学講座）

John W. Saultz（Department of Family Medicine, Oregon Health & Science University）

理事長講演� 　13：20－13：30　第1会場（浅草公会堂�2階�ホール）　

座長：草場　鉄周（一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会　副理事長／北海道家庭医療学センター）

丸山　　泉（一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会　理事長）

日本医師会長講演� 　13：30－13：50　第1会場（浅草公会堂�2階�ホール）　

地域包括ケアとかかりつけ医
座長：草場　鉄周（一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会　副理事長／北海道家庭医療学センター）

横倉　義武（日本医師会　会長）

大会長講演� 　13：50－14：20　第1会場（浅草公会堂�2階�ホール）　

「地域医療と総合診療医」
−みんなでつくる地域医療、みんなで育てる総合診療医−
座長：木村　眞司（一般社団法人日本プライマリ・ケア連合学会　副理事長／松前町立松前病院）

山田　隆司（公益社団法人地域医療振興協会　台東区立台東病院）

メインシンポジウム1� 　15：00－16：30　第7会場（浅草ビューホテル�3階�祥雲�Ⅲ）　

「東京の地域医療」ー東京の地域包括ケアを多職種で考えるー（実行委員会企画）
座長：石橋　幸滋（石橋クリニック） 
　　　鈴木　　央（鈴木内科医院） 
企画責任者：杉田　義博（台東区立台東病院）

基調講演
東京で求められている地域包括ケアシステムを多職種連携で考える　―　早期からのフレイルの予防が重要　―

尾﨑　治夫（公益社団法人東京都医師会）

在宅療養生活に於ける歯科の役割・必要性について
宇佐美伸治（公益社団法人東京都歯科医師会）

東京都薬剤師会に於ける地域包括ケアシステム構築に向けた取り組み
上野　浩男（公益社団法人東京都薬剤師会）

東京訪問看護ステーション協議会の地域包括ケアシステムにおける取組み
田中千賀子（東京訪問看護ステーション協議会）

地域包括ケアシステムにおける管理栄養士・栄養士の役割
西村　一弘（公益社団法人東京都栄養士会／駒沢女子大学）

地域包括ケアシステム構築に向けて東京都理学療法士協会の活動
青木　慶司（東京都理学療法士協会/緑風荘病院介護老人保健施設グリーン・ボイスリハビリテーション室）

医療ニーズは生活課題、この地域で暮らす事こそ最大の解決法
千葉　明子（特定非営利活動法人東京都介護支援専門員研究協議会）
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メインシンポジウム2� 　17：00－18：30　第1会場（浅草公会堂�2階�ホール）　

へき地離島シンポジウム（実行委員会企画）
座長：井上　陽介（湯沢町保健医療センター） 
　　　吉村　　学（宮崎大学医学部　地域医療・総合診療医学講座） 
司会：崎原　永作（沖縄へき地医療支援センター） 
企画責任者：杉田　義博（台東区立台東病院）

近未来の離島医療、そして医療人の姿を見据えて
並木　宏文（公益社団法人地域医療振興協会　与那国町診療所）

三島村及び十島村の診療について　～巡回診療と看護師が守る離島の医療～
永井　慎昌（鹿児島赤十字病院）

大離島の基幹病院を中心とした地域包括医療の展開　～地域医療連携システムと地域医療教育について～
八坂　貴宏（長崎県上五島病院）

山間部のへき地診療所群を基盤とした地域医療の展開　～診療所群によるグループ診療と地域医療研修の実際～
菅波　祐太（揖斐郡北西部地域医療センター）

横田　修一（揖斐郡北西部地域医療センター）

シンポジウム1� 　8：30－10：00　第2会場（浅草ビューホテル�4階�飛翔�I）　

病院総合診療医に求められる診療スキルとは？（Part 1） 
（病院総合診療医（仮）検討委員会との共同企画）
座長：田妻　　進（広島大学病院　総合内科・総合診療科） 
企画責任者：田妻　　進（広島大学病院　総合内科・総合診療科）

急性腹症診療の手順
田妻　　進（広島大学病院　総合内科・総合診療科）

超音波による消化管のスクリーニング
畠　　二郎（川崎医科大学　検査診断学）

総合診療医のための“神経診察のコツ”
山脇　健盛（広島市民病院　脳神経内科）

発熱患者をみたら
内藤　俊夫（順天堂大学　総合診療科）

心身医療のコツ・PIPC（MAPSOとGPOPS）を理解する
井出　広幸（信愛クリニック）

シンポジウム2� 　8：30－10：00　第3会場（浅草ビューホテル�4階�飛翔�II）　

「総合診療医」が生き残るために～キーは働き方改革、時間制約のある人材の活用～ 
（男女共同参画委員会企画）
司会：西村　真紀（男女共同参画委員会／高知大学　家庭医療学講座） 
スタッフ：村田亜紀子（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） 
　　　　　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） 
企画責任者：西村　真紀（男女共同参画委員会／高知大学　家庭医療学講座）

50年で別の国になる日本･･･その時「医療」「医師」その「キャリア」はどうなるのか？！
長谷川敏彦（一般社団法人未来医療研究機構）

「育休世代のジレンマ」からの脱出～企業の施策から医療界への示唆
中野　円佳（ChangeWAVE）

プライマリ・ケア外来診療教育の充実で時間的制約があっても社会貢献が可能な医師を養成する
藤沼　康樹（医療福祉生協連家庭医療学開発センター）

子育てしながらの家庭医療後期研修において困ったこと・工夫したこと	
～当事者の立場から～

森屋　淳子（医療福祉生協連家庭医療学開発センター（CFMD）/久地診療所）
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家庭医×主夫　＝　可能性は∞（無限大）
岩間　秀幸（亀田ファミリークリニック館山）

シンポジウム3� 　8：30－10：00　第4会場（浅草ビューホテル�4階�飛翔�III）　

日英/日韓短期交換留学のいままでとこれから（国際キャリア支援委員会企画）
司会：中桶　了太（長崎大学病院　へき地病院再生支援・教育機構） 
　　　増山由紀子（医療生協さいたま　大井協同診療所） 
コーディネーター：葛西　龍樹（福島県立医科大学　医学部　地域・家庭医療学講座） 
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）

加藤　大祐（三重大学大学院医学系研究科　家庭医療学講座）

山口　佳子（東京医科大学病院　総合診療科）

Katrina Whalley（UK National Exchange Lead, RCGP Junior International Committee, UK）

Su-Min Jeong（Department of Family Medicine, Seoul National University, Republic of Korea）

シンポジウム4� 　8：30－10：00　第7会場（浅草ビューホテル�3階�祥雲�Ⅲ）　

総合診療医こそが行う臨床研究とは？（研究支援員会、学術担当副理事長企画）
座長：福原　俊一（京都大学、福島県立医科大学） 
　　　佐藤弘太郎（北海道家庭医療センター　本輪西ファミリークリニック） 
コメンテーター：Thomas Inui（Indiana University School of Medicine, and the Regenstrief Institute） 
企画責任者：福原　俊一（京都大学、福島県立医科大学）

倦怠感を訴える外来受診者における睡眠時無呼吸症候群の有病率
石丸　直人（明石医療センター　総合内科）

医師の仕事満足度と提供される医療の質との関連
小﨑真規子（社会医療法人　西陣健康会　堀川病院）

急性虫垂炎の診断における直腸診の役割：系統的レビューとメタアナリシス
高田　俊彦（福島県立医科大学　白河総合診療アカデミー）

3演題へのコメントと助言
Thomas Inui（Indiana University School of Medicine, and the Regenstrief Institute）

総合診療医こそが行う研究とは？
福原　俊一（京都大学、福島県立医科大学）

シンポジウム5� 　9：30－12：00　第1会場（浅草公会堂�2階�ホール）　

総合診療専門医の育成に向けて（専門医制度推進委員会企画）
座長：前野　哲博（筑波大学医学医療系地域医療教育学） 
　　　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） 
企画責任者：草場　鉄周（北海道家庭医療学センター）

総合診療専門研修：Ver2.0から3.0への飛躍
草場　鉄周（北海道家庭医療学センター）

日本医師会の考える総合診療専門医
羽鳥　　裕（日本医師会）

総合診療専攻医の内科領域研修について
横山　彰仁（高知大学医学部　血液呼吸器内科学）

小児科医からみた総合診療専門医
井田　博幸（東京慈恵会医科大学小児科）

総合診療専攻医の救急科研修について
木村　昭夫（国立国際医療研究センター）
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シンポジウム6� 　10：30－12：00　第3会場（浅草ビューホテル�4階�飛翔�II）　

震災から5年　「女川町からの報告」（実行委員会企画）
座長：藤原　直樹（練馬光が丘病院） 
コメンテーター：山田　隆司（台東区立台東病院） 
企画責任者：藤原　直樹（練馬光が丘病院）

震災後の町の復興状況と今後について
須田　善明（女川町）

地域医療という観点から　現状と今後の展望について
斎藤　　充（公益社団法人地域医療振興協会　女川町地域医療センター）

女川町民が抱える健康問題や、今後の展望について
佐藤　由理（女川町役場）

シンポジウム7� 　10：30－12：00　第4会場（浅草ビューホテル�4階�飛翔�III）　

大衆化したヘルスケア・デバイスによる地域・医療現場の混乱を防ぐためのプラットフォーム作りを目
指して（公募企画）
座長・司会：古屋　　聡（山梨市立牧丘病院） 
　　　　　　北村　善明（ヘルスケア人材育成協会・チーム医療推進協議会） 
企画責任者：小林　　只（弘前大学医学部附属病院　総合診療部） 
　　　　　　並木　宏文（公益社団法人　地域医療振興協会　与那国町診療所）

機器進歩で変わる医療現場と近未来の医療従事者に必要なスキル
小林　　只（弘前大学医学部附属病院　総合診療部）

ヘルスケア産業におけるビッグデータ収集・分析の問題点と解決策
原　　正彦（大阪大学医学部附属病院　未来医療開発部）

地域包括ケアシステム幸手モデルにおけるポータブルエコーの可能性と課題の検証
中野　智記（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「菜のはな」）

離島でも感じている、今後の医療機器と地域医療の姿
並木　宏文（公益社団法人　地域医療振興協会　与那国町診療所）

医療機器が地域で適切に使用されるために、質の担保と教育システムを担うプラットフォーム形成を目指して
北村　善明（ヘルスケア人材育成協会・チーム医療推進協議会）

シンポジウム8� 　10：30－12：00　第7会場（浅草ビューホテル�3階�祥雲�Ⅲ）　

リハビリテーション栄養とフレイル・サルコペニア予防 
～プロフェッショナルとしてできることを考えよう～（多職種協働委員会企画）
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）

フレイル・サルコペニア対策におけるリハビリテーション栄養の重要性
若林　秀隆（横浜市立大学附属市民総合医療センター　リハビリテーション科）

オーラルフレイルの基礎知識　―いまなぜフレイルが注目されるのか―
平野　浩彦（東京都健康長寿医療センター　歯科口腔外科）

リハビリテーション栄養とフレイル・サルコペニア予防～管理栄養士の役割
田中　弥生（駒沢女子大学人間健康学部健康栄養学科）
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シンポジウム9� 　17：00－18：30　第7会場（浅草ビューホテル�3階�祥雲�Ⅲ）　

いまこそ総合診療医が必要になる診療ガイドライン（実行委員会企画）
座長：南郷　栄秀（地域医療振興協会　東京北医療センター　総合診療科） 
　　　矢吹　　拓（国立病院機構　栃木医療センター　内科） 
企画責任者：南郷　栄秀（地域医療振興協会　東京北医療センター　総合診療科）

日本医療機能評価機構Mindsが実施する診療ガイドライン普及推進事業
山口　直人（日本医療機能評価機構）

国内での診療ガイドライン作成の現状と今後
湯浅　秀道（国立病院機構　豊橋医療センター　歯科口腔外科）

診療ガイドラインの評価を行い、長所・短所を踏まえて診療に活かそう
岡田　　悟（地域医療振興協会　東京北医療センター　総合診療科）

診療ガイドラインにおける総合診療医の役割
南郷　栄秀（地域医療振興協会　東京北医療センター　総合診療科）

教育講演1� 　10：30－12：00　第2会場（浅草ビューホテル�4階�飛翔�I）　

診療所の医療情報ネットワークをケアに活かす（実行委員会企画）
座長：木下　順二（公益社団法人地域医療振興協会　東京ベイ・浦安市川医療センター） 
担当者：木下　順二（公益社団法人地域医療振興協会　東京ベイ・浦安市川医療センター） 
　　　　玉井　杏奈（台東区立台東病院） 
企画責任者：木下　順二（公益社団法人地域医療振興協会　東京ベイ・浦安市川医療センター）

診療所の医療情報ネットワークをケアに生かす
Scott Fields（Oregon Health and Science University（OHSU）Family Medicine）

山下　大輔（オレゴン健康科学大学家庭医療学科）

教育講演2� 　10：30－12：00　第5会場（浅草ビューホテル�3階�祥雲�I）　

優しさを伝えるケア技術・ユマニチュード（実行委員会企画）
座長：武田以知郎（明日香村国民健康保険診療所） 
企画責任者：武田以知郎（明日香村国民健康保険診療所）

優しさを伝えるケア技術・ユマニチュード
本田美和子（国立病院機構東京医療センター　総合内科）

特別企画1� 　8：30－10：00　第5会場（浅草ビューホテル�3階�祥雲�I）　

Teaching　Pearl　コンテスト（実行委員会企画）
司会：南郷　栄秀（地域医療振興協会　東京北医療センター　総合診療科） 
　　　佐々木隆徳（みちのく総合診療医学センター） 
企画責任者：南郷　栄秀（地域医療振興協会　東京北医療センター　総合診療科）

特別企画2� 　10：30－12：00　第12会場（台東区民会館�9階�ホール（1））

看護師特定行為研修の実際と地域医療における研修修了者への期待（特定行為研修制度関連企画）
座長：春山　早苗（自治医科大学看護学部） 
企画責任者：春山　早苗（自治医科大学看護学部） 
　　　　　　村上　礼子（自治医科大学看護特定行為研修センター）

春山　早苗（自治医科大学看護学部）

村上　礼子（自治医科大学看護特定行為研修センター）
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特別企画3� 　10：30－12：00　第15会場（東京都立産業貿易センター台東館�7階�展示室）　

シンガポールと日本の日常診療と家庭医の教育～若手医師の視点から～ 
（国際関係委員会／専門医部会企画）
オーガナイザー：佐藤　健一（Healthway Japanese Medical Centre） 
企画責任者：佐藤　健一（Healthway Japanese Medical Centre）

吉田　　伸（飯塚病院総合診療科）

Low Lian Leng（Singapore General Hospital）

ワークショップ1� 　10：30－12：00　第8会場（台東区民会館�8階�第2会議室）　

がんのプライマリケア遺伝診療　 ‐ 家族歴の聴取から遺伝カウンセリングにつなげる家族ケア ‐ 
（公募企画）
企画責任者：鳴本敬一郎（浜松医科大学産婦人科家庭医療学講座）

岩泉　守哉（浜松医科大学第一内科/遺伝子診療部）

福江　美咲（浜松医科大学遺伝子診療部）

鳴本敬一郎（浜松医科大学産婦人科家庭医療学講座）

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）

ワークショップ2� 　10：30－12：00　第9会場（台東区民会館�8階�第5会議室）　

根拠に基づく予防医療 :個々の患者および地域に対するアプローチ（公募企画）
企画責任者：宮崎　　景（高茶屋診療所（三重家庭医療センター　高茶屋））

宮崎　　景（高茶屋診療所（三重家庭医療センター　高茶屋））

香田　将英（熊本大学地域医療・総合診療実践学寄付講座）

森　　英毅（長崎医療センター総合診療科）

向原　　圭（久留米大学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（筑波大学地域医療教育学）

日下　伸明（亀田総合病院）

ワークショップ3� 　10：30－12：00　第10会場（台東区民会館�8階�第3会議室）　

リスクを伝える、その極意（公募企画）
企画責任者：堀越　　健（医療法人社団家族の森　多摩ファミリークリニック）

大橋　博樹（医療法人社団家族の森　多摩ファミリークリニック）

高木　　暢（医療法人社団家族の森　多摩ファミリークリニック）

堀越　　健（医療法人社団家族の森　多摩ファミリークリニック）

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）

横川　雅敏（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4� 　10：30－12：00　第11会場（台東区民会館�8階�第4会議室）　

忙しい医療従事者のための5分間ティーチング講座 -Up to date なティーチングを実践しよう- 
（公募企画）
企画責任者：北野　夕佳（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院）

北野　夕佳（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院）

北村　浩一（練馬光が丘病院　総合診療科）

吉田　英樹（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院）

濱田　　治（練馬光が丘病院）

小澤　　労（六ヶ所村医療センター）

ワークショップ5� 　10：30－12：00　第13会場（台東区民会館�9階�ホール（2））　

これだけできれば大丈夫！ プライマリ・ケアで必要なポイント・オブ・ケア超音波【基礎編】（公募企画）
企画責任者：瀬良　　誠（福井県立病院　救命救急センター）

瀬良　　誠（福井県立病院　救命救急センター）

前田　重信（福井県立病院　救命救急センター）

永井　秀哉（福井県立病院　救命救急センター）

松本　　敬（亀田総合病院　集中治療科）

野浪　　豪（神戸市立医療センター中央市民病院　救命救急センター）

西沢　拓也（公立丹南病院　救急総合診療科）

ワークショップ6� 　10：30－12：00　第14会場（台東区民会館�9階�特別会議室（大））　

明日から使えるインスリン導入のABC ！～外来でインスリン導入できますか？～（糖尿病委員会企画）
企画責任者：三澤　美和（大阪医科大学附属病院総合診療科）

三澤　美和（大阪医科大学附属病院総合診療科）

細田　俊樹（悠翔会在宅クリニック新橋）

西井　伸善（ほたるの薬局）

宮井由里子（弓削メディカルクリニック）

雨森　正記（弓削メディカルクリニック）

ワークショップ7� 　15：00－16：30　第8会場（台東区民会館�8階�第2会議室）　

海外で活躍する医師（公募企画）
企画責任者：中川　　麗（医療法人徳洲会　札幌徳洲会病院）

中川　　麗（医療法人徳洲会　札幌徳洲会病院）

田邉　　康（医療法人徳洲会　札幌徳洲会病院）

齋藤　丈太（医療法人徳洲会　札幌徳洲会病院）

上田　泰久（医療法人徳洲会　札幌徳洲会病院　整形外科　外傷センター）

名和　正行（医療法人徳洲会　札幌徳洲会病院）

大城　和恵（心臓血管センター北海道大野病院）

若井　俊明（医療法人健康会　おおあさクリニック）

西條　正二（医療法人徳洲会　札幌徳洲会病院）

徐　　東經（医療法人徳洲会　札幌徳洲会病院）
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ワークショップ8� 　15：00－16：30　第9会場（台東区民会館�8階�第5会議室）　

病院総合医体制の運営マネジメント・スキルとは（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） 
　　　　　　大滝　純司（北海道大学医学教育推進センター/東京医科大学総合診療科）

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/東京医科大学総合診療科）

徳田　安春（地域医療機能推進機構本部）

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）

佐藤　健太（勤医協札幌病院）

宇井　睦人（川崎市立井田病院　総合診療科／緩和ケア内科）

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9� 　15：00－16：30　第10会場（台東区民会館�8階�第3会議室）　

大都市圏におけるプライマリ・ケア：都会に住む人々の健康をどう守るか（大都市圏医療委員会企画）
企画責任者：松村　真司（松村医院）

松村　真司（松村医院）

箕輪　良行（JCHO東京高輪病院　総合診療研修顧問）

密山　要用（東京大学医学教育国際協力センター）

宮田　靖志（愛知医科大学　医学教育センター）

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

山田　康博（国立病院機構東京医療センター　総合内科）

山寺　慎一（医療法人菜の花会　菜の花診療所）

ワークショップ10� 　15：00－16：30　第12会場（台東区民会館�9階�ホール（1））　

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）

緒方　宏泰（明治薬科大学）

南郷　栄秀（地域医療振興会　東京北医療センター　総合診療科）

小泉　達勇（日本調剤株式会社　戸越公園薬局）

山岡　和幸（前橋北病院）

川末　真理（ひまわり薬局弘大病院前店）

矢澤　一博（プライマリ・ケア薬剤師認定制度委員会）

嶋　　　元（しま薬局）

ワークショップ11� 　15：00－16：30　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渡航医学」Practice course Ver.1：明日から使えるトラベルワクチン（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（医療法人　鉄蕉会　亀田ファミリークリニック館山）
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ワークショップ12� 　15：00－16：30　第14会場（台東区民会館�9階�特別会議室（大））　

明日から処方したくなるOC・LEP製剤（女性の医療・保健企画）
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）

池田裕美枝（神戸市立医療センター中央市民病院産婦人科）

寺岡　英美（京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻）

中山　明子（大津ファミリークリニック／音羽病院　家庭医療科）

蓮尾　　豊（あおもり女性ヘルスケア研究所）

鳴本敬一郎（浜松医科大学産婦人科家庭医療学講座）

清田　実穂（医療福祉生協連家庭医療学開発センター（CFMD）あさお診療所）

飯田　智子（藤枝市立総合病院　産婦人科）

伊藤　雄二（公益社団法人地域医療振興協会　総合診療産婦人科養成センター）

宮坂麻由子（恵寿総合病院　家族みんなの医療センター）

楠元　彰子（山梨大学医学部産婦人科）

森村　美奈（大阪市立大学医学部附属病院総合診療センター）

西村　真紀（高知大学　家庭医療学講座）

岡崎　友里（浜松医療センター産婦人科）

ワークショップ13� 　17：00－18：30　第9会場（台東区民会館�8階�第5会議室）　

実践！コーチングセミナー～聴き方/訊き方次第で診療・教育・組織が変わる～（公募企画）
企画責任者：田口　智博（三重大学医学部附属病院）

田口　智博（三重大学医学部附属病院）

田原　正夫（おくだ在宅クリニック）

名倉　功二（関東労災病院）

中村　琢弥（弓削メディカルクリニック　滋賀家庭医療学センター）

ワークショップ14� 　17：00－18：30　第10会場（台東区民会館�8階�第3会議室）　

高齢者の転ばぬ先の、転んだ後のEBM♪ ～転んでも、ただでは起きぬバリバリ医療者に変身！～ 
（公募企画）
企画責任者：林　　寛之（福井大学医学部附属病院）

林　　寛之（福井大学医学部附属病院）

許　　智栄（アドベンチストメディカルセンター　家庭医療科）

伊藤有紀子（福井大学医学部附属病院）

楠川加津子（福井大学医学部附属病院）

細川知江子（高浜町和田診療所）

澤田　裕介（高浜町和田診療所）

菱川　瑠美（公立丹南病院）

宮田　　潤（董仙会恵寿総合病院　家庭医療科）

大濱　弘光（福井大学医学部附属病院　総合診療部）



第7回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会

プ
ロ
グ
ラ
ム　
６
月
11
日
（
土
）　

ワークショップ15� 　17：00－18：30　第11会場（台東区民会館�8階�第4会議室）　

主治医／かかりつけ医の定義について考えよう（研究における定義） 
（知的活性化プロジェクトチーム企画）
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）

岡田　唯男（鉄蕉会　亀田ファミリークリニック館山）

家　　研也（University of Pittsburgh Graduate School of Public Health）

井階　友貴（福井大学医学部地域プライマリケア講座/高浜町国保和田診療所）

大浦　　誠（南砺市民病院）

神山　佳之（沖縄県立中部病院　地域診療科）

近藤　　猛（名古屋大学医学部附属病院　総合診療医科）

齊藤　裕之（山口大学医学部附属病院　総合診療部）

ワークショップ16� 　17：00－18：30　第12会場（台東区民会館�9階�ホール（1））　

若手、中堅総合診療医、家庭医に求められるリーダーシップ能力（実行委員会企画）
企画責任者：山下　大輔（オレゴン健康科学大学家庭医療学科）

山下　大輔（オレゴン健康科学大学家庭医療学科）

井口真紀子（祐ホームクリニック）

高橋麻衣子（台東区立台東病院）

調　　拓治（奈良市立月ヶ瀬診療所）

野澤つばさ（奈良市立都祁診療所）

ワークショップ17� 　17：00－18：30　第13会場（台東区民会館�9階�ホール（2））　

プライマリ・ケア医のための小児在宅医療～入門編～（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）

寺澤　大祐（岐阜県総合医療センター　新生児内科）

中村　仁隆（岐阜県総合医療センター　重度心身障がい児施設　すこやか）

奈須　康子（埼玉医大総合医療センター　小児科／埼玉医大福祉会医療型障害児入所施設　カルガモの家）

山田　育康（岐阜県庁医療福祉連携推進課）

ワークショップ18� 　17：00－18：30　第14会場（台東区民会館�9階�特別会議室（大））　

プライマリケア医が行うPapスメア（PCOG企画）
企画責任者：伊藤　雄二（公益社団法人地域医療振興協会　総合診療産婦人科養成センター）

池田裕美枝（神戸市立医療センター中央市民病院産婦人科）

寺岡　英美（京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻）

中山　明子（大津ファミリークリニック／音羽病院　家庭医療科）

柴田　綾子（淀川キリスト教病院産婦人科）

伊藤　雄二（公益社団法人地域医療振興協会　総合診療産婦人科養成センター）

楠元　彰子（山梨大学医学部産婦人科）

森村　美奈（大阪市立大学（大学院）医学研究科総合診療センター）

西村　真紀（高知大学家庭医療学講座）

新井　隆成（恵寿総合病院　家族みんなの医療センター）
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インタレストグループ1� 　15：00－16：30　第11会場（台東区民会館�8階�第4会議室）　

FPNs企画第2弾～診療所看護がおもしろい！日々の看護実践をリフレクションしよう～ 
（プライマリ・ケア看護師養成プロジェクトチーム企画）
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）

児玉あずさ（製鉄記念室蘭病院　サテライトクリニック知利別）

後藤　智美（東京ほくと医療生活協同組合　浮間診療所）

嶋田　文子（社会医療法人健生会　大福診療所）

今藤　潤子

インタレストグループ2� 　15：00－16：30　第15会場（東京都立産業貿易センター台東館�7階�展示室）　

若手医師部会交流企画（医学生・若手医師支援委員会企画）
企画責任者：高柳　　亮（群馬家庭医療学センター前橋協立診療所）

藤谷　直明（大分大学医学部総合内科・総合診療科/宮崎医院）

阿部　計大（東京大学大学院医学系研究科　公衆衛生学教室）

杉谷　真季（医療法人社団プラタナス　桜新町アーバンクリニック）

森川　　暢（東京城東病院　総合内科）

インタレストグループ3� 　17：00－18：30　第8会場（台東区民会館�8階�第2会議室）　

安心してください。総合診療の熱い思いを語り合いましょう。（実行委員会企画）
企画責任者：堀　賢一郎（岐阜大学医学部医学科）

堀　賢一郎（岐阜大学医学部医学科）

吉川亜佐子（自治医科大学医学部医学科）

キャリアcafé� 　9：30－16：00　キャリアcafé会場（東京都立産業貿易センター台東館�7階�展示室）　

キャリアcafé 
（男女共同参画委員会・病院総合医委員会・認定薬剤師部会・専門医部会キャリア支援部門等合同企画）
企画責任者：村田亜紀子（男女共同参画委員会、専門医部会キャリア支援部門）

森　　敬良（男女共同参画委員会）

西村　真紀（男女共同参画委員会）

北山　　周（専門医部会キャリア支援部門）

田原　正夫（専門医部会キャリア支援部門）

宇井　睦人（病院総合医委員会、医学生若手医師支援委員会）

山田　康博（病院総合医委員会）

坂口　眞弓（認定薬剤師部会）

高山美奈子（認定薬剤師部会）

山口　章江（認定薬剤師部会）

高柳　　亮（医学生若手医師支援委員会）

田中亜紀子（プライマリ・ケア看護師養成プロジェクトチーム）
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日野原賞候補演題　� 　15：00－16：30　第5会場（浅草ビューホテル�3階�祥雲Ⅰ）　

座長：福原　俊一（京都大学、福島県立医科大学） 
　　　大野　毎子（唐津市民病院きたはた）

H-1	 医学生が専門分野として総合診療を志望することに関連する因子の検討
家　　研也（ ピッツバーグ大学公衆衛生大学院・同大学医療センター、 

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）

H-2	 前向きコホート研究からみた当地域における高齢者機能と総死亡に関連について
廣瀬　英生（県北西部地域医療センター　国保和良診療所）

H-3	 在宅療養における介護者の介護負担感と訪問診療患者の転倒・転落との関連
長　哲太郎（西淀病院地域総合内科）

H-4	 高齢者における開口状態と肺炎の関連
花本　明子（市立福知山市民病院総合内科）

H-5	 高齢内科入院患者における日常生活動作能力（ADL）低下予測モデルの開発・検証
高田　俊彦（福島県立医科大学白河総合診療アカデミー）

H-6	 プライマリ・ケア医における公費助成制度の知識とワクチン接種推奨との関連
坂西　雄太（京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻医療疫学分野、佐賀大学医学部地域医療支援学講座）

H-7	 検査費用表示による検査費削減効果に関する検討
廣田　悠祐（千葉大学医学部附属病院総合診療部）

一般演題（口演）1　予防医学・疫学� 　8：30－10：00　第6会場（浅草ビューホテル�3階�祥雲Ⅱ）　

座長：金丸　吉昌（美郷町地域包括医療局／支部支援委員会） 
　　　外山　　学（益田診療所）

O-001	 日本におけるICPC及びICHPPCを用いた受診理由・診断の頻度調査に関するシステマティックレビュー
金子　　惇（CFMD東京　むさし小金井診療所・みなみうら生協診療所、東京慈恵会医科大学臨床疫学研究部博士課程）

O-002	 豪雪中山間地域における高齢者の生活環境と健康に関する聞き取り調査（２）	
－都市と比較した人のつながり－
川上　優吾（新潟大学医学部医学科）

O-003	 日本のかかりつけ医は国民の健康に関係しているか？かかりつけ医の有無と各種健康アウトカムとの関連
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）

O-004	 患者複雑性が医療に及ぼす影響に関するコホート研究
吉田　秀平（ 東京慈恵会医科大学大学院医学研究科総合医科学研究センター/臨床疫学研究部、 

医療福祉生協連家庭医療学開発センター）

O-005	 本邦におけるDifficult	Patientの疫学調査および生物・心理・社会問題との関連
三戸　　勉（千葉大学医学部附属病院総合診療部）

O-006	 竹富島クライシス　~早世の予防を目指した竹富島の取組み～
石橋　興介（竹富町立竹富診療所）

O-007	 沖縄県南大東島の医療は２５年間でどう変わったか？—時間経過がもたらした健康問題の変化：観察研究
太田　龍一（雲南市立病院）

O-008	 働き方と高い飲酒頻度との関連：全国の若年男女における検討
和田　眞慧（日本医科大学医学部医学科）

O-009	 主治医と産業医の連携に関連する要因の探索：横断研究
市川　周平（三重大学大学院医学系研究科　地域医療学講座）

O-010	 郡上市和良地区における65歳以上の生活動作と死亡率の関係について
中村　祐人（岐阜県総合医療センター）

一般演題（口演）　６月11日（土）　
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一般演題（口演）2　小児・性差医療� 　10：30－12：00　第6会場（浅草ビューホテル�3階�祥雲Ⅱ）　

座長：高屋敷明由美（筑波大学医学医療系地域医療教育学） 
　　　小﨑真規子（社会医療法人西陣健康会　堀川病院）

O-011	 もし家庭医が主夫になったら
岩間　秀幸（医療法人鉄蕉会　亀田ファミリークリニック館山）

O-012	 小中学生における座位行動時間と肥満に関連する要因
中野　聡子（筑波大学大学院人間総合科学研究科　ヒューマン・ケア科学専攻）

O-013	 腹部肥満と慢性腎臓病との関連における男女差
小林　淳二（金沢医科大学総合内科学）

O-014	 患者経験に基づくプライマリ・ケアの質と女性の癌検診受診との関連
青木　拓也（京都大学大学院医学研究科　医療疫学分野）

O-015	 へき地・離島におけるプライマリ・ケア医の女性診療・妊婦分娩管理の課題に関する質的研究
柴田　綾子（淀川キリスト教病院）

O-016	 ヘモグロビン値と皮膚・粘膜色の測色学的検討～貧血の視診所見を科学的に評価する
近藤　誠吾（三重県立一志病院）

O-017	 保育施設における母乳の取り扱いに関する調査
矢部　千鶴（三重大学家庭医療学センター　一志　三重県立一志病院）

O-018	 小児の喘鳴発作とさとうきび収穫との関係性　前向き観察研究
太田　龍一（雲南市立病院）

O-019	 経済連携協定（EPA）で来日中の看護師の職業性ストレスについての検討
山本　哲子（筑波大学大学院人間総合科学研究科）

一般演題（口演）3　急性期ケア� 　15：00－16：30　第6会場（浅草ビューホテル�3階�祥雲Ⅱ）　

座長：澤田　　努（高知県・高知市病院企業団立高知医療センター総合診療部） 
　　　長谷川仁志（秋田大学大学院医学教育学講座）

O-020	 上部消化管出血症例で心不全既往が再出血、死亡に強く関連する
寒川　浩道（橋本市民病院　内科　循環器科　消化器科）

O-021	 当院の臨時入院におけるAmbulatory	Care	Sensitive	Conditionsの研究
篠塚　愛未（船橋二和病院）

O-022	 救急搬送された心血管病患者における来院時C反応性蛋白(CRP)値と院内予後との関連
吉永　　亮（飯塚病院漢方診療科）

O-023	 救急搬送情報を可視化して得る、都心部の医療・福祉ニーズ
富田　詩織（聖路加国際病院）

O-024	 後方協力病院の設立による転院調整期間の変化に関する検討
片岡　　祐（市立福知山市民病院　総合内科）

O-026	 時間外に軽症で救急外来を受診する患者の特性と受診理由の検討
宮澤　麻子（筑波大学大学院人間総合科学研究科地域医療教育学分野、北茨城市民病院附属家庭医療センター）

O-027	 肺炎の存在診断におけるCTの意義　～如何なる症例でCTを考慮すべきか
杉下　圭治（気仙沼市立本吉病院）

O-028	 右片麻痺で発症し、TIAが疑われた後に診察所見からギランバレー症候群と診断した1例
三村　仁昭（医療法人沖縄徳洲会　吹田徳洲会病院）

O-029	 咳を主訴とする患者の受療行動～質問紙を使用した探索的研究～
渡邉　力也（市立福知山市民病院　総合内科）

O-025	 総合診療科に紹介される患者の特徴　近隣医療機関の紹介判断は？～発熱症例から考える
脇田　嘉登（愛知医科大学　総合診療科）

＊プログラム編成の都合上、演題番号が前後しております。
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一般演題（口演）4　感染症� 　17：00－18：30　第6会場（浅草ビューホテル�3階�祥雲Ⅱ）　

座長：矢部　千鶴（三重大学家庭医療学センター　一志、三重県立一志病院　家庭医療科） 
　　　武田　裕子（順天堂大学医学教育研究室）

O-030	 バイタルサインの変化から細菌感染症を予測する方法の検証
浜野　　淳（筑波大学　医学医療系）

O-031	 ESBL産生大腸菌とESBL非産生大腸菌による菌血症の比較検討
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、 

大阪市立大学大学院医学研究科　臨床感染制御学）

O-032	 地域基幹病院の市中尿路感染症におけるESBL産生菌の危険因子の検討
生方　綾史（市立福知山市民病院　総合内科）

O-033	 NHCAP及び誤嚥性肺炎診療での細菌学的検査と再発予防に関する取組の検討	
―呼吸器科医と総合診療医の比較―
見坂　恒明（神戸大学大学院医学研究科地域医療支援学部門、兵庫県立柏原病院地域医療教育センター）

O-034	 ピロリ菌感染と誕生月の関係
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-035	 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　総合診療医学分野）

O-036	 Helicobacter	pylori	除菌治療効果判定実施の実態調査
市川　欧子（東京臨海病院、東京慈恵会医科大学大学院医学研究科総合医科学研究センター臨床疫学研究部）

O-037	 市中2次救急病院のC.difficile	感染死亡および再発例に対するリスク因子・診療の質の検討
呉　　明愛（地域医療振興協会　地域医療のススメ）

O-038	 日本紅斑熱の流行地における当院の役割
和田　正文（上天草市立上天草総合病院）

O-039	 大学病院における感染性腸炎の診療実態（抗菌薬投与）の検討
佐々木陽典（東邦大学医学部総合診療・救急医学講座）

International�Session（Oral）� 　17：00－18：30　第5会場（浅草ビューホテル�3階�祥雲Ⅰ）　

座長：Yousuke Takemura（Department of Family Medicine, Mie University School of Medicine and Graduate School of Medicine） 
　　　Hiroyuki Kobayashi（Department of General Medicine, Mito Clinical Education and Training Center, Tsukuba University Hospital）

IS-O-1	 Effect	of	weight	change	on	incident	diabetes	among	non-obese	individuals
Shiori Takao（Teikyo University, Department of Community Medicine）

IS-O-2	 Circulating	CD34	positive	cells	are	associated	with	handgrip	strength	in	Japanese	elderly	men.
Hirotomo Yamanashi（Nagasaki University, Department of Island and Community Medicine）

IS-O-3	 Factors	relating	long-term	prognosis	of	home-based	medical	care	subjects
Masaki Morita（Saito Hspital, Depatment of Home Based Medical Care）

IS-O-4	 Acute	splenic	syndrome	in	a	Caucasian	male	with	sickle	cell	trait	on	a	commercial	airline	flight
Tomoki Kurihara（St. Luke''s International Hospital, Division of General Internal Medicine, Department of Medicine）

IS-O-5	 RESIDENT	SELF-COMPETENCY	RATINGS	CONTINUOUSLY	IMPROVE	OVER	A	THREE	YEAR	
TRAINING	PERIOD:	FINDINGS	FROM	A	NEW	RESIDENCY	PROGRAM	IN	JAPAN
Michael D. Fetters（University of Michigan, Department of Family Medicine）

IS-O-6	 Burdens	of	elderly	care	of	the	elderly	at	home	by	caregivers	aged	65	and	over
Sayaka Ohsawa（Yamato clinic）

IS-O-7	 Using	Entrustable	Professional	Activities	to	achieve	proficiency	in	Home	Care	among	junior	
Family	Physicians	in	Singapore
Wei Yi Tay（Singapore General Hospital, Family Medicine and Continuing Care）

IS-O-8	 Oral	presentation	on	the	multifaceted	role	of	Primary	Care	Physicians	in	Rural	Nepal,	from	a	
Singaporean	Medical	Doctor’s	perspective
Alicia Boo Ying Ying（Singhealth Polyclinics）
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一般演題（ポスター）1　ICT・遠隔医療
� 　10：30－11：20　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：矢吹　　拓（国立病院機構　栃木医療センター　内科）

P-001	 双方向遠隔通信システム（ミュー太）を利用した皮膚科症例検討会の有用性
吹譯　紀子（隠岐広域連合立隠岐島前病院）

P-002	 小規模離島におけるクラウド型電子カルテの導入　～ＩＣＴで集落間の距離を超える～
片山　寛之（柳井市立平郡診療所）

P-003	 通信型体導音センサを用いた在宅医療への取り組み
中村　浩士（国立病院機構　広島西医療センター）

P-004	 地域包括ケアのためのICTを利用した医療と介護の情報共有基盤整備
山田　昌弘（公立置賜総合病院　医療連携部長）

P-005	 患者に響く！診療所ホームページの作り方	～院内webチームによるブランディング戦略～
竹田　陽介（株式会社ヴァイタリー　先端医療コミュニケーション研究所）

P-006	 Facebookのグループぺージを利用した診療所研修　～研修の振り返りと、研修プログラムの活性化～
小澤　廣記（諏訪中央病院）

一般演題（ポスター）2　薬剤ケア
� 　11：20－12：10　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：吹譯　紀子（島根県立中央病院）

P-007	 定期通院中の患者とかかりつけ医の漢方薬治療に対する意識調査
杉山　嘉宏（県北西部地域医療センター国保高鷲診療所）

P-008	 ACE阻害剤による遅発性咳嗽（第2報）
白川　光雄（海陽町宍喰診療所）

P-009	 整形外科病棟におけるプライマリ・ケア認定薬剤師の取組み
二瓶　大輔（平塚市民病院　薬剤部）

P-010	 「マイクロTDM」による定量的評価業務　～薬局店頭から在宅医療への活用～
比嘉　浩一（(株)薬正堂　すこやか薬局グループ）

P-011	 Polypharmacy外来開設とその後～１年間の取組結果～
矢吹　　拓（国立病院機構　栃木医療センター　内科）

P-012	 穴水地区における24時間調剤等体制グループ構築と実施報告
岡田　政彦（穴水あおば薬局）

一般演題（ポスター）3　歯科・栄養・食事
� 　15：00－15：50　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：増山由紀子（医療生協さいたま　大井協同診療所）

P-013	 難治性口内炎に対しシクロスポリン含嗽が有用であった一例
木下麻莉子（長崎医療センター　総合診療科・リウマチ科）

P-014	 歯科のない地域中核病院での医科歯科連携の取り組みの歴史
内田　信之（原町赤十字病院）

P-015	 当院でのNST活動立ち上げの取り組みについて－『食』の西の京病院をめざして－
奥野　早耶（医療法人康仁会西の京病院栄養管理部）

P-016	 院内NSTメンバーにおける「とろみ茶」の程度の現状把握
坪内　康則（京都鞍馬口医療センター内科）

P-017	 分かりやすいパンフレットによる糖質制限食の効果
上田　耕蔵（神戸協同病院）

P-018	 角糖数による糖質摂取状況の把握と糖質制限食の評価
上田　耕蔵（神戸協同病院）

一般演題（ポスター）　６月11日（土）　
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一般演題（ポスター）4　総合診療専門医①
� 　15：50－16：40　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：内田　信之（原町赤十字病院　外科）

P-019	 「総合診療専門医の6つのコンピテンシー」のMilestone表を作成し、使用する取り組み
尾形　和泰（公益社団法人　北海道勤労者医療協会　勤医協札幌病院）

P-020	 指導医不在の離島診療所で特例措置により後期研修プログラムを継続する現状と課題	
～専攻医の立場から～
片山　寛之（柳井市立平郡診療所）

P-021	 地域の総合診療医・漢方専門医・学位取得の三刀流を目指す『東北大学病院　地域・総合診療研修』の参加
報告
齊藤奈津美（ 東北大学病院　総合地域医療教育支援部、東北大学病院　総合地域医療教育支援部　漢方内科、 

登米市立上沼診療所、仙台市立病院　小児科、仙台市立病院　救命救急センター、仙台赤十字病院　総合内科）

P-022	 大学病院総合内科における家庭医療専門研修プログラム～プログラム創成期の課題と活動～
濱井　彩乃（森の里病院、亀田ファミリークリニック館山、安房地域医療センター）

P-023	 Case-based	Discussion(CbD)における効果的な事例選択についての検討
増山由紀子（医療生協さいたま　大井協同診療所、日本医療福祉生協連　家庭医療学開発センター（CFMD））

P-024	 総合診療専門医の外来教育におけるマイルストーン
奥　　知久（諏訪中央病院）

一般演題（ポスター）7　卒前・学生教育①
� 　10：30－11：20　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：吉村　　学（宮崎大学医学部　地域医療・総合診療医学講座）

P-037	 第2報　在宅医療と薬学実務実習生－アンケート調査結果より－
角山　政之（広島大学病院　薬剤部）

P-038	 地域医療志向教育効果を期待した多職種学生に対する方言調査を含めた早期体験実習
根路銘安仁（鹿児島大学　医歯学域医学系　医歯学総合研究科　離島へき地医療人育成センター）

P-039	 参加型外来実習にするための当科の工夫
池田　貴英（岐阜大学医学部附属病院　総合内科）

P-040	 地域医療実習における工夫-受入機関や実習生の生の声を受けて-
中嶋　　裕（山口県立総合医療センター　へき地医療支援部）

P-041	 地域医療に関する学生教育内容の改訂前後における地域医療実習効果の比較
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-042	 研修医、医学生向け「ER当直セミナー」開催の試み
小林　正宜（大阪市立大学　総合診療センター／総合医学教育学）

一般演題（ポスター）8　卒前・学生教育②
� 　11：20－12：10　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：根路銘安仁（鹿児島大学　医歯学域医学系　医歯学総合研究科　離島へき地医療人育成センター）

P-043	 自治体および医師会と連携した地域基盤型医学教育体制の構築
門村由紀子（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）

P-044	 地域ヘルスケアへのEarly	Exposure　～地域親和性の高い医療人を育成するために～
安藤　友一（名古屋大学医学部総合診療科）

P-045	 在宅医療はIPEの場として最適である　～彩の国連携力育成プロジェクトの支援活動～
大和　康彦（医療法人明医研ハーモニークリニック）

P-046	 もし地域医療サークルの医学生が地域医療合宿のコーディネーターになったら
木村　依音（福井大学医学部医学科）
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P-047	 さつま町グリーン・ツーリズムと連携した医歯学学生の地域体験型学習の取り組み
網谷真理恵（鹿児島大学離島へき地医療人育成センター）

P-048	 「実習出たとこごちゃまぜIPE（多職種連携教育）」展開のために県内養成校行脚の旅報告：第一報
吉村　　学（宮崎大学医学部地域医療・総合診療医学講座）

一般演題（ポスター）9　卒前・学生教育③
� 　15：00－15：50　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：小山　耕太（熊本大学医学部附属病院　地域医療・総合診療実践学寄附講座）

P-049	 オレゴン健康科学大学家庭医療科での短期学生研修とその効果
山田　宏貴（地域医療のススメ　練馬光ヶ丘病院　総合診療科）

P-050	 UXデザインを活かしたプレゼンテーションセミナーを医学生と協働開発し開催することで起こった変革
近藤　　猛（名古屋大学医学部附属病院総合診療科）

P-051	 地域医療臨床実習前後および卒後での地域医療への思いに係る認識の経時的変化
岡山　雅信（神戸大学大学院医学研究科地域医療教育学部門）

P-052	 2日間の診療所実習の効果的なあり方を看護学生のアンケートより考察する
安陪こず恵（哲西町診療所）

P-053	 早期医療体験実習による医学生における患者中心の医療とプロフェショナリズムの認識への影響
森　　洋樹（三重大学医学部医学科）

P-054	 徳島大学在学の女子医学生のワークライフバランスについて
湯浅　志乃（徳島大学大学院医歯薬学研究部総合診療医学分野、徳島県鳴門病院）

一般演題（ポスター）10　地域医療①
� 　15：50－16：40　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：近藤　　猛（名古屋大学医学部附属病院　総合診療科）

P-055	 透析施設へのアクセスが困難であった島根県中山間地域病院における腹膜透析患者受け入れの取り組み
重冨　悠乃（社会医療法人　石州会　六日市病院）

P-057	 ドクタープール制度により地域の二次中核病院へ診療支援を行った事例
小田原一哉（愛媛県立中央病院救急科）

P-058	 原発事故後の福島の医療の現状とこれから～基礎ゼミを通して学んだこと～
佐々木優李（東北大学医学部）

P-059	 人をまもり地域をまもる「北茨城防衛軍」育成への取り組み
斎藤　　剛（筑波大学附属病院　総合診療科）

P-060	 熊本県の地域医療における問題点の解析
小山　耕太（熊本大学医学部附属病院　地域医療システム学寄附講座）

P-062	 熊本県における医師の地域偏在の解消・離職抑制・復職支援として必要な支援の検討
後藤理英子（熊本大学医学部附属病院　地域医療支援センター）

一般演題（ポスター）13　プライマリ・ケアにおける疫学②
� 　10：30－11：20　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：黒田　　仁（東北大学病院　総合地域医療教育支援部）

P-073	 脊椎圧迫骨折入院患者の約5割にポリファーマシーをみとめた
吉田　英人（西伊豆健育会病院）

P-074	 当院総合診療病棟における入院患者の検討
志村　直子（甲府共立病院）

P-075	 時間外外来における外科系疾患の頻度に関する疫学調査
安倍　俊行（飯塚病院　総合診療科）
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P-076	 地域中小規模病院一般内科病棟における死亡退院症例の分析
向坊　賢二（道東勤医協　釧路協立病院）

P-077	 尿路感染症に忍び寄るESBL産生大腸菌　～外来診療における尿グラム染色のすすめ～
佐野　良仁（佐野内科リハビリテーションクリニック）

P-078	 地域病院における終末期医療(“看取りの医療”)を考察する
枇榔雄太朗（伊東市民病院）

一般演題（ポスター）14　プライマリ・ケアにおける疫学③
� 　11：20－12：10　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：吉田　英人（西伊豆健育会病院）

P-079	 慢性疾患と認知症の関連について～当院２０年間の解析報告～
市川　聡子（医療法人明医研　ハーモニークリニック）

P-080	 当院における重症低血糖による入院症例の患者背景と薬剤に関する調査
五十嵐　俊（横浜市立脳卒中・神経脊椎センター　薬剤部）

P-081	 特別養護老人ホームにおける細菌感染症の実態
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-082	 後期高齢者糖尿病患者の治療状況
伊藤　　俊（相模原赤十字病院内科）

P-083	 東日本大震災の被災地・岩手県宮古市田老地区における震災と受療疾病の変化（生活習慣病について）
黒田　　仁（東北大学病院　総合地域医療教育支援部）

一般演題（ポスター）15　慢性期のケア①
� 　15：00－15：50　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：西森　栄太（佐久市立国保浅間総合病院）

P-085	 経鼻胃管からの半固形化栄養剤の有用性
檜垣　　聡（京都第二赤十字病院）

P-086	 重度褥瘡に対する簡易型局所陰圧吸引療法の有効性と当院での工夫
中川　隆弘（大津赤十字志賀病院　外科）

P-087	 著明な腫脹・浮腫を伴う下口唇挫滅創に対して漢方薬が著効した小児の1例
藤田　浩二（亀田総合病院・感染症科）

P-088	 プライマリケア医による整形外科診療のあり方
小泉　健雄（杏林大学保健学部救急救命学科）

P-089	 プレドニゾロンによって嚥下障害および上肢の運動障害が著明に改善した筋萎縮性側索硬化症の1例
稻邊富實代（榛原総合病院）

P-090	 大量の血性胸水がプレドニゾロンによって著明に減少した1例
稻邊富實代（榛原総合病院）

一般演題（ポスター）16　慢性期のケア②
� 　15：50－16：40　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：檜垣　　聡（京都第二赤十字病院）

P-091	 経口摂取困難による看取り状態から投薬によって経口摂取可能になった9例
稻邊富實代（榛原総合病院）

P-092	 居宅療養に向け運動療法を導入した拡張型心筋症の一例
山崎　　暁（大月市立中央病院　内科）

P-093	 神経梅毒治療後にコントロールの改善がえられた2型糖尿病の一例
有井　　薫（高知赤十字病院）
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P-094	 当院における糖尿病教室の成果について
白井　章太（巨摩共立病院）

P-095	 離島におけるHIV診療　HIV診療チームの立ち上げ
杉田　周一（沖縄県立宮古病院）

P-096	 当院糖尿病患者における骨折、主に大腿骨近位部骨折および胸腰椎圧迫骨折の予防に関する検討
西森　栄太（佐久市立国保浅間総合病院）

一般演題（ポスター）19　メンタルヘルス②
� 　10：30－11：20　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：江口幸士郎（今立内科クリニック）

P-109	 犬、猫ががんと診断されたら飼い主の心は病むのか？
中野　優子（東京慈恵会医科大学　臨床疫学研究部、公益財団法人　日本小動物医療センター付属日本小動物がんセンター）

P-110	 一人暮らしは心身に悪い影響がある----疫学調査と質問紙から
鈴木　庄亮（NPO国際エコヘルス研究会）

P-111	 認知症の周辺症状や夜間せん妄に対する漢方薬抑肝散の治療効果の検討
森　　俊一（国立病院機構仙台医療センター総合診療科）

P-112	 町立診療所のもの忘れ外来を初診し、精神遅滞が明らかになった一例
松坂　雄亮（ 佐々町国民健康保険診療所、長崎大学病院　精神科神経科、 

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）

P-113	 プライマリ・ケアにおける物忘れスピードスクリーニング
唐澤　秀治（船橋市立医療センター）

P-114	 プライマリ・ケアにおける物忘れスピード問診票とDLB問診票
唐澤　秀治（船橋市立医療センター）

一般演題（ポスター）20　医療者‐患者関係・コミュニケーション①
� 　11：20－12：10　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：白石　裕子（隠岐広域連合立隠岐島前病院）

P-115	 生活習慣改善に対して関心期であるが行動変容に至っていない若年男性患者へのアプローチ
田中　徳治（杉田玄白記念公立小浜病院内科）

P-116	 日常診療での利益相反を考える
笠　　芳紀（雲南市立病院）

P-117	 保険薬局を利用する外来患者が認識する、医師および薬剤師の役割と関係性～相互補完モデル
野呂瀬崇彦（北海道薬科大学　薬学教育分野）

P-118	 医療アクセス環境は住民の医療ニーズに影響を与えるか？	　～「総合診療医」は誰にとって必要か？～
糸長　昌彦（大分大学医学部附属病院　総合内科・総合診療科）

P-119	 日常生活の悩みを医師に相談するか否かと、通院患者の生活意識および医療費負担の比較
菊地　慶子（浜松医科大学地域看護学講座）

P-120	 外来初診患者に対するプライマリ・ケア医の医療面接技法と患者の慢性疾患に対する自己効力感の変化の検討
江口幸士郎（今立内科クリニック、唐津市民病院きたはた）

一般演題（ポスター）21　医療者‐患者関係・コミュニケーション②
� 　15：00－15：50　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：長谷川喜一（和泉市立病院）

P-121	 臨床におけるMedical	Coaching
須田　道雄（医療法人　弘生堂　須田医院、Dr.苫米地メディカルコミュニティー）

P-122	 家族志向の医療・ケア集中コース～三重大学家族システム／心理社会医学フェローシップ構築の試み～
若林　英樹（三重大学大学院医学系研究科地域医療学）
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P-123	 ブリコラージュとして捉える心房細動患者の語り	-診察の参与観察と患者へのインタビューを通して-
磯野　真穂（国際医療福祉大学大学院）

P-124	 Jazz	Bar	in	the	hospital
江角　悠太（志摩市民病院　三重大学家庭医療学講座）

P-125	 若し先ず他者をして汝自身を癒さしめたまえば	
～もし医療者がプロコーチと「自己メンテナンス」を学んだら～
飯田　健治（地域医療振興協会　地域医療支援センター）

P-084	 地域の一般病院における抗酸菌感染の診療実態と課題
加藤　　冠（大泉生協病院）

＊プログラム編成の都合上、演題番号が前後しております。

一般演題（ポスター）22　緩和ケア①
� 　15：50－16：40　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：須田　道雄（医療法人　弘生堂　須田医院）

P-126	 「家族みんなの医療センター」としてできること～単科での限界を超えて～
宮田　康一（社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院　家庭医療科）

P-127	 末梢挿入式中心静脈カテーテルは化学療法だけでなく緩和医療に有用である
橋本　由徳（鳥取県立中央病院血液内科）

P-128	 原発巣への放射線治療によりQOLの改善が得られた進行胃癌の1例
玉井　恒憲（国立病院機構埼玉病院）

P-129	 福井県内の多施設での緩和ケアに関する診療支援の実際について
嶋田　和貴（福井大学医学部地域医療推進講座）

P-130	 非がん患者の終末期における予後予測と緩和の実態調査
西村　正大（地域医療振興協会　市立奈良病院　総合診療科）

P-131	 当院緩和ケア病棟における緊急入院とその地域連携状況　	
～あんしんできるがん診療を目指して～
長谷川喜一（和泉市立病院　腫瘍内科）

一般演題（ポスター）25　在宅医療②
� 　10：30－11：20　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：今本千衣子（医療法人社団今本内科医院）

P-144	 在宅で最期を迎える意識調査に関する報告
土田　知也（川崎市立多摩病院総合診療内科）

P-145	 人工呼吸管理を要する筋萎縮性側索硬化症患者における低定量持続吸引器の効果
松田　宗也（赤穂市民病院）

P-146	 家族主体の問題にて対応困難であったが、在宅医療で最期までかかわることのできた1例
露木　涼子（名古屋記念病院）

P-147	 在宅医療のさらなる充実に向けて
市原　利晃（秋田往診クリニック）

P-148	 当院での活動報告－特に在宅看取りについて－
長田　忠大（長田在宅クリニック）

P-149	 地方都市における小児訪問診療の実践と課題
小堀　勝充（熊谷生協病院）



� The 7th Annual Conference of Japan Primary Care Association

一
般
演
題
（
ポ
ス
タ
ー
）　
６
月
11
日
（
土
）　

一般演題（ポスター）26　在宅医療③
� 　11：20－12：10　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：土田　知也（川崎市立多摩病院　総合診療内科）

P-150	 当院における家庭医療後期研修医に必要な往診時の問題解決能力の検討
木村　卓二（勝川ファミリークリニック）

P-151	 在宅における神経筋疾患への呼吸ケアの現状と課題
武知由佳子（医療法人社団愛友会いきいきクリニック）

P-152	 適剤適処ー在宅での薬剤管理はどうあるべきかー医師・薬剤師同行訪問のとりくみから
青木　達人（函館稜北病院）

P-153	 薬剤師が関与する居宅療養管理指導についての施設アンケート報告（第2報）
相馬　　渉（ファルマ　藤代薬局）

P-154	 地域ケアネット旭川平成27年度活動報告
今本千衣子（医療法人社団　今本内科医院）

P-155	 急性期病院における生活支援部門の立ち上げと「絆ノート」の紹介
藤田　良介（鳥取市立病院総合診療科）

一般演題（ポスター）27　在宅医療④
� 　15：00－15：50　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：古武　達也（もりおか往診クリニック）

P-156	 小児科を主とする保険薬局でも在宅訪問ができる
北村　正人（マスカット薬局）

P-157	 へき地における地域在宅がん緩和ケアネットワークに向けた取り組み
山本　達人（都志見病院　外科）

P-158	 薬剤師の認知度向上による円滑な在宅医療提供に向けた取組み
小見　暁子（高崎健康福祉大学薬学部　地域医療薬学研究室）

P-159	 病院総合医が行う診療所での非常勤訪問診療	～地域に出て行く病院総合医の実際とその影響～
矢吹　　拓（国立病院機構　栃木医療センター　内科）

P-160	 認知症治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-161	 豊田加茂在宅医療委員会在宅医療サポートセンター事業	
－	在宅医療の実態と今後の展開	－
樋口　朱美（一般社団法人　豊田加茂医師会）

一般演題（ポスター）28　在宅医療⑤
� 　15：50－16：40　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：山本　達人（都志見病院　外科）

P-162	 グループ診療の訪問診療における、腎性貧血に対する赤血球造血刺激因子製剤の適正化の取り組み
吉澤　瑛子（亀田ファミリークリニック館山　家庭医診療科）

P-163	 国保和良診療所の在宅患者家族における介護負担度とその要因の調査
吉岡　　優（公益社団法人地域医療振興協会　東京北医療センター臨床研修センター）

P-164	 高齢者OSA患者と成人OSA患者におけるCPAP治療効果の比較
後平　泰信（札幌徳洲会病院）

P-165	 在宅診療における宅直コールの回数、内容の調査
佐藤日香梨（飯塚頴田家庭医療プログラム）
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P-166	 研究第3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）

P-167	 在宅医療における病院への入院依頼とその理由
古武　達也（もりおか往診クリニック）

一般演題（ポスター）31　急性期のケア③
� 　10：30－11：20　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：上垣内隆文（名張市立病院）

P-180	 後頭神経痛を初期症状とし、早期治療介入を開始し得たRamsay-Hunt症候群の一例
北出　一季（飯塚病院）

P-181	 過換気症候群後無呼吸から心肺停止に至った一例
岡田　拓真（府中病院臨床研修室）

P-182	 同地域において連続的に発生したツツガムシ病の3例
黒木　和哉（佐賀大学医学部付属病院地域医療支援学講座総合内科）

P-183	 発熱、関節痛、皮疹で受診し、髄膜炎菌性髄膜炎と診断した健常成人の一例
西園　久慧（飯塚病院）

P-184	 頭痛を主訴に受診した53歳男性－外来診療における臨床推論と驚くべき診断結果－
葛西　孝健（江別市立病院総合内科）

P-185	 病歴と薬物中毒検出用キットにより診断できた覚醒剤による横紋筋融解症の1例
守山　祐樹（神戸市医療センター中央市民病院）

一般演題（ポスター）32　急性期のケア④
� 　11：20－12：10　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：葛西　孝健（江別市立病院総合内科）

P-186	 糖尿病性ケトアシドーシス患者が胸部不快感を訴えたら？
林　　耕次（西伊豆健育会病院）

P-187	 救命し得た非閉塞性腸間膜虚血の慢性腎不全の一例
中村　友之（大阪市立総合医療センター　総合診療科）

P-188	 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症に好酸球性胆嚢炎を合併した一症例
田岡　和城（野田病院）

P-189	 ネパール大地震における国際医療救援活動の中での総合内科医の役割
横江　正道（名古屋第二赤十字病院　総合内科）

P-190	 ヘッドバンキング後の縦隔気腫の一例
上垣内隆文（名張市立病院）

一般演題（ポスター）33　急性期のケア⑤
� 　15：00－15：50　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：富田　明宏（伊東市民病院）

P-192	 飯山赤十字病院でツツガムシ病と診断された症例の検討
福島　靖典（飯山赤十字病院）

P-193	 当院における市中肺炎の特徴と治療方針
樋口　哲郎（医療法人社団　健康会　谷根千クリニック）

P-194	 離島で発症したくも膜下出血患者におけるヘリコプター搬送の影響	　患者はどこで治療を受けるべきか？
松本松いく（種子島医療センター　総合診療・神経内科）
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P-195	 当院におけるCPA搬送症例の検討
向井　陽祐（和歌山県立医科大学附属病院紀北分院内科）

P-196	 当院におけるアドレナリン自己注射薬処方の現状についての検討
辻　　泰輔（沖縄県立中部病院小児科）

P-197	 中山間地域の総合病院における病院総合医の役割に関する検討
中村　大輔（群馬家庭医療学センター、利根保健生活協同組合利根中央病院総合診療科）

一般演題（ポスター）34　急性期のケア⑥　診断と検査⑨
� 　15：50－16：40　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：松本松いく（種子島医療センター　総合診療・神経内科）

P-198	 前糖尿病状態における糖負荷前後の血糖と尿中アルブミン排泄量との関連；血清エンドスタチンの修飾作用
志水　元洋（九州大学病院　総合診療科）

P-199	 一次救急医療における風邪処方の患者満足度調査
山本　剛史（ウエルシア薬局株式会社　小山花垣店）

P-200	 時間外外来設立に伴う待ち時間削減への取り組み
桑原菜津美（社会医療法人　蘇西厚生会　松波総合病院）

P-201	 当院での救急車の不適正利用の実態調査
富田　明宏（市立奈良病院）

P-202	 診断・治療に難渋した右側腹部痛の一例
木島　庸貴（島根大学医学部　総合医療学講座）

P-203	 1ヶ月間持続する原因不明の発熱で発症し、尿沈渣所見から診断し得た顕微鏡的多発血管炎(MPA)の一例
楯　　直晃（熊本大学地域医療支援センター）

一般演題（ポスター）37　診断と検査③
� 　10：30－11：20　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：佐藤　新平（中津市立中津市民病院）

P-216	 筋肉内出血を呈した後天性血友病Aの１例
梅田　卓郎（府中病院　総合診療センター）

P-217	 診断に苦慮したサルコイドーシスの１例
津野崎絹代（独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター　総合診療科）

P-218	 当科にて経験したうつ症状を伴う悪性腫瘍の症例
林　　聖也（長野赤十字病院総合診療科）

P-219	 左下腿痛を機に肺癌が発見された腫瘍随伴症候群の１例
村田　祥子（沖縄県立中部病院　地域ケア科）

P-220	 Extrapontine	myelinolysisを呈したトルエン中毒の一例
岸田　雅之（岡山市立市民病院　総合内科）

P-221	 入院透析患者の精嚢膿瘍の一例
酒井　　俊（公益財団法人北海道医療団　帯広第一病院　総合診療科）

一般演題（ポスター）38　診断と検査④
� 　11：20－12：10　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：津野崎絹代（独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター）

P-222	 下腿浮腫で紹介され、臨床推論の技法を用いて診断に至った壊血病の一例
西川　麻以（市立池田病院）

P-223	 積極的な病歴聴取が診断に寄与した三日熱マラリアの１例
松岡　保史（国民健康保険　大間病院　内科、自治医科大学　総合診療内科）
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P-224	 ヘモグロビンA1cと血糖値の乖離によって見出された70歳の遺伝性楕円赤血球症の一例
澤田　知宏（医療法人社団　メディカルアクセス　沢田内科医院）

P-225	 アナフィラキシーを繰り返した皮膚型肥満細胞症の１例
久田　敦史（名古屋第二赤十字病院）

P-226	 腎不全をきたした骨盤臓器脱の一例
佐藤　新平（中津市立中津市民病院）

P-227	 右肺優位の陰影を呈し当初大葉性肺炎と診断された、感染性心内膜炎による急性心不全の一例
川嶋　久恵（水戸協同病院）

一般演題（ポスター）39　診断と検査⑤
� 　15：00－15：50　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：大森　浩二（医療法人大森医院）

P-228	 物理刺激に伴う血管内溶血により腹痛発作を繰り返した1症例
舛田　裕道（庄原赤十字病院内科）

P-229	 筋関節症状を呈したACTH単独欠損症の２例
武地　美保（市立西脇病院内科）

P-230	 メトロニダゾール脳症の一例
大沼　雄輝（東海大学医学部付属大磯病院）

P-231	 気管支鏡を行い気管支結核と診断した1例
阿藤　一志（昭和伊南総合病院）

P-232	 下肢感覚障害、下肢遠位の筋力低下、血清IgM高値からMGUS関連ニューロパチーが疑われた1例
任　　　瑞（筑波大学附属病院　総合診療科）

P-233	 侵入門戸が不明のままStreptobacillus	moniliformisによる菌血症と化膿性急性多発関節炎を呈した一例
宮坂麻由子（恵寿総合病院　家庭医療科）

一般演題（ポスター）40　診断と検査⑥
� 　15：50－16：40　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：武地　美保（市立西脇病院）

P-234	 術後腹膜癒着が慢性腹痛の原因と考えられた１例
林　　　寧（済生会宇都宮病院　総合内科）

P-235	 小腸カプセル内視鏡検査後に長期間カプセルが小腸内に滞留した多発小腸潰瘍の1例
原田　直樹（三重大学大学院医学系研究科　伊賀地域医療学講座、名張市立病院）

P-236	 バラシクロビル投与後に生じた腎不全の急性増悪とアシクロビル脳症の一例
都井　政和（府中病院臨床研修室）

P-237	 歩行後の両下肢の脱力感を伴うバレ・リュー症候群に対して星状神経節ブロックが有効であった一例
中澤　一弘（筑波大学附属病院総合診療科）

P-238	 診断に苦慮し高次医療機関で診断された、非典型的な血管内リンパ腫と思われるB細胞リンパ腫の一例
飯島　研史（群馬家庭医療学センター　北毛病院）

P-239	 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　第2弾
大森　浩二（医療法人　大森医院）

一般演題（ポスター）43　リハビリテーション①
� 　10：30－11：20　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：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）

P-252	 両親の思いに寄り添った支援を実現するために�	
－作業療法士の役割－
佐々木公美（医療法人渓仁会　はまなす訪問看護ステーション）
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P-253	 癲癇発作後の自動車運転再開に至った一例
松村　　伸（亀田ファミリークリニック館山）

P-254	 1年以上の経過で義足装着し在宅復帰できた大腿切断の1症例	
～冠動脈疾患や糖尿病性腎症の合併を乗り越えて～
北原　孝夫（香川医療生活協同組合　高松協同病院）

P-255	 介護支援専門員に対する在宅呼吸リハビリテーションに関する認知度調査と普及の取り組み
山田　真理（プラーナクリニック　リハビリテーション科）

P-256	 家庭医診療所における自動車運転適性評価・支援プログラム
鵜飼万実子（亀田ファミリークリニック館山　家庭医診療科）

P-257	 COPDにおいて万歩計と6分間歩行試験を用いて在宅での活動量評価の留意点
木賀　　洋（新潟県立柿崎病院　リハビリテーション科）

一般演題（ポスター）44　嚥下・リハビリテーション②
� 　11：20－12：10　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：佐々木公美（医療法人渓仁会　はまなす訪問看護ステーション）

P-258	 いつになれば介護保険を受けられるの？　～ある肢体型筋ジストロフィー患者のリハビリテーション～
大沢　　彰（赤穂市民病院）

P-259	 町立病院で内視鏡下嚥下機能評価を導入した１年間の活動報告
深瀬　　龍（最上町立最上病院）

P-260	 嚥下造影検査の所見による予後予測の可能性について
竹内　　結（佐久総合病院　総合診療科）

P-261	 COPDにおいて6分間歩行試験中の酸素飽和度低下の検討
藤巻　涼司（新潟県立柿崎病院　リハビリテーション科）

P-262	 脳卒中および頭部外傷患者の自動車運転再開について　～病院で施行可能な検査を基に判断～
河野　光宏（医療法人ブルースカイ　松井病院）

P-263	 パーキンソン病患者は姿勢異常をどのように感じているか
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）

一般演題（ポスター）45　高齢者ケア①
� 　15：00－15：50　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：竹内　一仁（津軽保健生活協同組合　健生病院）

P-264	 3度の大腸手術を経験した、超高齢者結腸内分泌細胞癌の1例
石部　良平（川内市医師会立市民病院　外科）

P-265	 当院における高齢者悪性リンパ腫治療例5例の検討
倉澤　美和（西吾妻福祉病院）

P-266	 演題取り下げ

P-267	 角化型疥癬患者による介護施設内集団感染事例の考察
曽川裕一郎（上越地域医療センター病院総合診療科）

P-269	 乱高下を繰り返す血圧の一例～高齢化社会でのプライマリケアのピットフォール～
脇田　嘉登（愛知医科大学病院　総合診療科）

＊プログラム編成の都合上、演題番号が前後しております。
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一般演題（ポスター）46　高齢者ケア②
� 　15：50－16：40　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：倉澤　美和（西吾妻福祉病院）

P-270	 PTPシートの誤飲により縦隔炎が疑われた1例における考察
川口　勝輝（独立行政法人国立病院機構長崎医療センター　総合診療科）

P-271	 認知症の困難事例として「認知症初期集中支援チーム」に依頼した2症例の経験
平　　　洋（群馬家庭医療学センター　通町診療所）

P-272	 PTPシート誤飲により回腸穿孔を来した超高齢者例
村山　貴英（伊東市民病院内科）

P-273	 腎だけではなく、人（じん）を診よ！（抗ヘルペスウイルス薬処方の際の注意点）
坂本　　壮（西伊豆健育会病院）

P-274	 入院中経口摂取が不良であったが、施設に退院することにより経口摂取が改善した3例
渡邊　　仁（国立病院機構東埼玉病院　総合診療科）

P-275	 孤立死をまぬがれた症例の検討
竹内　一仁（津軽保健生活協同組合　健生病院）

一般演題（ポスター）49　高齢者ケア⑤
� 　10：30－11：20　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：高岡　和彦（東京保健生活協同組合　鬼子母神診療所）

P-288	 大腿骨近位部骨折症例のかかりつけ医による入院前の骨粗鬆症に対する薬剤処方の状況
池尻　好聰（曙会　シムラ病院　整形外科・内科）

P-289	 保険薬局における高齢者の芍薬甘草湯の安全使用に関する調査
川口　　諭（望星薬局）

P-290	 在宅患者における抗認知症薬の使用用量実態調査
斎木　良哉（かなで薬局）

P-291	 中小規模病院における高齢入院患者のケア改善の取り組み
大島　民旗（淀川勤労者厚生協会西淀病院附属西淀病院）

P-292	 介護老人保健施設	認知症専門棟における排泄支援
宮崎　康之（磐梯町医療センター）

P-293	 デイサービスセンターにおける要介護・要支援の高齢者を対象とした参加型演劇ワークショップ開催からの
学び
岡崎研太郎（名古屋大学大学院医学系研究科　地域総合ヘルスケアシステム開発寄附講座）

一般演題（ポスター）50　終末期ケア①
� 　11：20－12：10　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：宮崎　康之（公設宮代福祉医療センター）

P-294	 乳癌術後局所再発に対しMohsペースト、メトロニダゾール軟膏を用いて終末期ケアを行った１例
田中惣之輔（庄原市立西城市民病院　内科）

P-295	 身寄りの無い末期アルコール性肝硬変患者の一例
本村　和久（沖縄県立中部病院）

P-296	 当院の終末期における延命医療の同意書の検討
福元進太郎（南生協病院）

P-297	 終末期医療の心構え。~鬼子母神診療所のおける在宅看取りの現状について～
高岡　和彦（東京保健生活協同組合　鬼子母神診療所）

P-298	 要介護者及び家族への終末期の意向及び事前指示書に関するアンケート
船越　　樹（地域医療振興協会　六ヶ所村地域家庭医療センター）
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P-299	 訪問診療中の患者の在宅看取りに関連する要因の検討
高柳　　亮（群馬家庭医療学センター前橋協立診療所）

一般演題（ポスター）51　終末期ケア②
� 　15：00－15：50　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：日下部明彦（横浜市立大学医学部医学科　総合診療医学）

P-300	 日曜健康フォーラム参加者への終末期についての調査
宮道　亮輔（医療法人あい　ハンディクリニック、NPO法人　おやま医療介護研究会）

P-301	 がん終末期在宅看取りにおける診療所看護師の役割
唐沢ゆう子（医療生協さいたま大井協同診療所）

P-302	 プライマリ・ケア医が行うグリーフケア	
ホスピス遺族会参加者発言より
新屋　洋平（沖縄県立中部病院地域診療科）

P-303	 大阪府医師会医療と介護調査からみた在宅医療と患者・家族の意識
東川　光弘（大阪府医師会調査委員会）

P-304	 地域小病院入院患者における事前指示取得率調査
赤岩　　喬（飯塚/頴田家庭医療プログラム）

P-305	 大阪府医師会の医療と介護調査からみた終末期医療に対する意識と実際の乖離
遠山　祐司（大阪府医師会調査委員会）

一般演題（ポスター）52　終末期ケア③
� 　15：50－16：40　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：新屋　洋平（沖縄県立中部病院地域診療科）

P-306	 本人と家族の延命処置希望が相反し医療倫理的検討を行い本人の意思を尊重したALS患者の一例
戸倉　直実（東葛病院付属診療所）

P-307	 末期がん患者の在宅医療に関わる因子の研究
高木　　暢（医療法人家族の森　多摩ファミリークリニック）

P-308	 2年間に関わった病棟と自宅における看取りの検討
川上　和徳（陶病院）

P-309	 経管栄養を望む気持ちは、自分の場合より両親の場合で強い
山口　治隆（徳島大学大学院医歯薬学研究部総合診療医学分野）

P-310	 在宅療養支援診療所における死亡診断名についての調査　	
～“老衰”と“肺炎”の境界～
日下部明彦（横浜市立大学医学部医学科　総合診療医学）

P-311	 医療機関からみた「孤独死」と考えられる事例の検討
米田　直子（社会医療法人社団健友会　中野共立病院）

一般演題（ポスター）55　診療の質改善①
� 　10：30－11：20　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：澤田　裕介（高浜町和田診療所）

P-324	 演題取り下げ

P-325	 経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）に伴う重大な合併症ゼロを目指した取り組み	
～院内マニュアル作成の実際～
市原広太郎（彩の国東大宮メディカルセンター　内科）

P-326	 当院に紹介された発熱患者に抗菌薬が投与されている割合について
葛西　智徳（青森県立中央病院総合診療部）
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P-327	 由岐病院から美波病院へ	～連携・教育・災害対策の場に～
本田　壮一（由岐病院　内科）

P-328	 代診のススメ	
～金銭以外のインセンティブはあるか？～
飯田　健治（地域医療振興協会　地域医療支援センター）

P-329	 病院総合医に何が求められているのか～総合内科立ち上げに際して行った職員へのアンケート調査から
岡本　　勝（鳥取県立中央病院　総合内科）

P-378	 関西家庭医療研究会発足後10年の活動
竹中　裕昭（竹中医院）

＊プログラム編成の都合上、演題番号が前後しております。

一般演題（ポスター）56　診療の質改善②
� 　11：20－12：10　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：市原広太郎（彩の国東大宮メディカルセンター）

P-330	 当院での静脈血栓塞栓症予防への取り組みと看護師のケアに対する意識の変化
柳本　蔵人（鴨川市立国保病院）

P-331	 家庭医診療科外来活動報告
重島　祐介（生協浮間診療所）

P-332	 FOCUS-PDSAサイクルを用いたクリニックにおける質改善（性感染症カウンセリング）の取り組み
藤原　昌平（医療法人渓仁会　手稲家庭医療クリニック）

P-333	 PDCAサイクルを用いて予防接種関連インシデントをゼロに！
澤田　裕介（高浜町国民健康保険和田診療所）

P-334	 火葬時の植え込み式ペースメーカーの摘出に関する実状調査
相良　春樹（飯塚病院）

P-335	 視力障害、寝たきり度Aは、障害程度の強い転倒と関連する
大石　　透（社会医療法人祐愛会織田病院）

一般演題（ポスター）57　診療の質改善③
� 　15：00－15：50　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：山田　高広（東京慈恵会医科大学総合診療部）

P-336	 東北大学医学科１年次の東日本大震災被災地見学実習の報告；	
宮城県内三陸コースと福島県浪江町コースの比較
阿部　倫明（東北大学病院　総合地域医療教育支援部）

P-337	 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（質的調査中間報告）
賀來　　敦（社会医療法人清風会岡山家庭医療センター）

P-338	 「めまい・ふらつき」を主訴に総合診療科外来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）

P-339	 無床診療所における糖尿病患者への尿中微量アルブミン測定についての調査
堀越　　健（医療法人社団家族の森　多摩ファミリークリニック）

P-340	 「喉の痛み」に対する抗菌薬適正使用の検討
木村　佳弘（公益社団法人地域医療振興協会西浅井地区診療所塩津診療所）

P-341	 患者アンケートからみた“家庭医”への意識
新多　恵子（地域医療振興協会　市立恵那病院）
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一般演題（ポスター）58　診療の質改善④
� 　15：50－16：40　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：阿部　倫明（東北大学病院　総合地域医療教育支援部）

P-342	 被災地における抗菌薬および漢方薬使用に関する調査―不必要な抗菌薬投与が多い―
福地　貴彦（神戸大学大学院感染治療学）

P-343	 初期研修医はどのようにキャリア選択をしていくのか（第二報）　ー2年間の追跡調査よりー
山田　智子（静岡家庭医養成プログラム）

P-344	 日常診療における行動科学的視点を用いた見逃し回避の取り組み
鋪野　紀好（千葉大学医学部附属病院 総合診療部）

P-345	 領域別専門医からのコンバート型総合診療医が求める再研修内容についての意識調査
鈴木　　諭（ 群馬家庭医療学センター、利根保健生活協同組合利根中央病院総合診療科、 

筑波大学大学院人間総合科学研究科地域医療教育学）

P-346	 初期研修医が地域医療研修で何を求めているか
青木　信也（松前町立松前病院）

P-347	 大学病院におけるDNAR指示、POLSTの現状についての調査報告
山田　高広（東京慈恵会医科大学総合診療部）

一般演題（ポスター）61　診療所・病院経営①
� 　10：30－11：20　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：西脇健太郎（公益社団法人地域医療振興協会　谷汲中央診療所）

P-360	 総合内科診療所の時間担当医交代制の利点、改善点－医療者側から
河野　淸秀（医療法人社団月陽会きよひで内科クリニック）

P-361	 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
篠﨑　慶介（医療法人社団月陽会きよひで内科クリニック）

P-362	 院内の委員会活動におけるチーム形成と質改善の報告
泉水信一郎（王子生協病院　医師）

P-363	 新たな地域医療の仕組みづくりを目指して　―県北西部地域医療センター立ち上げ1年を経過して―
後藤　忠雄（県北西部地域医療センター）

P-364	 医師不足を支えるメディカルクラーク	
～柔軟な業務拡大で継続的な医師の負担軽減を図る～
奥山　佳奈（札幌徳洲会病院）

P-365	 第6回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会ワークショップ	
「選ぶ?選ばない?　ジェネリック医薬品」の成果
山岡　和幸（医療法人前橋北病院　薬局）

一般演題（ポスター）62　診療所・病院経営②
� 　11：20－12：10　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：河野　淸秀（医療法人社団月陽会きよひで内科クリニック）

P-366	 医療依存度の高い患者に関する実態調査
朴　　大昊（鳥取大学医学部地域医療学講座）

P-367	 都道府県別の医療費と自宅死亡割合からみた過疎地域における公立病院の役割
四方　　哲（三重県立一志病院）

P-368	 専任薬剤師による在宅薬剤管理指導業務の収支に関する研究
品田　隆浩（東邦大学 薬学部 実践医療薬学研究室）

P-369	 喜多方市	地域・家庭医療センターの診療内容と医療費についての検討
髙栁　宏史（福島県立医科大学医学部　地域・家庭医療学講座）
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P-370	 診療所事務のコンピテンシー（第2報）～組織化することで認識される事務の視点・能力～
芦野　　朱（東京ほくと医療生活協同組合　王子生協病院、医療生協さいたま　埼玉協同病院教育研修センターSKYMET）

P-371	 岐阜県揖斐川町における新規指定管理診療所の運営と周辺の連携
西脇健太郎（公益社団法人地域医療振興協会　谷汲中央診療所）

一般演題（ポスター）63　卒後・生涯教育①
� 　15：00－15：50　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：関口由希公（医療生協さいたま　さいわい診療所）

P-372	 医師に対する重症心身障がい医療教育について
小林　信や（国立病院機構東長野病院）

P-373	 主治医意見書を用いた地域医療研修の試み
佐久山雅文（岩手県立東和病院）

P-374	 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」を研修して		
～レジデントの立場から～
中西　由恵（株式会社マスカット薬局）

P-375	 他と交流の少ない中小病院の卒後10年前後の医師がどうやって成長していくか？
近藤　　慶（社会医療法人健友会　上戸町病院）

P-376	 家庭医療看護師養成コースでの取り組み～看護情報提供書に対する多職種・施設間の意識の違い～
福谷　理香（社会医療法人清風会　訪問看護ステーションあゆみ）

P-377	 大学病院の初期研修医を家庭医が指導することで与える影響
日比野将也（藤田保健衛生大学　救急総合内科学講座）

一般演題（ポスター）64　卒後・生涯教育②
� 　15：50－16：40　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：高橋　　潤（公立置賜総合病院　総合診療科）

P-379	 一般内科外来における愁訴に関する他施設共同研究（第２報）その１	　	
～復帰医師が外来をになうための教育体制整備へ向けて～
西村　真紀（高知大学医学部家庭医療学講座）

P-380	 「地域資源をフル活用して取り組む研修医に対する地域医療教育」を振り返る	
－研修指導者のアンケートから－
髙尾　順圭（哲西町診療所）

P-381	 一般内科外来における愁訴に関する多施設共同研究（第２報）その２		
～復帰医師が外来をになうための教育体制整備へ向けて～
関口由希公（さいわい診療所）

P-382	 総合内科医はいかに臨床疑問を解決し知識をupdateしているのか？		
－内科医師・研修医対象アンケートを分析して－
下谷　陽子（江別市立病院）

P-383	 当院初期研修医が平日夜間小児救急で診る症例の実態	
～小児救急での初期研修目標検討に向けての現状評価～
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）

一般演題（ポスター）67　多職種連携②
� 　10：30－11：20　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：田邉　紗代（公益社団法人地域医療振興協会　上野原市立病院）

P-396	 白岡市における訪問薬剤管理指導報告書を用いた多職種連携についての考察
石井　充章（鈴木薬局）
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P-397	 おくすりカレンダー導入による他職種連携と服薬意識の変化
山田　貴之（八女発心会　姫野病院　薬剤科）

P-398	 吸入指導により改善した気管支喘息の３例と当院の取り組み
青木　康弘（プラーナクリニック　呼吸器科）

P-399	 多職種協働による薬局の健康情報拠点の一つとしての役割に関する考察
門下　鉄也（マルエ薬局東店）

P-400	 医療福祉生協連　CFMD診療所看護師研修プログラムの概要
今藤　潤子（(元)東京ほくと医療生活協同組合　生協浮間診療所）

P-401	 多職種連携の質向上を目的としたIPE(専門職連携教育）セミナーを開催して
児玉麻衣子（福井大学医学部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）

一般演題（ポスター）68　多職種連携③
� 　11：20－12：10　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：山田　貴之（八女発心会　姫野病院）

P-402	 福岡　須恵町における「顔の見える多職種連携」～みんなが安心して住み続けられる町をつくるために～
古屋敷晃子（福岡医療団　千鳥橋病院附属　須恵診療所）

P-403	 「入退院を繰り返す慢性心不全患者」対策のための地域多職種参加型事例検討会
庄司　　泉（大月市立中央病院総合診療科）

P-404	 急性期病棟におけるデスカンファレンスの取り組み
大髙　由美（津軽保健生活協同組合　健生病院）

P-405	 認知症の終末期を病院から施設にうつって過ごした２例
坂本　興美（上天草市立上天草総合病院）

P-406	 ネットワークシステム「サイボウズLive」を利用した在宅医療チームとの連携	～病院医師の視点から～
田邉　紗代（公益社団法人地域医療振興協会　上野原市立病院　内科）

P-407	 気管支喘息・COPD診療と多職種連携の試み
澤田　　格（社会医療法人恵和会西岡病院）

一般演題（ポスター）69　多職種連携④
� 　15：00－15：50　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：内原　啓次（特定医療法人社団御上会　野洲病院）

P-408	 医療介護連携活動のまとめ「あずましく（心地よく）この地域で暮らすために」と今後の方向性について
大城　　忠（道南勤医協江差診療所）

P-409	 兵庫県神戸市東灘区における多職種連携会議「こぶしの会」の報告
是則　清一（神戸市東灘区医師会）

P-410	 救急隊と直通のホットライン開設で病院選定時間は短縮するのか
橋本　修嗣（三重県立一志病院　家庭医療科）

P-411	 急速進行性糖尿病性腎症患者の糖尿病透析予防指導	
－減塩療養指導とリラグルチド投与を行った2症例の対比－
佐治　花衣（勤医協中央病院　内科）

P-412	 高齢化先進地域における認知症の多職種連携の問題点を探る～長崎県北部のアンケート調査より
中桶　了太（長崎大学病院　へき地病院再生支援・教育機構）

P-413	 高齢者施設での脳卒中発症時の対応における課題
佐川　　拓（道南勤医協函館稜北病院）
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一般演題（ポスター）70　多職種連携⑤
� 　15：50－16：40　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：大城　　忠（道南勤医協江差診療所）

P-414	 薬局薬剤師の情報収集における問題点と今後の課題
田中　雪葉（みどり薬局）

P-415	 過疎地域における若手看護職の人材確保に向けた取り組み
渡邉　奈穂（NPO WINPEACE LLP、東京慈恵会医科大学医学部看護学科）

P-416	 病棟再編成に伴う機能の変化に合わせた目的をもった病棟カンファレンスを行うことで、在院日数の短縮や
他職種の自立性が強化された報告
泉水信一郎（王子生協病院　医師）

P-417	 歯科診療科を含む開業診療所で針刺し事故があれば、総合診療科が初期対応します
千葉　　大（八戸市立市民病院　総合診療科）

P-418	 ホスピタリストになってできたこと	～院外の連携でリーダーシップを発揮して地域連携の要になる～
内原　啓次（特定医療法人　社団　御上会　野洲病院）

P-419	 三沢米軍病院の家庭医を交えてレジデントデイを開催した
千葉　　大（八戸市立市民病院　総合診療科）

一般演題（ポスター）73　地域包括ケア③
� 　10：30－11：20　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：八森　　淳（メディコラボ研究所）

P-432	 脳神経外科入院患者の退院後の状況に及ぼす保険の種類と居住地の影響について
三宅　浩樹（医療法人徳洲会　野崎徳洲会病院）

P-433	 北茨城市民病院附属家庭医療センター開院6ヶ月における在宅診療実績と地域の在宅医療活性化
宮澤　麻子（北茨城市民病院附属家庭医療センター、筑波大学大学院人間総合科学研究科地域医療学分野）

P-434	 「未病に取り組むまちづくり」に向けた多世代演劇ワークショップにおける参加者の体験に関する質的研究
渡邉　奈穂（東京慈恵会医科大学医学部看護学科）

P-435	 なぜ患者は風邪で病院を受診したがるのか
児玉　崇志（地域医療振興協会　臨床研究センター）

P-436	 豪雪中山間地域における高齢者の生活環境と健康に関する聞き取り調査（１）－通院と交通手段の現状－
櫛谷　直寿（新潟大学医学部医学科）

P-437	 住民意識に基づくへき地終末期医療資源の有効配分の可能性
廣田　俊夫（公益社団法人地域医療振興協会　関市国民健康保険津保川診療所）

一般演題（ポスター）74　地域包括ケア④
� 　11：20－12：10　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：原田　昌範（山口県立総合医療センター）

P-438	 離島における医療の福祉介入～資源の少ない離島での地域包括ケアの取り組み～
吉田　一隆（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）

P-439	 暮らしの保健室さくらい－住民と専門職を繋ぐ－
中川　征士（大福診療所）

P-440	 施設からの救急患者受け入れにおける現状と課題に対する検討
寺澤　佳洋（豊田地域医療センター　豊田市・藤田保健衛生大学連携地域医療学寄附講座）

P-441	 独居高齢者の社会的交流に関する質的研究―静岡県中東遠地域における2地区の比較―
本間　　侑（浜松医科大学医学部医学科）

P-442	 出雲市民病院地域包括ケア病棟において病棟スタッフが感じる困難さについての調査
松本　翔子（出雲家庭医療学センター　出雲市民病院）
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P-443	 急性期病院から発信する地域包括ケアシステム		
~終末期がん患者に関する多職種の役割・価値観・視点の分析~
八森　　淳（メディコラボ研究所、伊東市民病院）

一般演題（ポスター）75　地域包括ケア⑤
� 　15：00－15：50　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：寺﨑　由香（（医）北辰会　有澤総合病院）

P-444	 病院、役場、社会福祉協議会で作る地域包括ケア推進チームの活動と課題
遠藤　健史（公立邑智病院）

P-445	 “地域主体の健康まちづくり”を目指した健康カフェの取り組みとコミュニティケアセンターの役割
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、JCHO若狭高浜病院、 

たかはま地域医療サポーターの会、福井県高浜町）

P-446	 高齢化社会対応学の構築を目指した総合診療医の活動	
－ヘルスケア関連機器と地域システムの融合を目指して－
小林　　只（弘前大学医学部附属病院　総合診療部）

P-447	 地域包括ケアの基盤となる在宅医療・介護連携　～西区在宅ケア連絡会２００回の活動から～
坂本　　仁（医療法人社団　坂本医院）

P-448	 地域包括ケア病棟運営の成果と課題～一般急性期病院における実践報告
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　総合診療科）

P-449	 巡回診療対象地区における高齢者の医療ニーズに関する研究	－静岡県周智郡森町の山間過疎地の地域診断－
棚橋　信子（静岡家庭医養成プログラム、森町家庭医療クリニック）

一般演題（ポスター）76　予防医療・健康増進①
� 　15：50－16：40　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：遠藤　健史（公立邑智病院）

P-450	 当院禁煙外来における禁煙成功率および再喫煙理由の検討
丸毛　美佳（公立浜坂病院　看護部）

P-451	 10年目を迎えた「NPO:生活習慣病防止に取り組む市民と医療者の会：小象の会」の活動報告
田所　直子（渡辺医院）

P-452	 診療所で取り組んだ転倒予防外来
井上　有沙（群馬家庭医療学センター　前橋協立診療所）

P-453	 保険薬局における「COPD-PS」および「ハイチェッカー」を用いたCOPDスクリーニング活動
長田　孝司（愛知学院大学薬学部）

P-454	 多施設、多職種で協力して行った「禁煙の推進とCOPDの理解」のための市民公開講座
寺崎　由香（（医）北辰会　有澤総合病院）

P-455	 地域での認知症に関する学生発表の前後において住民の意識に変化はあったか
島田　直英（島根大学医学部医学科）

P-191	 単純CTで上腸間膜動脈の異常を認め診断できた、上腸間膜動脈解離の一例
遠藤　健史（公立邑智病院）

＊プログラム編成の都合上、演題番号が前後しております。
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International�Session（Poster）
� 　15：00－16：20　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：Hiroshi Takagi（Kawasaki Settlement Clinic/CFMD） 
　　　Yuko Takeda（Division of Medical Education, Juntendo University School of Medicine）

IS-P-4	 TB	treatment	at	Arsenio	Lacson	public	health	center	in	Manila,	Philippines（In	consideration	of	
medic
Norihiko Ito（ Nemuro public health center, Hokkaido Government, Internal medicine and Public health Division、 

Nakashibetsu public health center, Hokkaido Government、 
Health Environment Department, Nemuro subprefecture, Hokkaido Government、 
Department of Public Health, Sapporo Medical University School of Medicine）

IS-P-1	 The	analysis	of	complaints	at	a	Japanese	seaside	clinic
Junya Shimamoto（Ainancho Ipponmatsu National Health Insurance Hospital affiliated Uchiumi Clinic）

IS-P-2	 What	is	needed	for	the	better	treatment	for	medically	unexplained	symptoms?	Comparing	with	
Denmark
Daisuke Ohta（St. Luke''s International Hospital, Department of Psychosomatic Medicine

IS-P-3	 Fitz-Hugh-Curtis	syndrome,	confused	with	past	medical	history	of	acute	appendicitis:	A	case	
report.
Kento Sonoda（National Defense Medical College Hospital, Department of General Medicine

IS-P-5	 Intervention	to	Daifuku	district	with	CBPR（Community	Based	Participatory	Research）guide	
through	the
Kentaro Asakura（Daifuku Clinic）

IS-P-6	 Perivascular	hemorrhage	along	the	pulmonary	artery	showing	abnormal	lung	shadow:	an	unusual	
complication	of	acute	aortic	dissection
Hiroaki Wakakuri（Nippon Medical School, Department of General Medicine and Health Science）

IS-P-7	 A	rare	case	of	alcoholic	ketoacidosis	in	a	26-year-old	male	with	dyspnea
Kiichiro Yoshida（University of Toyama Hospital, Department of General Medicine）

＊プログラム編成の都合上、演題番号が前後しております。

国際キャリア支援委員会企画（ポスター）交換留学①
� 　10：30－12：10　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：澤　　憲明（国際キャリア支援委員会） 
　　　新井　大宏（国際キャリア支援委員会）

PI-1	 英国のExpert	generalist
八百　壮大（横浜保土ヶ谷中央病院）

PI-2	 英国における、がんスクリーニングプログラムをもとに考える、	家庭医によるがん予防対策
師井　邦竹（ひまわりクリニックきょうごく）

PI-3	 プライマリ・ケア領域における医師とコメディカルとの役割分担～英国、米国での短期留学からの考察～
安藤　崇之（安房地域医療センター）

PI-4	 英国のHome	Visits,	日本の訪問診療
松尾　良子（群馬家庭医療学センター）

PI-5	 日英プライマリ・ケア交換留学プログラム参加のすすめ
櫻井　広子（岩手県立中央病院　総合診療科）

PI-6～10	日英/日韓プライマリ・ケア交換プログラム
英国家庭医学会（Royal College of General Practitioners）（Junior International Committee）
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国際キャリア支援委員会企画（ポスター）交換留学②
� 　15：00－15：50　ポスター会場（東京都立産業貿易センター台東館�展示室）　

座長：澤　　憲明（国際キャリア支援委員会） 
　　　新井　大宏（国際キャリア支援委員会）

PI-11	 韓国の医療と家庭医養成プログラム
金　　弘子（飯塚・頴田家庭医療プログラム）

PI-12	 韓国での大学病院における家庭医学科の位置づけ
黒田　　格（沖縄県立中部病院）

PI-13	 韓国における家庭医の臨床的役割―3病院の視察を通して
山口　佳子（東京医科大学病院　総合診療科）

PI-14～16	 日英/日韓プライマリ・ケア交換プログラム
韓国家庭医学会（Korean Academy of Family Medicine）


