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シンポジウム10� 　9：30－11：30　第1会場（浅草公会堂�2階�ホール）　

総合診療専門医制度から広がる多様な領域との連携（専門医制度運営会議企画）
座長：草場　鉄周（北海道家庭医療学センター） 
　　　藤沼　康樹（医療福祉生協連家庭医療学開発センター） 
企画責任者：草場　鉄周（北海道家庭医療学センター）

病院総合診療医に求められる役割と診療スキル
田妻　　進、内藤　俊夫（一般社団法人日本病院総合診療医学会）

日本在宅医学会の専門医制度と総合診療専門医
木下　朋雄（一般社団法人日本在宅医学会）

緩和医療専門医制度と総合診療専門医
山本　　亮（特定非営利活動法人　日本緩和医療学会）

総合診療と集中治療との連携でニーズに合った重症患者管理体制を構築する
福岡　敏雄（倉敷中央病院　総合診療科・救命救急センター）

輸血医療との連携
田中　朝志（一般社団法人日本輸血・細胞治療学会）

シンポジウム11� 　9：30－11：30　第2会場（浅草ビューホテル�4階�飛翔�I）　

ジェロントロジー（Gerontology）が切り開く新しい超高齢社会（実行委員会企画）
座長：飯島　勝矢（東京大学　高齢社会総合研究機構） 
企画責任者：飯島　勝矢（東京大学　高齢社会総合研究機構）

ジェロントロジー（総合老年学）から再考する超高齢社会：今何が求められているのか
飯島　勝矢（東京大学　高齢社会総合研究機構）

高齢期の社会貢献活動が健康増進に与えるインパクト
鈴木　宏幸（東京都健康長寿医療センター研究所　社会参加と地域保健研究チーム）

超高齢社会の処方箋としての「人」と「都市」の健康づくり	
-Smart	Wellness	City-

塚尾　晶子（株式会社つくばウエルネスリサーチ　健幸事業コンサルティング部）

郊外型戸建住宅団地再興モデルの構築に向けて
瓜坂　和昭（大和ハウス工業・ヒューマンケア事業推進部）

シンポジウム12� 　9：30－11：30　第3会場（浅草ビューホテル�4階�飛翔�II）　

「地域包括ケアとリハビリテーション」（地域包括ケア委員会企画）
座長：鈴木　　央（鈴木内科医院） 
　　　石川　　誠（初台リハビリテーション病院） 
企画責任者：鈴木　　央（鈴木内科医院）

在宅医療におけるリハビリテーション
鮫島　光博（在宅総合ケアセンター元浅草）

かかりつけ医との協働～訪問リハビリテーションの立場から～
齋藤　正美（日本訪問リハビリテーション協会）

大都市圏におけるリハビリテーション科専門医による在宅生活期リハビリテーションの実践
速水　　聰（山王リハビリ・クリニック）

地域包括ケアを支える地域リハと総合型地域スポーツクラブ
上村　伯人（上村医院）
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シンポジウム13� 　9：30－11：30　第7会場（浅草ビューホテル�3階�祥雲�Ⅲ）　

患者の行動変容支援に役立つエビデンスとその活用を支える体制づくり（実行委員会企画）
座長：中村　正和（公益社団法人　地域医療振興協会　ヘルスプロモーション研究センター） 
企画責任者：中村　正和（公益社団法人　地域医療振興協会　ヘルスプロモーション研究センター）

患者の食習慣はなぜ改善しないのか？	患者の意見から食事アセスメントの意義を理解する
佐々木　敏（東京大学大学院医学系研究科　公共健康医学専攻　疫学保健学講座　社会予防疫学分野）

アルコール代謝と健康障害に関する最新のエビデンス
横山　　顕（国立病院機構　久里浜医療センター）

患者の禁煙率向上につながるエビデンス
中村　正和（公益社団法人　地域医療振興協会　ヘルスプロモーション研究センター）

シンポジウム14� 　13：30－15：00　第2会場（浅草ビューホテル�4階�飛翔�I）　

総合診療専門医育成における地域医療教育関連講座の役割と展望　（全国地域医療教育協議会）（実行委
員会企画）
座長：前田　隆浩（長崎大学地域医療学） 
　　　前野　哲博（筑波大学地域医療教育学） 
企画責任者：前田　隆浩（長崎大学地域医療学） 
　　　　　　前野　哲博（ 筑波大学地域医療教育学）

行政の立場から見た制度の変遷と地域医療教育関連講座に期待すること
佐々木昌弘（文部科学省高等教育局医学教育課）

総合診療専門医育成と地域医療教育関連講座　--どう育てる総合診療専門医--
倉本　　秋（高知医療再生機構（日本専門医機構総合診療専門領域における専門医・研修委員会））

地域医療教育関連講座の役割
梶井　英治（自治医科大学地域医療学センター（全国地域医療教育協議会））

指定発言：田中　健一（名古屋大学医学部医学科（日本プライマリ・ケア連合学会学生・研修医部会））

　　　　　梁　　祐輔（金沢医科大学医学部医学科（日本プライマリ・ケア連合学会学生・研修医部会））

シンポジウム15� 　13：30－15：00　第3会場（浅草ビューホテル�4階�飛翔�II）　

みんなでつくろう地域ケアレシピ集・第2弾～実際のケアをシェアしよう～（地域ケア事例集作成企画）
座長：前沢　政次（京極町国民健康保険診療所ひまわりクリニックきょうごく） 
座長・コーディネーター：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） 
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/高浜町国保和田診療所）

診療所から手が届く地域への介入　はじめの第一歩
朝倉健太郎（医療法人健生会大福診療所）

小田原市の取り組み現在進行中～！
富田さつき（医療法人社団富田医院）

北海道幌加内町における任意接種ワクチンに対する公費全額助成の導入と医療者の啓発活動による接種率向上
坂西　雄太（佐賀大学医学部地域医療支援学講座）

地域の孤立死を防ごうプロジェクト　住民組織と病院職員との合同地域調査の計画と困難さを経験して
佐藤　健太（勤医協札幌病院）
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シンポジウム16� 　13：30－15：00　第4会場（浅草ビューホテル�4階�飛翔�III）　

支部活動の活性化と地域・社会への貢献（支部支援企画）
司会：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） 
企画責任者：外山　　学（益田診療所／支部支援委員会）

地域における地域住民を巻き込んだ学生・研修医教育を通して
川本　龍一（愛媛大学医学部地域医療学講座）

若手医師部会の取り組むクループロジェクト、特に「地域ごとコミュニティチーム」の活動について
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）

「地域支部」×「若手」
稲岡　雄太（医療生協家庭医療学レジデンシー・近畿）

シンポジウム17� 　15：30－17：00　第2会場（浅草ビューホテル�4階�飛翔�I）　

「住み慣れた浅草で最期まで安心して過ごす」を支援する 
～都心部における地域多職種連携の1モデルとして～（実行委員会企画）
座長：野中　　博（医療法人社団博腎会野中医院） 
　　　安達　昌子（医療法人社団博腎会野中医院／慶應義塾大学病院　緩和ケアセンター／NPO法人浅草かんわネットワーク研究会） 
司会：杉田　義博（台東区立台東病院） 
企画責任者：杉田　義博（台東区立台東病院）

在宅療養推進のための課題
～在宅療養支援窓口の視点から～

眞下美千代（台東区在宅療養支援窓口）

単身・生活困窮者の住まいと医療を包括的に考える地域ケア連携とは？
本田　　徹（浅草病院内科）

多職種連携を活用し、住み慣れた家でその人らしく生きることを支える訪問看護の役割
諏訪部高江（浅草医師会立訪問看護ステーション）

地域をむすぶ介護とケアマネジメント
立川萬里子（医療法人社団輝生会在宅総合ケアセンター元浅草　居宅介護支援事業所たいとう診療所）

病院と地域の多職種で作る顔の見える信頼関係	
～浅草かんわネットワーク研究会が発信する浅草モデル～

廣橋　　猛（浅草かんわネットワーク研究会、永寿総合病院）

シンポジウム18� 　15：30－17：00　第3会場（浅草ビューホテル�4階�飛翔�II）　

ポリファーマシー問題の解決実践のために―皆で考え　皆で始める　ポリファーマシー対策―（ポリファー
マシー問題に関するWG企画（生涯学習委員会、プライマリ・ケア薬剤師認定制度委員会と共同企画））
座長：望月　眞弓（慶應義塾大学薬学部／慶應義塾大学病院薬剤部） 
　　　宮田　靖志（愛知医科大学　医学教育センター） 
企画責任者：矢澤　一博（ポリファーマシー問題に関するワーキンググループ）

基調講演：ポリファーマシー問題解決のために
宮田　靖志（愛知医科大学　医学教育センター）

神戸大学医学部附属病院におけるポリファーマシー対策
平井みどり（神戸大学医学部附属病院薬剤部）

日本のポリファーマシー研究
徳田　安春（地域医療機能推進機構本部）

多職種チームで取り組むポリファーマシー外来
矢吹　　拓（国立病院機構　栃木医療センター　内科）

診療所ではじめるポリファーマシーへの介入と共存
北　　和也（医療法人やわらぎ会　やわらぎクリニック）
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シンポジウム19� 　15：30－17：00　第4会場（浅草ビューホテル�4階�飛翔�III）　

日本版TransHisプロジェクト　平成27年度結果報告会（ICPC委員会・専門医部会学術部門企画）
座長：大野　毎子（唐津市民病院きたはた） 
　　　山田　隆司（台東区立台東病院） 
企画責任者：髙栁　宏史（福島県立医科大学医学部　地域・家庭医療学講座）

ICPCの概略
藤田　伸輔（千葉大学予防医学センター）

日本版TransHisプロジェクト　実施概要
髙栁　宏史（福島県立医科大学医学部　地域・家庭医療学講座）

日本版Trans-Hisプロジェクト	紹介
宮澤　麻子（北茨城市民病院附属家庭医療センター）

日本版TransHisプロジェクト:	結果の概要
金子　　惇（日本医療福祉生協連家庭医療学開発センター（CFMD）　むさし小金井診療所／みなみうら生協診療所）

日本版TransHisプロジェクト：考察
大倉　佳宏（徳島健生病院）

日本版TransHisプロジェクト今後の展望
草場　鉄周（北海道家庭医療学センター）

シンポジウム20� 　15：30－17：00　第5会場（浅草ビューホテル�3階�祥雲�I）　

これから学会でプライマリ・ケア看護師をどう養成するか 
（プライマリ・ケア看護師養成プロジェクトチーム企画）
座長：松下　　明（社会医療法人清風会　岡山家庭医療センター　奈義ファミリークリニック） 
　　　北西　史直（トータルファミリーケア北西医院） 
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）

訪問看護におけるNPとして思うこと
樋口　秋緒（医療法人北晨会　恵み野病院　訪問看護室「はあと」）

日本プライマリ・ケア連合学会プライマリ・ケア看護師養成とプライマリ・ケア看護師に必要な知識と技術
森山美知子（広島大学大学院　医歯薬保健学研究院　成人看護開発学）

プライマリ・ケア看護師養成の今後の課題と方向性
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）

Asia�Pacific�Region�International�Symposium� 　9：30－11：30　第4会場（浅草ビューホテル�4階�飛翔�III）　

Importance of generalists in modern medical practice（国際関係委員会企画）
座長：Meng-Chih Lee（Taiwan Association of Family Medicine） 
　　　Nobutaro Ban（Japan Primary Care Association） 
企画責任者：Nobutaro Ban（Japan Primary Care Association）

Research	in	Family	Medicine	in	Taiwan	
Shinn-Jang Hwang（Chinese Taipei Association of Family Medicine）

Importance	of	Generalists	in	Modern	Medical	Practice
Somjit Prueksaritanond（General Practitioners/Family Physicians Association, Thailand）

Malaysian	Generalists	–	Dreams	,	Deeds		and	Difficulties
Mohammad Husni Haji Ahmad Jamal（Academy of Family Physicians of Malaysia）

Importance	of	generalists	in	modern	medical	practice:	making	the	Singapore	health	system	future	proof
Lee Kheng Hock（College of Family Physicians, Singapore）

Education	and	Training	Curriculum	for	Family	Medicine	in	Korea:	A	change	to	new	training	curriculum
Moon Jong Kim（Korean Academy of Family Medicine）

The	Role	of	General	Practitioners	in	University	Hospitals
Toshio Naito（Japan Primary Care Association）
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学会ジョイントプログラム1� 　9：30－11：30　第5会場（浅草ビューホテル�3階�祥雲�I）　

日本内科学会 1）総合診療医が知っておくべきリウマチ膠原病の診療 
2）虚血性心疾患における冠血行再建術適応　　　　　（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） 
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）

総合診療医が知っておくべきリウマチ膠原病の診療－リウマチ診療の進歩－
高林克日己（医療法人社団鼎会　三和病院）

虚血性心疾患における冠血行再建術適応－ガイドラインの変遷から考える－
宮崎　俊一（近畿大学医学部循環器内科）

学会ジョイントプログラム2� 　12：00－13：00　第5会場（浅草ビューホテル�3階�祥雲�I）　

日本産科婦人科学会　女性のヘルスケア　「思春期の性の現状と学校性教育」（実行委員会企画）
座長：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） 
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）

思春期の性の現状と学校性教育
種部　恭子（医療法人社団藤聖会　女性クリニックWe! TOYAMA）

学会ジョイントプログラム3� 　12：00－13：00　第6会場（浅草ビューホテル�3階�祥雲�Ⅱ）　

日本褥瘡学会「在宅褥瘡における多職種協働～皮膚科医の視点から」（実行委員会企画）
座長：梅屋　　崇（東京北医療センター総合診療科） 
企画責任者：袋　　秀平（ふくろ皮膚科クリニック）

在宅褥瘡における多職種協働
袋　　秀平（ふくろ皮膚科クリニック）

学会ジョイントプログラム4� 　13：30－14：30　第5会場（浅草ビューホテル�3階�祥雲�I）　

日本小児科学会「小児虐待が疑われる家族機能の評価」（実行委員会企画）
座長：宮本　朋幸（横須賀市立うわまち病院小児医療センター） 
企画責任者：宮本　朋幸（横須賀市立うわまち病院小児医療センター）

生きにくさを抱える現代家族に寄り添う　地域の第一線に立つ先生方へのメッセージ
鴇田　夏子（慶應義塾大学医学部小児科）

区民公開講座� 　13：30－15：30　第1会場（浅草公会堂�2階�ホール）　

地域を支える医師−総合診療医って、どんなお医者さん？−（実行委員会企画）
座長：藤原　直樹（練馬光が丘病院） 
企画責任者：山田　隆司（台東区立台東病院）

基 調 講 演：中村　伸一（おおい町国民健康保険名田庄診療所／自治医科大学地域医療学）

パネリスト：髙久　史麿（日本医学会）

　　　　　　迫田　朋子（NHK制作局文化・福祉番組部）

　　　　　　山田　隆司（台東区立台東病院）
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ワークショップ19� 　9：30－11：30　第9会場（台東区民会館�8階�第5会議室）　

明日からデキるDifficult Patientへの対応（実践編） 
～プライマリケアで良質な患者中心の医療を提供する～（公募企画）
企画責任者：鋪野　紀好（千葉大学大学院医学研究院　診断推論学／医学部附属病院　総合診療科）

鋪野　紀好（千葉大学大学院医学研究院　診断推論学／医学部附属病院　総合診療科）

生坂　政臣（千葉大学大学院医学研究院　診断推論学／医学部附属病院　総合診療科）

大平　善之（千葉大学大学院医学研究院　診断推論学／医学部附属病院　総合診療科）

上原　孝紀（千葉大学大学院医学研究院　診断推論学／医学部附属病院　総合診療科）

野田　和敬（千葉大学大学院医学研究院　診断推論学／医学部附属病院　総合診療科）

鈴木　慎吾（千葉大学大学院医学研究院　診断推論学／医学部附属病院　総合診療科）

近藤　　健（千葉大学大学院医学研究院　診断推論学／医学部附属病院　総合診療科）

池上亜希子（千葉大学大学院医学研究院　診断推論学／医学部附属病院　総合診療科）

廣田　悠祐（千葉大学大学院医学研究院　診断推論学／医学部附属病院　総合診療科）

伊藤　彰一（千葉大学医学部　医学教育研究室）

ワークショップ20� 　9：30－11：30　第10会場（台東区民会館�8階�第3会議室）　

教科書には載っていない乳児健診の極意続編　−　経過観察で診るべきポイント（公募企画）
企画責任者：土田　知也（川崎市立多摩病院　総合診療内科）

土田　知也（川崎市立多摩病院　総合診療内科）

宮本　雄策（川崎市立多摩病院　小児科）

小島　隆浩（川崎市立多摩病院　小児科）

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）

町野　亜古（川崎市立多摩病院小児科）

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）

ワークショップ21� 　9：30－11：30　第11会場（台東区民会館�8階�第4会議室）　

プライマリケアで身近な利益相反の事例（COI委員会企画）
企画責任者：箕輪　良行（JCHO東京高輪病院　総合診療研修顧問）

箕輪　良行（JCHO東京高輪病院　総合診療研修顧問）

宮田　靖志（愛知医科大学　医学教育センター）

水野　　融（岡田医院）

和座　一弘（和座クリニック）

小宮　英美（日本放送協会　国際放送局）

ワークショップ22� 　9：30－11：30　第12会場（台東区民会館�9階�ホール（1））　

診療ガイドラインを批判的吟味する（公募企画）
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）

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）

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）

矢吹　　拓（国立病院機構　栃木医療センター　内科）
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ワークショップ23� 　9：30－11：30　第13会場（台東区民会館�9階�ホール（2））　

プライマリ・ケアエコー使いまくりセミナー　～The 整形内科（肩こり・腰痛編）～（公募企画）
企画責任者：白石　吉彦（隠岐広域連合立隠岐島前病院）

古屋　　聡（山梨市立牧丘病院）

白石　吉彦（隠岐広域連合立隠岐島前病院）

小林　　只（弘前大学医学部附属病院　総合診療部）

木村　裕明（木村ペインクリニック）

白石　裕子（隠岐広域連合立隠岐島前病院）

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）

遠藤　健史（公立邑智病院）

吉村　亮次（日本超音波鍼灸協会）

銭田　良博（株式会社ゼニタ　銭田治療院千種駅前（鍼灸・理学療法士））

松崎　正史（ソニックジャパン）

ワークショップ24� 　9：30－11：30　第14会場（台東区民会館�9階�特別会議室（大））　

そのプログラムに魂を入れる（プログラム運営・FD委員会企画）
企画責任者：横谷　省治（筑波大学医学医療系　北茨城地域医療教育ステーション）

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）

大島　民旗（淀川勤労者厚生協会西淀病院、大阪家庭医療センター）

臺野　　巧（北海道勤医協総合診療・家庭医療・医学教育センター、勤医協中央病院総合診療センター）

鄭　　東孝（国立病院機構東京医療センター総合内科）

日比野将也（藤田保健衛生大学救急総合内科）

森永　太輔（つむぎファミリークリニック）

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）

ワークショップ25� 　13：30－15：00　第8会場（台東区民会館�8階�第2会議室）　

Capstone project 研究・質改善・教育カリキュラム作成の能力開発　（OHSU専攻医） 
（実行委員会企画）
企画責任者：玉井　杏奈（台東区立台東病院）

小坂鎮太郎（練馬光が丘病院　総合診療科）

Jason Kroening-Roche（Oregon Health and Science University）

Anthony Cheng（Oregon Health and Science University）

Carl Rasmussen（Oregon Health and Science University）

玉井　杏奈（台東区立台東病院）

ワークショップ26� 　13：30－15：00　第9会場（台東区民会館�8階�第5会議室）　

総ざらい！女性診療・プライマリケア編（公募企画）
企画責任者：水谷　佳敬（さんむ医療センター産婦人科／亀田ファミリークリニック館山）

水谷　佳敬（さんむ医療センター産婦人科／亀田ファミリークリニック館山）

松村　　伸（亀田ファミリークリニック館山）

吉澤　瑛子（亀田ファミリークリニック館山）

田島　明野（亀田ファミリークリニック館山）

高村　一紘（宮崎県立宮崎病院産婦人科）

宮坂麻由子（恵寿総合病院　家庭医療科）
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ワークショップ27� 　13：30－15：00　第10会場（台東区民会館�8階�第3会議室）　

ゲームで学ぶ、在宅医療における感染予防対策（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）

松田　俊之（独立行政法人労働者健康安全機構　釧路労災病院）

岸本　桂子（北海道薬科大学　薬事管理学分野）

福島　紀子（慶應義塾大学）

川村ひとみ（独立行政法人労働者健康福祉機構　東京労災病院　薬剤部）

ワークショップ28� 　13：30－15：00　第11会場（台東区民会館�8階�第4会議室）　

CASPワークショップ　～臨床研究を用いた医療の意思決定を多職種で学ぼう～（公募企画）
企画責任者：高垣　伸匡（千春会病院）

高垣　伸匡（千春会病院）

辻　　教子（京都大学SPH）

鈴木　渉太（神戸大学医学部附属病院薬剤部）

酒井　麻衣（神戸市立医療センター西市民病院薬剤部）

桑原　秀徳（医療法人せのがわ　瀬野川病院）

片山　皓太（水戸協同病院総合診療科）

小嶌　祐介（丸太町病院総合診療科）

森川　　暢（東京城東病院　総合内科）

田丸　蓉子（株式会社ファーマシィ井原セントレ薬局）

清水　　忠（兵庫医療大学薬学部医療薬学科）

上田　昌宏（兵庫医科大学病院薬剤部）

大森　志保（兵庫医療大学薬学部医療薬学科）

豊山　美琴（関西労災病院）

藤澤　　有（大阪薬科大学）

ワークショップ29� 　13：30－15：00　第12会場（台東区民会館�9階�ホール（1））　

腰痛患者のウソ？ホント？【エビデンスに基づく知識と明日から使えるアプローチ】（公募企画）
企画責任者：齋藤　　雄（台東区立台東病院　リハビリテーション室）

楠本　直紀（台東区立台東病院　リハビリテーション室）

野本　潤矢（台東区立台東病院　リハビリテーション室）

加藤　淳平（台東区立台東病院　リハビリテーション室）

山内英梨子（医療法人社団　博翔会　五香病院　リハビリテーション科）

ワークショップ30� 　13：30－15：00　第13会場（台東区民会館�9階�ホール（2））　

1人1台ポケットエコーはスマホの如く 
～Pocket-echo life support（PELS）教育コースの開催～（公募企画）
企画責任者：小林　　只（弘前大学医学部附属病院　総合診療部）

小林　　只（弘前大学医学部附属病院　総合診療部）

山口　睦弘（ヘルスケア人材育成協会）

古屋　　聡（山梨市立牧丘病院）

紅谷　浩之（オレンジホームケアクリニック）

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」）

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）

平野　貴大（国民健康保険大間病院）

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）
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ワークショップ31� 　13：30－15：00　第14会場（台東区民会館�9階�特別会議室（大））　

患者経験にもとづくプライマリ・ケア質改善  ～JPCATを使ってみよう～（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）

青木　拓也（京都大学大学院医学研究科　医療疫学分野）

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）

喜瀬　守人（医療福祉生協連家庭医療学開発センター（CFMD））

岡田　唯男（鉄蕉会　亀田ファミリークリニック館山）

福井慶太郎（まどかファミリークリニック）

西村　真紀（高知大学家庭医療学講座）

松村　真司（松村医院）

大平　善之（千葉大学医学部附属病院総合診療科）

ワークショップ32� 　15：30－17：00　第8会場（台東区民会館�8階�第2会議室）　

サルコペニアとリハビリテーション栄養 
−高齢化社会におけるプライマリケアスタッフが果たす障害予防−（公募企画）
企画責任者：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）

ワークショップ33� 　15：30－17：00　第9会場（台東区民会館�8階�第5会議室）　

目指そうPCOGプロバイダー：BLSOアドバンスセミナー（実行委員会企画）
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）

新井　隆成（恵寿総合病院　家族みんなの医療センター）

加藤　一朗（隠岐病院）

高村　一紘（宮崎県立宮崎病院産婦人科）

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）

ワークショップ34� 　15：30－17：00　第10会場（台東区民会館�8階�第3会議室）　

地域包括ケアにおける総合診療専門医のコンピテンシーとは？を考えつくす（公募企画）
企画責任者：松井　善典（浅井東診療所／北海道家庭医療学センター）

藤沼　康樹（医療福祉生協連家庭医療学開発センター）

筒井　孝子（兵庫県立大学大学院経営研究科）

向原　　圭（久留米大学医療センター総合診療科）

井口真紀子（医療法人社団鉄祐会　祐ホームクリニック）

山本　　祐（自治医科大学地域医療学センター総合診療部門）

川口　篤也（函館稜北病院　内科・総合診療科）

澤　　憲明（英国・スチュアートロード診療所）

鈴木佳奈子（4UrSMILE/家庭支援協会）

北村　　大（三重大学医学部附属病院・総合診療科）

松井　善典（浅井東診療所／北海道家庭医療学センター）
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ワークショップ35� 　15：30－17：00　第12会場（台東区民会館�9階�ホール（1））　

もう一つの診断推論の話をしよう  ―診断エラーの視点から−（公募企画）
企画責任者：高田　俊彦（福島県立医科大学白河総合診療アカデミー）

高田　俊彦（福島県立医科大学白河総合診療アカデミー）

東　　光久（福島県立医科大学白河総合診療アカデミー）

宮下　　淳（福島県立医科大学白河総合診療アカデミー）

林　　理生（福島県立医科大学白河総合診療アカデミー）

佐々木　彰（福島県立医科大学臨床研究イノベーションセンター）

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）

長沼　　透（福島県立医科大学臨床研究イノベーションセンター）

ワークショップ36� 　15：30－17：00　第13会場（台東区民会館�9階�ホール（2））　

救急超音波講習会（公募企画）
企画責任者：児玉　貴光（愛知医科大学　災害医療研究センター／愛知医科大学病院　医療安全管理室）

児玉　貴光（愛知医科大学　災害医療研究センター／愛知医科大学病院　医療安全管理室）

太田　智行（東京慈恵会医科大学附属病院　放射線科）

川本　英嗣（三重大学医学部附属病院　救命救急センター）

ワークショップ37� 　15：30－17：00　第14会場（台東区民会館�9階�特別会議室（大））　

webで診断！ ～明日から使えるweb診断ツールの活用法～（公募企画）
企画責任者：上原　孝紀（千葉大学医学部附属病院総合診療科）

上原　孝紀（千葉大学医学部附属病院総合診療科）

大平　善之（千葉大学医学部附属病院総合診療科）

野田　和敬（千葉大学医学部附属病院総合診療科）

鈴木　慎吾（千葉大学医学部附属病院総合診療科）

鋪野　紀好（千葉大学医学部附属病院総合診療科）

近藤　　健（千葉大学医学部附属病院総合診療科）

梶原　秀喜（千葉大学医学部附属病院総合診療科）

池上亜希子（千葉大学医学部附属病院総合診療科）

廣田　悠佑（千葉大学医学部附属病院総合診療科）

生坂　政臣（千葉大学医学部附属病院総合診療科）

インタレストグループ4� 　9：30－11：30　第8会場（台東区民会館�8階�第2会議室）　

Family Medicine Interest Group 交流会（実行委員会企画）
企画責任者：高橋麻衣子（台東区立台東病院）

平田まりの（自治医科大学医学部医学科）

吉川亜佐子（自治医科大学医学部医学科）

Meg Hayes（Department of Family Medicine, Oregon Health and Science University）

Rita Aulie（Oregon Health and Science University Family Medicine）

Leimomi Kanagusuku（University of Hawaii）

Jared Hara（University of Hawaii）
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インタレストグループ5� 　12：00－13：00　第9会場（台東区民会館�8階�第5会議室）　

プライマリ・ケアの質を高めるためのEBMの活用（公募企画）
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）

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）

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）

宮崎　　景（高茶屋診療所（三重家庭医療センター　高茶屋））

矢吹　　拓（国立病院機構　栃木医療センター　内科）

インタレストグループ6� 　12：00－13：00　第10会場（台東区民会館�8階�第3会議室）　

震災後5年経過した被災地をふりかえる（公募企画）
企画責任者：田中　淳一（東北大学病院　総合地域医療教育支援部）

田中　淳一（東北大学病院　総合地域医療教育支援部）

佐々木隆徳（みちのく総合診療医学センター）

齊藤　稔哲（気仙沼市立本吉病院）

遠藤　貴士（石巻市立病院　開成仮診療所）

インタレストグループ7� 　12：00－13：00　第11会場（台東区民会館�8階�第4会議室）　

女性の健康力向上（女性の健康力は地域、家庭、職域、学校を通じて社会全体で総合的に支援する） 
（公募企画）
企画責任者：宮原富士子（NPO法人HAP）

宮原富士子（NPO法人HAP）

麻生　武志（NPO法人HAP）

野崎　雅裕（野崎ウイメンズクリニック、NPO法人HAP）

西澤　文恵（NPO法人HAP、NPO法人浅草かんわネットワーク研究会）

倉持　雅代（NPO法人HAP、NPO法人浅草かんわネットワーク研究会）

インタレストグループ8� 　12：00－13：00　第12会場（台東区民会館�9階�ホール（1））　

プライマリ・ケアの6つのコアコンピテンシーからタバコフリーへ導くアプローチ 
～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　地域医療学分野）

加藤　正隆（かとうクリニック）

高野　義久（たかの呼吸器科内科クリニック）

野村　英樹（金沢大学付属病院　総合診療部）

村山　勝志（むらやま薬局）

御前　秀和（名張市立病院　総合診療科）

堤　　円香（医療法人社団　澄乃会　向日葵ホームクリニック）

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）
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インタレストグループ9� 　12：00－13：00　第13会場（台東区民会館�9階�ホール（2））　

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10� 　12：00－13：00　第14会場（台東区民会館�9階�特別会議室（大））　

究極の女子会！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）

白石　裕子（隠岐広域連合立隠岐島前病院）

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　地域医療支援センター）

日高美佐恵（飯南町立飯南病院）

吉田奈緒美（静岡県立こども病院）

倉澤　美和（西吾妻福祉病院）

牧野　伸子（自治医科大学地域医療学センター公衆衛生学部門）

PCAT報告会� 　10：00～11：30　第15会場（東京都立産業貿易センター台東館�7階�展示室）　

PCAT2016 ～熊本地震 支援活動報告～
座長：松田　　諭（北海道家庭医療学センター 栄町ファミリークリニック） 
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）

北村　　大（三重大学医学部附属病院・総合診療科）

谷口　純一（熊本大学医学部附属病院　地域医療支援センター／救急・総合診療部）

原田奈穂子（東北大学大学院医学系研究科地域ケアシステム看護学講座）

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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一般演題（口演）5　高齢者ケア� 　9：30－11：30　第6会場（浅草ビューホテル�3階�祥雲Ⅱ）　

座長：西村　真紀（高知大学　家庭医療学講座） 
　　　雨森　正記（弓削メディカルクリニック）

O-040	 高齢肺炎患者における食形態低下の予測因子に関する検討
片山加奈子（市立福知山市民病院　総合内科）

O-041	 臥床時に下顎が落ちて容易に動く高齢者は摂食可能な食形態が限定される
和田　幹生（市立福知山市民病院大江分院　地域医療研修センター）

O-042	 希望する療養場所と実際の療養場所の一致が患者のquality	of	life、遺族の悲嘆・抑うつへ与える影響
首藤真理子（わたクリニック、JHOPE3研究グループ）

O-043	 処方薬と自動車運転1　総合病院内科外来における運転禁止薬の処方状況
伊藤　史織（豊川市民病院臨床研修センター）

O-044	 処方薬と自動車運転2　添付文書における運転に関する注意内容の国際比較
羽部　　匠（豊川市民病院臨床研修センター）

O-045	 全国介護給付費実態調査を用いた訪問診療と併用される介護サービスの記述研究
阿部　計大（東京大学大学院医学系研究科　公衆衛生学、筑波大学医学医療系　ヘルスサービスリサーチ分野）

O-046	 訪問診療患者において在宅死に影響を与える因子の検討
稲葉加奈子（東京女子医科大学病院　総合診療科）

O-047	 高齢者における末梢神経障害診断とその危険因子
佐々木秀行（和歌山県立医科大学）

O-048	 誤嚥性肺炎の短期予後、およびそれに関連する因子の検討
若林　崇雄（JCHO札幌北辰病院　APSGJ；Adult Pneumonia Study Group-Japan）

O-049	 TOP-Qは認知症screeningと介護度の予見を容易にする：東京都大田区三医師会による2105名の健診解析
工藤　千秋（くどうちあき脳神経外科クリニック）

O-050	 変形性膝関節症に対する従来型装具と中央継手付両側支柱膝硬性装具の有効性に関する無作為化比較対照試験
吉本　清巳（奈良県立医科大学　総合医療学）

O-051	 Mouth	breathingと慢性中耳炎、甲状腺疾患との関連
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）

一般演題（口演）6　慢性期ケア� 　13：30－15：00　第6会場（浅草ビューホテル�3階�祥雲Ⅱ）　

座長：鶴岡　優子（つるかめ診療所） 
　　　小林　直子（富山大学附属病院　とやま総合診療イノベーションセンター）

O-052	 口腔灼熱感・痛み・味覚異常に漢方治療が有効であった1症例
小原　洋昭（福井勝山総合病院麻酔科）

O-053	 地域包括ケア病棟における自宅退院予測因子の検討
前田　圭介（玉名地域保健医療センター　摂食嚥下栄養療法科）

O-054	 糖尿病の足病変におけるセルフケア指導の効果の検討
山崎　由梨（厚生中央病院）

O-055	 糖尿病患者における、認知症スクリーニングとしての『動物テスト』の有用性と妥当性
衣畑　成紀（市立藤井寺市民病院　内科、大阪市立大学　総合診療センター／総合医学教育学）

O-056	 新規貼付剤エスフルルビプロフェンテープ（SFPP）の変形性関節症（OA）に対する長期使用時の有効性・
安全性
八田羽幾子（大正製薬株式会社　医薬開発本部）

O-057	 エコーガイド下筋膜リリースにより症状・可動域の改善を認めた凍結肩の一例
黒谷　一志（島根県立中央病院）

O-058	 40歳以下2型糖尿病患者の臨床像に関する多施設調査-主観的健康感と関連する要因の検討-
莇　也寸志（石川勤労者医療協会城北病院内科）

O-059	 演題取り下げ

O-060	 訪問看護と訪問介護サービスにおける管理栄養士の役割
竹内　洋子（社会福祉法人　世田谷区社会福祉事業団）

一般演題（口演）　６月12日（日）　
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O-061	 高齢脳卒中患者への包括的栄養アプローチと機能回復との関連性
熊谷　直子（横浜市立脳卒中・神経脊椎センター）

一般演題（口演）7　多職種連携� 　13：30－15：00　第7会場（浅草ビューホテル�3階�祥雲Ⅲ）　

座長：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） 
　　　竹村　洋典（三重大学大学院医学系研究科家庭医療学）

O-062	 非医療者（デザイナー）が地域医療連携事業を通して受けた心理的影響に関する質的研究
朴　　大昊（鳥取大学医学部地域医療学講座）

O-063	 多職種による家庭医療コンピテンシー作成ワークショップの取り組み
寺田　　豊（勤医協家庭医療センター黒松内診療所）

O-064	 地域医療を担うリーダーに求められるコンピテンシー（能力）に	関する探索的研究
貝沼茂三郎（九州大学大学院医学研究院地域医療教育ユニット）

O-065	 薬剤師が問診補助ツールを用いて診察前に病歴を聴取することで医師の診察時間を短縮できるか？
松下　　綾（筑波大学大学院人間総合科学研究科地域医療教育学）

O-066	 調剤薬局における薬剤師と栄養士の協働についての活動報告
中島　美紀（キムラ薬局）

O-067	 コンセンサスメソッドによる主治医と産業医が連携する疾患の開発
北村　　大（三重大学医学部附属病院・総合診療科）

O-068	 多職種連携教育（IPE）における検討事例と各専門職に対する理解度との関連について
小浦　友行（富山大学医学部　富山プライマリ・ケア講座）

O-069	 多職種で行う患者中心の医療のための見え検マップを活用したカンファレンス手法とその効果
八森　　淳（メディコラボ研究所、伊東市民病院）

O-070	 薬剤師が中心となった多職種協働によるポリファーマシーに対する取り組みと現状調査
宮川　哲也（上越地域医療センター病院薬剤科）

O-071	 多職種連携による医療職体験イベントをとおして地域医療を担う人材を育成する
高橋　春光（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講座）

一般演題（口演）8　卒前・卒後・専門医教育
� 　15：30－17：00　第6会場（浅草ビューホテル�3階�祥雲Ⅱ）　

座長：石川　鎮清（自治医科大学　医学教育センター） 
　　　阿波谷敏英（高知大学医学部　家庭医療学講座）

O-072	 演題取り下げ

O-073	 医学生における将来の専攻科として総合診療科選択の背景に関する調査
川本　龍一（愛媛大学大学院医学系研究科地域医療学講座）

O-074	 地域医療研修における初期臨床研修医の経験学習モデルにそった学びの分析
田中　公孝（日本医療生活協同組合連合会　家庭医療学開発センター、東京西部保健生活協同組合　上井草診療所）

O-075	 初期研修医の行う学習会に医学部低学年生はどう呼応するか
水本　潤希（愛媛生協病院）

O-076	 病院勤務の臓器・領域の専門医資格を有す内科系医師が志向する「総合診療医」へ転向する際の研修内容の
探索
新森加奈子（北里大学医学部　総合診療医学・地域総合医療学、北里大学東病院　在宅・緩和支援センター）

O-077	 病院勤務の臓器・領域の専門医資格を有す内科系医師が「総合診療医」へ転向を志向する促進・抑制要因の
探索
木村　琢磨（北里大学医学部　総合診療医学・地域総合医療学、北里大学東病院　在宅・緩和支援センター）

O-078	 家庭医療後期研修プログラムの研修における回復期リハビリテーション病棟研修の可能性について
吉田　祐一（地方独立行政法人　さんむ医療センター）



� The 7th Annual Conference of Japan Primary Care Association

一
般
演
題
（
口
演
）　
６
月
12
日
（
日
）　

O-079	 医学科・看護科学生による共同実習は、多職種連携コンピテンシー獲得に有用か？	
～ポートフォリオ評価から～
近藤　　諭（三重大学医学部附属病院総合診療科）

O-080	 へき地勤務を義務とする医師の卒後のキャリアを考える		
～総合診療専門医に期待する山口県の取り組み～
原田　昌範（山口県立総合医療センター）

O-081	 地域基盤型・協働型臨床実習（CBCCC）が	学生の多職種連携への理解度へ及ぼす影響（中間報告）
後藤　道子（三重大学大学院医学系研究科地域医療学講座）

一般演題（口演）9　医療経営・診療の質改善
� 　15：30－17：00　第7会場（浅草ビューホテル�3階�祥雲Ⅲ）　

座長：溝岡　雅文（広島大学　総合内科・総合診療科） 
　　　矢島　恭一（医療法人宏友会　上田診療所）

O-082	 継続性から把握し得た稀な疾患　－hidden	needs	below	the	usual
小松　真成（鹿児島生協病院）

O-083	 経済的理由による受診抑制に関する医師の認識と診療上の対応	―都内一般診療所への郵送調査から―
可知　悠子（日本医科大学衛生学公衆衛生学）

O-084	 都市部中小規模病院における病院家庭医による救急外来の高次医療機関への紹介患者の内訳と診療の実態
福留　恵子（東京ほくと医療生活協同組合　王子生協病院）

O-085	 入院患者における薬剤に関連するエラーの疫学と介入可能性に関する分析
野口　知洋（兵庫医科大学）

O-086	 総合診療・家庭医療の専攻医が取り組むM&Mカンファレンス　～診療の質改善と多職種連携～
小澤　廣記（諏訪中央病院）

O-087	 ドラッグストアにおける症状を訴える来局者への薬剤師の対応や意識についての実態調査
佐藤　卓也（筑波大学大学院　人間総合科学研究科　地域医療教育学）

O-088	 日常診療で隠れ低血糖を予防する	
―意識消失で入院し、ＣＧＭで無自覚性低血糖が確認できた１例からの検討―
丹村　敏則（愛知県厚生連　知多厚生病院）

O-089	 地域診療所におけるプライマリケアの質‐診療録調査の結果
小崎真規子（西陣健康会　堀川病院）

O-090	 家庭医療後期研修医は診療所の管理運営コンピテンシーを志向性や組織風土から限定的で状況依存的に獲得
する
森　　洋平（三重大学医学部附属病院総合診療科）

O-091	 テレビの医療情報に基づく患者の自己診断と受療行動の評価
太田　良雄（日立製作所多賀病院）



第7回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会

一
般
演
題
（
ポ
ス
タ
ー
）　
６
月
12
日
（
日
）　

一般演題（ポスター）5　総合診療専門医②
� 　9：50－10：40　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：鈴木　富雄（大阪医科大学地域総合医療科学寄附講座）

P-025	 病院総合医養成プログラム認定試行事業におけるサイトビジット報告
石丸　裕康（日本プライマリ・ケア連合学会　病院総合医委員会）

P-026	 家庭医療専攻医がポートフォリオ作成時に感じる困難と求める支援の実態調査
松本　真悟（大津ファミリークリニック、洛和会音羽病院　家庭医療科）

P-027	 初期研修ローテート中に複数の科で急性期から退院後まで関わることができた1例
合田　　建（佐久総合病院総合診療科）

P-028	 中国ブロック支部での指導医養成コースの実施（m-HANDS-FDF）
松坂　英樹（松坂内科医院／岡山家庭医療センター）

P-029	 富山小児初期診療コース（TOPコース）の開発とその効果
堀川慎二郎（富山県立中央病院救命救急センター）

P-030	 病院総合医養成プログラム認定試行事業に関するフィードバック結果と考察
濱口　杉大（日本プライマリ・ケア連合学会　病院総合医　委員会）

一般演題（ポスター）6　総合診療専門医③　卒前・学生教育④
� 　10：40－11：30　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：石丸　裕康（天理よろづ相談所病院総合診療教育部）

P-031	 後期研修医による「RATカリキュラム」の開発
稲葉　　崇（筑波大学総合診療グループ）

P-032	 福井式ジャーナルクラブの取り組み	――Review	article作成とプレゼンテーション能力の醸成――
宮田　　潤（福井大学医学部附属病院　総合診療部）

P-033	 遠隔型指導医養成フェローシップ（CFMD	LTF-distant）の活動報告	
～若手・中堅家庭医はどう成長すればよいか～
関口由希公（医療生協さいたま　さいわい診療所）

P-034	 兵庫県での「高校生と医学生のための地域医療体験実習」	
～高校・大学・地域協働型地域医療教育の可能性～
荘子　万能（大阪医科大学医学部医学科）

P-035	 学生企画による離島での地域医療セミナーの経験
荒木　晶帆（大分大学医学部医学科）

P-036	 大阪医科大学地域総合医療科学寄附講座の地域における意義と役割	
～「兵庫県」及び「高知県」での展開～
鈴木　富雄（大阪医科大学地域総合医療科学寄附講座）

一般演題（ポスター）11　地域医療②
� 　9：50－10：40　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：松下　雅英（高知大学医学部家庭医療学講座）

P-063	 「魚沼医療再編は地域医療をどう変えたか」その１	
～山間部地域病院の救急患者の変化～
井上　陽介（公益社団法人地域医療振興協会　湯沢町保健医療センター）

P-066	 「魚沼医療再編は地域医療をどう変えたか」その２　～診療所の立場から～
高橋　　毅（公益社団法人地域医療振興協会　今泉記念館ゆきあかり診療所）

P-061	 魚沼医療再編は地域医療をどう変えたか～病床機能分化における中規模市立病院の立ち位置とは～
大西　康史（南魚沼市民病院）

P-064	 「魚沼医療再編は地域医療をどう変えたか」				その4　～地域救急はどうかわったか～
布施　克也（魚沼市立小出病院）

一般演題（ポスター）　６月12日（日）　
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P-065	 「魚沼医療再編は地域医療をどう変えたか」		その５		～十日町診療圏～
齋藤　　悠（新潟県立十日町病院）

P-056	 「魚沼医療再編は地域をどう変えたか」～「地域包括ケアにおける機能分担と連携」診療所・在宅医の立場から
上村　伯人（上村医院）

一般演題（ポスター）12　プライマリ・ケアにおける疫学①
� 　10：40－11：30　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：大西　康史（南魚沼市民病院）

P-067	 細菌性眼内炎について
中田　円仁（那覇市立病院）

P-068	 原因不明の慢性腹痛として紹介された前皮神経絞扼症候群の1例
上月　友寛（神戸市立医療センター中央市民病院）

P-069	 時間外受診者における旅行者の割合
小林　聡史（西吾妻福祉病院）

P-070	 夜間救急専門クリニックを受診する患者を診察するための技能とは
木川　　英（川越救急クリニック）

P-071	 富山大学附属病院とやま総合診療イノベーションセンターでの「社会統計学」を活用した研究の取り組み
黒岩　祥太（富山大学附属病院とやま総合診療イノベーションセンター）

P-072	 高齢者におけるインフルエンザワクチン2回接種後の長期効果に関する検討
松下　雅英（高知大学医学部家庭医療学講座）

一般演題（ポスター）17　慢性期のケア③
� 　9：50－10：40　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：末永　拓郎（石巻市立病院　開成仮診療所）

P-097	 血栓性血小板減少性紫斑病患者の安定期にブラジルへの海外搬送を行い心理・社会的ケアを行った一例
桑野　公輔（東海大学医学部付属病院総合内科）

P-098	 円皮鍼と葛根湯併用による肩凝り鎮痛療法の研究
福本　一朗（長岡市小国診療所）

P-099	 自然消退した再発子宮体癌の一例
石井　　正（東北大学病院）

P-100	 耳鳴・めまいに対して心理社会的評価を行い、認知行動療法・漢方治療の併用が有効であった一例
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-101	 ADLの低下した水頭症シャント術後患者のケアにおける注意点
中嶋　浩二（牧野記念病院　脳神経外科）

P-102	 鍼灸をおもな題材とした統合医療セミナーの取り組み
沼田　健裕（東北大学病院　総合地域医療教育支援部、東北大学病院　漢方内科）

一般演題（ポスター）18　メンタルヘルス①
� 　10：40－11：30　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　誠史（市立恵那病院　内科）

P-103	 グリーフケア(悲嘆援助)に加味帰脾湯が有効であった１例
山川　淳一（金沢医科大学　総合内科学）

P-104	 精神科外来患者に対する「薬に頼らない治療」を目指す当科の取り組み
木本　慎二（獨協医科大学越谷病院こころの診療科）

P-105	 心理療法によってがんや心血管病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：	
第２報
永野　　純（九州大学基幹教育院）
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P-106	 心理的ワクチン：岩手県宮古市田老地区における東日本大震災での被災医療者が行った予防的メンタルケア
黒田　　仁（東北大学病院　総合地域医療教育支援部）

P-107	 東日本大震災	こころの問題についての活動報告
末永　拓郎（石巻市立病院　開成仮診療所）

P-108	 総合診療外来初診患者の不安・抑うつは長期経過後のQOLを低下させ得る(第一報)
島田　史生（千葉大学医学部附属病院総合診療部）

一般演題（ポスター）23　�緩和ケア②　在宅医療⑥
� 　9：50－10：40　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：岡田　　豊（つばさクリニック）

P-132	 北海道在住薬局薬剤師の在宅業務への意識および意欲に影響する要因に関する調査	研究
柳本ひとみ（北海道薬科大学　地域医療薬学分野）

P-133	 保険薬局における医療用麻薬の患者教育の現状と課題
渡邊　法男（愛知学院大学薬学部　臨床薬剤学）

P-134	 地方の一診療所で行ってきた癌患者家族サポート
赤荻　栄一（古河福祉の森診療所）

P-135	 スピリチュアルペインアセスメントのためのSpiPas簡易質問表の活用
小串　哲生（いまいホームケアクリニック）

P-136	 急性期医療から緩和医療へのギア・チェンジ、複数科受診が必要性な患者様を看取った経験
木下　喜光（社会医療法人　生長会　阪南市民病院）

P-137	 演題取り下げ

P-268	 筋力低下・筋萎縮を有する高齢者サルコペニア患者の背景に潜む多疾患合併の病態と過用症候群の合併
本永　英治（沖縄県立宮古病院）

＊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）24　在宅医療①
� 　10：40－11：30　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：赤荻　栄一（古河福祉の森診療所）

P-138	 在宅における陰圧閉鎖療法により褥瘡治癒促進と介護負担軽減が得られた一例
松林　洋志（医療法人明医研ハーモニークリニック）

P-139	 在宅化学療法中に発症し急激な経過を辿った胃癌脳転移の1例
大塚　恭寛（独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)船橋中央病院　総合診療・救急科）

P-140	 在宅での外用療法の実践～褥瘡チーム医療へまず１歩～
舛甚　路子（（株）あおもり健康企画　大野あけぼの薬局）

P-141	 当法人における終末期在宅療養症例と在宅症例数の動向
森口　達生（医療法人健康会　京都南病院）

P-142	 在宅における胃瘻交換を安全に行うための取り組み～合併症ゼロを目指して～
岡田　　豊（つばさクリニック）

P-143	 調剤薬局による電話を用いての服薬状況管理により、在宅患者の服薬コンプライアンスが向上した事例
宮本　啓悟（サエラ薬局）

一般演題（ポスター）29　急性期のケア①
� 　9：50－10：40　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：小佐見　光樹（朝来医療センター　内科）

P-168	 心臓聴診困難例の検討
井内　和幸（かみいち総合病院）
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P-169	 貧血を視診にて評価するための支援ツール作成の試み～皮膚・粘膜ヘモグロビンカラーチャートの作成
堀端　　謙（福岡大学病院総合診療部）

P-170	 急激な経過を辿った全結腸型壊死型虚血性大腸炎の1例
大塚　恭寛（独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)船橋中央病院　総合診療・救急科）

P-171	 胸水NT-pro-BNPが片側・滲出性胸水の診断に有用であった高齢男性の1例
山元　美季（佐賀大学医学部附属病院総合診療部）

P-172	 当院で経験した日本紅斑熱の症例検討
山崎　晃裕（市立伊勢総合病院　内科）

P-173	 咽頭痛を主訴に一般外来を受診した3症例
高橋　優二（春回会　井上病院）

一般演題（ポスター）30　急性期のケア②
� 　10：40－11：30　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：井内　和幸（かみいち総合病院）

P-174	 腰痛を主訴にNeisseria菌血症と腎梗塞と腎出血を来たし死亡した一例
樋口　裕介（福岡徳洲会病院）

P-175	 塵肺のフォローアップ中に発症した顕微鏡的多発血管炎の一例
西村　義人（岡山大学病院、赤穂中央病院）

P-176	 十全大補湯による偽性アルドステロン症により低K性ミオパチーを呈した1例ー本邦における文献レビュー
谷崎隆太郎（三重大学大学院伊賀地域医療学講座、名張市立病院）

P-177	 健常人に発症し、２ヶ月間、緊張型頭痛として治療されたクリプトコッカス髄膜炎の一例
川上　英孝（吹田徳洲会病院）

P-178	 インフルエンザを契機に発症したARDSの１例
橋本　恭史（国民健康保険　智頭病院）

P-179	 難治性肛門周囲膿瘍を契機に診断に至った急性白血病の1例
小佐見光樹（自治医科大学附属病院総合診療内科）

一般演題（ポスター）35　診断と検査①
� 　9：50－10：40　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：柳川　洋一（順天堂大学医学部附属静岡病院　救急診療科）

P-204	 自撮り画像から診断に至ったSuperior	Oblique	Myokymia	(SOM)の一例
得丸　幸夫（得丸医院）

P-205	 発熱、咳嗽を初期症状とした側頭動脈炎の一例
渡邊　　圭（市立池田病院）

P-206	 地域にはまだ知られていない疾患がある－57年ぶりの北海道における播種性糞線虫症例－
太田　　圭（小清水赤十字病院総合診療科）

P-207	 高血圧治療中、変形性手関節症を呈した末端肥大症の1例
小島　亜希（東京医科大学八王子医療センターリウマチ科）

P-208	 悪性関節リウマチによる多発性単神経炎と難治性潰瘍を当帰四逆加呉茱萸生姜湯で治療した一例
一瀬　直日（赤穂市民病院）

P-209	 ご存知ですか？ANCA関連血管炎性中耳炎
久田　祥雄（嬉野医療センター呼吸器内科　佐賀大学地域医療支援学講座総合内科部門）
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一般演題（ポスター）36　診断と検査②
� 　10：40－11：30　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：得丸　幸夫（得丸医院）

P-210	 胸部CT読影時は冠動脈石灰化に注目を		
～心臓CTによる石灰化スコアと虚血性心疾患との関連についての検討～
橋本　真悟（橋本医院）

P-211	 No	History	of	Malignancy,	No	Oncologic	Emergency	?
越後谷良介（倉敷中央病院　救命救急センター　救急科）

P-212	 咳による特発性肋間肺ヘルニアをきたしたステロイド依存性公害喘息の1例
斎木　好美（川崎生活協同組合　川崎協同病院　総合内科）

P-213	 早期診断により血管内外の水分シフトに対応できたSystemic	capillary	leak	syndromeの初回発作例
塩澤　良一（市立大町総合病院）

P-214	 非典型症状が主訴であった循環器系急性疾患
柳川　洋一（順天堂大学医学部附属静岡病院　救急診療科）

P-215	 ランダム皮膚生検で確診した血管内大細胞型B細胞リンパ腫の2例
福本　一夫（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）41　診断と検査⑦
� 　9：50－10：40　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：松原　英俊（医仁会武田総合病院　慢性疲労科）

P-240	 プライマリ・ケア医による過去画像の利用法：偶発所見を診療に活かす
上松　東宏（亀田ファミリークリニック館山　家庭医診療科）

P-241	 リンパ節腫大を愁訴とする患者における悪性疾患の診断に関連する因子
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）

P-242	 陰性T波がII,III,aVFだけに見られたら、下壁の虚血を含む心疾患が高率に存在する
牟田裕美子（筑波大学附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）

P-243	 Sharp	ST-T	angleの日常診療における意義
渡辺　重行（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）

P-244	 日常診療において見られる心電図Ｕ波異常の意義
大石　悠太（筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター・水戸協同病院　循環器内科）

P-245	 下腹部痛を主訴に施行されたCTの検討
朝日　公一（順天堂医学部附属静岡病院）

一般演題（ポスター）42　診断と検査⑧
� 　10：40－11：30　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：上松　東宏（亀田ファミリークリニック館山）

P-246	 日常診療における右側胸部誘導QRS異常(small	q、narrow	r、reversed	r)の意義
渡辺　重行（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）

P-247	 当院における結核診断の実態と、外来で診断された肺結核患者と入院後に診断された肺結核患者の特徴の検討
吉田絵理子（川崎生活協同組合　川崎協同病院　総合内科）

P-248	 難治性頻尿患者における、一般医家での診断、評価に関する検討
横山　昌平（一般財団法人　倉敷成人病センター）

P-249	 プロカルシトニンの発熱患者における有用性の検討	
	—プロカルシトニンに影響を与える因子は何か？—
芦谷　啓吾（埼玉医科大学病院）

P-250	 日常診療における肺早期腺癌発見の試み
岡　　　進（社会医療法人鹿児島愛心会笠利病院）
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P-251	 一般内科外来では脂質異常症治療薬による慢性腎障害は意外に高頻度に発生している　(＠_＠;)
松原　英俊（医仁会武田総合病院　慢性疲労科）

一般演題（ポスター）47　高齢者ケア③
� 　9：50－10：40　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：八幡　晋輔（神戸大学大学院医学研究科　医学教育学分野）

P-276	 イケてるカンファが施設看取りを増やす　～過疎地特養での取り組み～
東條　環樹（北広島町雄鹿原診療所）

P-277	 認知症スキルアップチャレンジ　-認知症ケア指導管理士・院内受験者65名全員合格への挑戦-
中井　秀一（医療法人明医研ハーモニークリニック）

P-278	 診療所における認知症診療の質改善の報告
津田　修治（菊川市家庭医療センター）

P-279	 介護老人福祉施設入所者において、2年以内の死亡に関連する因子は何か？
今永　光彦（国立病院機構東埼玉病院総合診療科）

P-280	 特別養護老人ホームにおける入居者の嚥下機能障害に関する実態調査
山口裕起子（諏訪中央病院）

P-281	 高齢入院患者の薬剤数増加に影響する要因
福島　　啓（西淀病院地域総合内科）

一般演題（ポスター）48　高齢者ケア④
� 　10：40－11：30　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：東條　環樹（北広島町雄鹿原診療所）

P-282	 高齢者ポリファーマシーにおける患者意識調査－多剤服用感と減薬期待感－
小濵　伸太（協和調剤薬局　本局）

P-283	 認知症高齢者自動車運転危険度の指標作成の試み　～危険行為スコア化による～
中島　孝之（中島医院）

P-284	 当院における高齢者心不全入院患者の特徴～	病態、NT-pro	BNP、院内予後およびその相互関連の検討～
中村　　歩（社会医療法人　春回会　井上病院　看護部）

P-285	 地域在住高齢者の診療科別通院頻度について
大西　丈二（三重大学地域包括ケア・老年医学）

P-286	 認知症診療に関するプライマリ・ケアに対する地域住民の期待
八幡　晋輔（神戸大学大学院医学研究科　地域医療支援学部門）

P-287	 直腸穿孔で死亡した神経性食思不振症の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）53　幼小児・思春期のケア①
� 　9：50－10：40　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：鶴田　真三（三重県立一志病院）

P-312	 小児急性無石性胆嚢炎の1例
林　　雅規（独立行政法人　地域医療機能推進機構　徳山中央病院）

P-313	 ワンデイバックでの産婦人科クリニック研修により可能になったwomen’s	health
齋藤　祥子（八戸市立市民病院）

P-314	 総合医が実践する地域の小規模多機能医療機関での発達支援
齊藤　稔哲（気仙沼市立本吉病院）

P-315	 学校現場とサポート団体の連携による「読み書き障害・困難児」の早期発見と早期介入ケアの取り組み
福田亜矢子（一般社団法人　はなみずき特別支援教育研究所）
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P-316	 １５歳、こんな性教育を受けたかった～保護者の聞き取り調査から中学校の性教育を考える～（中間報告）
森下真理子（京都大学大学院医学研究科　医学教育推進センター）

P-317	 総合診療専門研修におけるwomen’s	health研修の実態及び意識調査	
～プログラム、研修医、医学生への調査
宮崎　　景（高茶屋診療所（三重家庭医療センター　高茶屋）、三重大学家庭医療学プログラム）

一般演題（ポスター）54　性差医療①　幼小児・思春期のケア②
� 　10：40－11：30　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：齊藤　稔哲（気仙沼市立本吉病院）

P-318	 妊娠糖尿病、妊娠高血圧症候群の患者に対する母子手帳を用いたフォローアップの有効性
井上　博人（地域医療振興協会　六ヶ所村地域家庭医療センター）

P-319	 一過性高アルカリホスファターゼ血症の女児の一例
小屋松　淳（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　離島・へき地医療学講座、長崎県五島中央病院）

P-320	 佐賀県内の全公立中学2年生を対象にした性教育活動の実態と知識の変化についての検討
倉田　　毅（佐賀大学医学部地域医療支援学講座）

P-321	 家庭医による妊婦健診～赤穂市民病院での実践内容～
立花　祐毅（赤穂市民病院　内科）

P-322	 津市白山地域における発達支援ネットワークの活動
鶴田　真三（三重県立一志病院）

P-323	 東日本大震災後の千葉県の子どもの甲状腺検診の結果について	―医学生として検診に参加して―
竹田　佳世（島根大学医学部医学科）

一般演題（ポスター）59　診療の質改善⑤
� 　9：50－10：40　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：谷口　純一（熊本大学医学部附属病院　地域医療支援センター／救急・総合診療部）

P-348	 クリニックにおける薬剤師の処方関与ー継続性と責任性ー
八田　重雄（医療法人社団 家族の森  多摩ファミリークリニック）

P-349	 初期研修医の漢方教育に対する意識調査、東北大学病院と石巻赤十字病院の比較
高山　　真（東北大学病院 総合地域医療教育支援部・漢方内科）

P-350	 医学生の将来のワークライフバランスとキャリアデザインに関するアンケート調査
小浦　　詩（富山大学医学薬学教育部　生命・臨床医学専攻）

P-351	 大阪市立大学Post-CC	OSCEにおける学生評価に関する予備調査
幕内安弥子（大阪市立大学　総合医学教育学／総合診療センター）

P-352	 総合診療専門医はどのように医師として学び、アイデンティティを獲得したか？　第1報
春田　淳志（筑波大学附属病院　総合診療グループ）

P-353	 医師事務作業補助者における外来診療補助業務の現状
荒木　利卓（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）

一般演題（ポスター）60　診療の質改善⑥
� 　10：40－11：30　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：高山　　真（東北大学病院　総合地域医療教育支援部・漢方内科）

P-354	 へき地診療所で複数医師体制に移行し学んだこと
伊左次　悟（県北西部地域医療センター国保白川診療所）

P-355	 当院における総合診療科の経験　―開設と問題点について―
今西　　明（JA新潟厚生連　上越総合病院　総合診療科）

P-356	 診療所所長5年間の振りかえり　～後期研修終了後から現在に至るまでのチーム形成と質改善の試み～
遠井　敬大（埼玉医大総合医療センター　救急科）
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P-357	 継続性のある総合診療/地域医療に関する臨床研究の教育の構築（第１報）
谷口　純一（熊本大学医学部附属病院　救急・総合診療部／地域医療支援センター）

P-358	 医療チーム評価尺度を用いた、医療従事者向けチームコーチングプログラムの発展
藤井　健人（三重大学医学部医学科5年生）

P-359	 質的研究を用いた医療従事者向けチームコーチングプログラムの発展
彼末吉世子（三重大学医学部医学科）

一般演題（ポスター）65　卒後・生涯教育③
� 　9：50－10：40　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：杉野　敏之（大津赤十字志賀病院内科）

P-384	 地域の中核病院での救急初期対応能力を見据えた初期臨床研修
石原あやか（豊後大野市民病院）

P-385	 総合内科外来・救急部での初期研修医指導の評価～家庭医療医による初期研修医外来指導の試み～
金城謙太郎（森の里病院）

P-386	 日本プライマリ・ケア連合学会若手医師部会『クルー100人プロジェクト』活動報告
藤谷　直明（宮崎医院、大分大学医学部附属病院総合内科・総合診療科）

P-387	 ワークショップでわかった初期臨床医が思う地域医療研修への期待と不安
横田　修一（公益社団法人　地域医療振興協会）

P-388	 「実地医家のための会」JOY（女医）部として～それぞれの活動　能登編～
高藤　早苗（社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院）

P-389	 臨床推論系サークルの臨床教育への有効性についての検討
中井　　翼（鳥取大学医学部医学科）

一般演題（ポスター）66　多職種連携①
� 　10：40－11：30　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：高藤　早苗（社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院）

P-390	 地域プライマリ・ケアにおけるチーム医療	　-家庭医療と心身医療の連携-
西山　順滋（関西医科大学附属枚方病院総合診療科）

P-391	 非がんのターミナルは本当にターミナルなのか？　適切な嚥下機能評価が運命を左右する
原　　純一（きらり健康生活協同組合　上松川診療所）

P-392	 多職種の関わりが患者家族とのコミュニケーションを改善した、小児慢性疾患患者の成人移行期医療のケース
齋藤　祥子（八戸市立市民病院）

P-393	 実家サポートのない産後うつの女性に対し、地域リソースを活用し支援した症例
河南　真吾（亀田ファミリークリニック館山）

P-394	 施設看取りを支援するために病院スタッフができること～介護施設スタッフ意識調査からの考察～
土屋由紀子（社会医療法人健友会　上戸町病院）

P-395	 定期的な病棟看護スタッフへの教育の重要性について
杉野　敏之（大津赤十字志賀病院内科）

一般演題（ポスター）71　地域包括ケア①
� 　9：50－10：40　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：桐ケ谷大淳（宮崎大学医学部　地域医療・総合診療医学講座）

P-420	 地域資源を有効に活用することで在宅生活が維持できた2型糖尿病合併汎下垂体機能低下症の１例
山田　　豪（医療法人和光会　山田病院、社会福祉法人和光会　北方在宅クリニック）

P-421	 CHRONIC	CARE	MODELを適用し再入院までの期間を延長できた一例
西岡　大輔（東京勤労者医療会　東葛病院）
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P-422	 フローレンスガーデンハイツ（看護学生寮と併設した相談事業付きの高齢者住宅）を開始して
大瀬　律子（社会福祉法人太陽会　安房地域医療センター　作業療法士）

P-423	 地域で自分らしく最期まで生きるための第一歩「アドバンス・ケア・プランニング」啓発活動
剣持　る美（NPO法人あがつま医療アカデミー）

P-424	 高齢化社会地域医療における病院総合診療医の役割と活動の現状
久我　貴之（長門総合病院外科）

P-425	 ひとり暮らしのお年寄りを支える「幸せの黄色い旗」
小川　　信（国民健康保険　大和診療所）

一般演題（ポスター）72　地域包括ケア②
� 　10：40－11：30　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：大瀬　律子（社会福祉法人太陽会　安房地域医療センター　医療技術部　リハビリテーション室）

P-426	 東京慈恵会医科大学疫学研究会による茨城県常陸太田市に於ける健康調査と生活習慣改善の取り組み	
（第9報）
知野　俊文（東京慈恵会医科大学疫学研究会）

P-427	 医療に無関係の住民団体活動に医療監修として関わった事例から考察する医療従事者と地域住民の新しい関係
平野　貴大（国民健康保険大間病院）

P-428	 地域包括ケアを意識したミニ健康教室の取り組み
佐藤　幸子（JCHO群馬中央病院）

P-429	 家庭医療医による地域包括ケア・在宅医療拡充の試み	～神奈川県厚木市森の里病院～
金城謙太郎（森の里病院、亀田ファミリークリニック館山）

P-430	 都市部でのヘルシータウンづくりのための市民―医療従事者協働の会の立ち上げ
景山　晶子（明治学院大学大学院社会学研究科）

P-431	 医療・介護連携を目的とした居住系施設向け研修会～住み慣れた場所で最期まで過ごせる地域を目指して～
桐ケ谷大淳（宮崎大学医学部　地域医療・総合診療医学講座、日南市立中部病院　地域医療科）

一般演題（ポスター）77　予防医療・健康増進②
� 　9：50－10：40　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：藤井　麻耶（佐久総合病院）

P-456	 M地区高齢者の健康寿命延伸を目的とした重点課題項目の検討～保健師と栄養士による悉皆調査報告～
奥村　圭子（三重大学大学院医学系研究科生命医科学専攻地域医療学講座、津市健康福祉部健康づくり課委託管理栄養士）

P-457	 多世代関係と生きがいの関連についての研究－湯河原町住民調査より－
伴　英美子（慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科）

P-458	 活動報告：保健師の活動に医師が協働することの意義と展望
渡辺　史子（富山大学医学部　富山プライマリ・ケア講座）

P-459	 急性期病院における健康増進WS「AWA	cafe	project」３年目の報告　～急性期病院カフェのススメ～
日下　伸明（亀田総合病院）

P-460	 医療系学生による地域の健康課題を明らかにする地域診断の取り組み
守本　陽一（自治医科大学医学部医学科）

P-461	 青森県津軽地方における若年成人向けピロリ菌検診の受診率とその改善に向けて
珍田　大輔（弘前大学大学院医学研究科　消化器血液内科学講座）

一般演題（ポスター）78　離島・へき地医療　留学・海外交流
� 　10：40－11：30　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：渡辺　史子（富山大学医学部　富山プライマリ・ケア講座）

P-462	 東京都立広尾病院における島しょ医療研究会の歩み
小山　　茂（東京都立広尾病院　内視鏡科）
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P-463	 離島医療はプライマリケアそのものである～種子島における当院の取り組み～
田上　寛容（社会医療法人義順顕彰会種子島医療センター）

P-464	 離島中核病院に開設した家庭医療センターの取り組みを振り返る　	　～5万2千の島の人の健康を守る～
李　　　瑛（沖縄県立宮古病院　家庭医療センター）

P-465	 最新オーストラリアスポーツ医学の視察報告
小林　裕幸（筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター　水戸協同病院総合診療科）

P-466	 スウェーデンおよびデンマークの医療視察研修報告
村上　祐介（青森県立中央病院　総合診療部・救急部）

P-467	 佐久総合病院とフィリピン大学医学部レイテ分校の交流事業
藤井　麻耶（佐久総合病院総合診療科、国保川上村診療所）


