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第 22 回日本プライマリ・ケア連合学会四国ブロック支部地方会 

第 29 回四国地域医学研究会 合同学術集会 

 
                                     大会長：美波町国民健康保険美波病院  本田 壮一 

 

 

◇◆◇ 開 催 の ご 案 内 ◇◆◇ 

 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、「第 22 回日本プライマリ・ケア連合学会四国地方会/第 29 回四国地域医学研究会 合同学術集

会」を、徳島県支部が開催の予定です。4 年前の第 18 回合同集会（山口治隆大会長）は、現地（徳島

市）で有意義に開催されましたが、はるか昔のように思います。なぜなら、COVID-19 パンデミックの

ため、20 回（愛媛県立中央病院）や 21 回（高知医療センター）とも、オンラインでの参加・発表とな

り、年一回の互いに顔を合わせ、近況報告できる機会がなかったからです。3 回の COVID-19 ワクチン

接種率は増加し、第 4回接種が計画されています。無症状・軽症がほとんどのオミクロン株患者は、徳

島市では 80 名ぐらいの発生が続いており、秋の感染状況は予測が困難です。そこで、準備委員会で相

談し、ハイブリッド形式（オンラインと会場参加の併用）で、下記の日程で開催予定としています。

会場は、18回集会で用いた徳島大学蔵本キャンパス内 藤井節郎記念医科学センターの 1階ホールです。

テーマを、「四国で学び、日本の未来に寄り添うプライマリ・ケア」としました。高齢化・人口減に対

峙し、来る南海トラフ地震・津波対策を行う四国四県のプライマリ・ケアを議論する場にと思います。 

 初日は一般演題（口演発表）。5〜6 頁の案内に沿ってご応募をよろしくお願いいたします。そして私

の「徳島県南部でのプライマリ・ケアの実践」（大会長講演）の後、シンポジウム「頻発する災害とプ

ライマリ・ケア～地震・津波、COVID-19、そして～」を行います。救急医療や、津波災害、COVID-19、

ランサムウェア被害について、4 名の会員から、徳島県内での実践や課題について発表していただく予

定です。その後には支部総会が行われます。飲食を伴う懇親会の開催は困難で、今回はウェブを用い

た意見交換会を準備しています。奮ってご参加ください。 

 2 日目の最初は、例年通りポートフォリオ発表会を開催します。その後、一般演題。次に、教育講演

を行います。演者は、島根大学医学部附属病院総合診療医センターの白石吉彦先生。題目は、「徳島か

ら隠岐へ、そして総合診療医育成の道へ」。1992 年に自治医大を卒業し、徳島で医師としての道を歩み

始めた白石先生は、DOCTOR’S MAGAZINE No.266(2022 年 3月号)に紹介されました。徳島で、吉田修先

生と TICO（徳島で国際協力を考える会）の活動をし、日野谷診療所で濱田邦美先生に地域包括ケアの

実践、総合診療医としてのやりがいを学んだことが、端緒とのことです。お話上手であり、四国から

全国に活動を展開されているプライマリ・ケア医の一人として興味深いお話をいただけると思います。 

多数の皆さまのご参加ご応募を準備委員会一同、心よりお待ち申し上げております。 

記 

１．開催日程 

   2022（令和 4）年 11月 19日（土）13:00〜19:20 

   2022（令和 4）年 11月 20日（日） 8:30〜12:55 

２. 会場（オンラインと併用） 

     徳島県医師会館 （会場が変更になりました） 

〒770-8565 徳島県徳島市幸町 3丁目 61番地 

URL: https://www.tokushima.med.or.jp/outline/access 
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会場へのアクセス 

 

 
 

 

 

 

■ 車での来場 

 

○ 徳島自動車道  

徳島インターチェンジより 11分 

 

○ 高松自動車道  

板野インターチェンジより 30分 

 

 

■ JR徳島駅から徒歩 11分 

 

■ 路線バスを利用 

徳島市営バス・徳島バス 

徳島駅前から乗車し、「中央郵便局前・徳

島市役所北」で下車(2分)。徒歩 5分。 

 

 

 

 

 

バス停「中央郵便局

前・徳島市役所北」 
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３. プログラム（予定） 
 

【第 1日目】11月 19日（土） 

時間 演目 

13:00～13:20 四国地域医学研究会総会 

13:30 受付、ログイン開始 

14:00～14:10 開会式 

14:10～15:40 一般演題（その 1） 

15:45～15:55 日本プライマリ・ケア連合学会 理事長挨拶  

  北海道家庭医療学センター 理事長 草場鉄周 

15:55～16:45 大会長講演 

  美波町国民健康保険美波病院：本田 壮一 

  「徳島県南部でのプライマリ・ケアの実践」 

16:50～18:30 シンポジウム 

「頻発する災害とプライマリ・ケア～地震・津波、COVID-19、そして～」 

18:40～19:20  四国ブロック支部総会 

19:30～  ☆Zoom を用いた交流会 

 

【第 2日目】11月 20日（日） 

時間 演目 

6:20 ～7:00 （★徳島中央公園：ラジオ体操・ファンラン） 

8:30 ～10:00 ポートフォリオ発表会 

10:00～11:40 一般演題（その２） 

11:40～12:40 教育講演 

  島根大学医学部附属病院総合診療医センター長 白石 吉彦  

  「徳島から隠岐へ、そして総合診療医育成の道へ」 

12:50～12:55 閉会式 

13:30～ （★旧徳島城表御殿庭園 散策） 

 

☆懇親会（19:30～） 

オンライン意見交換会を予定しています（担当：河南真吾副会長） 

開催方法や Zoomアドレスは後日お知らせします。 

★2 日目のファンラン、日本庭園散策（入園料 50円）は、オプションです。本田が同行します。 

4．会  費  

大会参加費  無料 

オンライン意見交換会 無料 

5．単  位  （申請予定） 

日本プライマリ・ケア連合学会認定医・家庭医療専門医更新のための生涯学習単位 

日本プライマリ・ケア連学学会認定薬剤師 認定単位 

新・家庭医療専門医制度における off the jobトレーニング単位 

日本医師会 生涯教育認定単位 

6．参加申し込み 

以下の Webサイトにある、参加申し込みフォームから申し込みをお願いします 

●地方会ウェブサイト 

    http://www.primary-care.or.jp/primarycare-shikoku/archive/index.html 

●参加・演題登録申し込みフォーム 

  https://forms.gle/xFX52SziZfUr7Nyd9 
 

参加申し込み締切： 10月 31日(月) 

http://www.primary-care.or.jp/primarycare-shikoku/archive/index.html
https://forms.gle/xFX52SziZfUr7Nyd9
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7．口演発表（一般演題）募集要項 

（1）内容 

プライマリ・ケアに関することであればエントリー可能です。 

 

（2）発表時間 

1 題あたり 9 分程度（発表 6 分、質疑応答 3 分）を考えていますが演題数により調整させていただ

くことがあります。 

 

（3）演題の採否については、事務局で検討の上決定いたします。 

 

（4）演題申込み 

演題名、所属、演者、共同演者、抄録内容(600 字程度)を作成の上、申し込みフォームより申請し

て下さい。    

地方会参加申し込みと共通の登録フォームとなります。先に地方会参加申込みを済ませてから後

日演題申請していただいて構いません。申し込み後に、内容の変更などが生じた場合は、事務局

までご連絡下さい。 

 https://forms.gle/xFX52SziZfUr7Nyd9 

 

 抄録締切 9月 30日（金）  

 

（5）発表形式 

一般演題は全てパソコンによるプレゼンテーションとします。 

現地で発表される方は、事務局が準備をしたパソコン（Windows10）を用いてご発表いただきます。

オンラインで発表される方は、ご自分のパソコンで画面共有するか、事務局が画面共有およびス

ライド操作をして、ご発表いただきます。COVID-19 感染流行状況などによっては、事前に発表動

画を作成していただき、事務局から再生・配信してその後質疑応答を行う形式に変更する可能性

もあります。 

 

（6）発表データについて 

Microsoft PowerPoint2003 以上で作成したデータに限り使用可能です。スライドの縦横比は 16:9

か 4:3のいずれかとして下さい。（現地発表会場の 1 階ホールのスクリーンは 16 : 9 の方がより望

ましいと思われます。）レイアウト崩れ防止のため、使用するフォントは游明朝、游ゴシック、

Arialを推奨します。 

データは事前に、「Dropbox ファイルリクエスト」を用いて収集いたします。下記 URL よりファイ

ルをお送りください。ファイル名は「一般演題_氏名」として下さい。  

 https://www.dropbox.com/request/TuLYFiKlh916Tyl6pCXw 

 

 発表スライド締切： 11 月 13日（日） 

 

（7）応募資格 

筆頭演者または共同演者が日本プライマリ・ケア連合学会会員または地域医療振興協会会員であ

ること。 

 

（8）日本プライマリ・ケア連合学会四国支部 論文集へのご投稿もあわせてお願い申し上げます。 

  

https://forms.gle/xFX52SziZfUr7Nyd9
https://www.dropbox.com/request/TuLYFiKlh916Tyl6pCXw
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8．ポートフォリオ発表会募集要項 

（1）内容 

次のいずれかの、専門研修プログラムに定められているポートフォリオ領域の中から 1つの領域を

選び、詳細事例発表およびディスカッションを行います。 

A）新・家庭医療専門研修プログラム（日本プライマリ・ケア連合学会） 

24領域 ：https://www.primary-care.or.jp/nintei_sk/case.html 

B）総合診療専門研修プログラム（日本専門医機構） 

7つの資質・能力 ：https://jbgm.org/menu/専門研修プログラム/ 

C）家庭医療専門研修プログラム（日本プライマリ・ケア連合学会） 

20領域 ：https://www.primary-care.or.jp/nintei_fp/pdf/rublic2022.pdf 

（2）発表時間 

1 題あたり 20 分（発表 10 分、ディスカッション 10 分）程度を予定していますが、演題数により

調整させていただきます。演題申し込み締め切り後に改めてお知らせいたします。 

 

（3）演題の採否については、事務局で検討の上決定いたします。 

 

（4）発表申込み 

申し込みフォームより申請して下さい。 

地方会参加申し込みと共通の登録フォームとなります。先に地方会参加申込みを済ませてから後

日演題申請していただいて構いません。申し込み後に、領域などの内容の変更などが生じた場合

は、事務局までご連絡下さい。 

 https://forms.gle/xFX52SziZfUr7Nyd9 

 登録締切：  9月 30日（金）10月 14日(金) 

        延長しました 

（5）発表形式 

ポートフォリオ発表はパソコンによるプレゼンテーションとします。 

現地で発表される方は、事務局が準備をしたパソコン（Windows10）を用いてご発表いただきます。

オンラインで発表される方は、ご自分のパソコンで画面共有するか、事務局が画面共有およびス

ライド操作をして、ご発表いただきます。 

 

（6）発表データについて 

Microsoft PowerPoint2003 以上で作成したデータに限り使用可能です。スライドの縦横比は 16:9

か 4:3のいずれかとして下さい。（現地発表会場の 1 階ホールのスクリーンは 16 : 9 の方がより望

ましいと思われます。）レイアウト崩れ防止のため、使用するフォントは游明朝、游ゴシック、

Arialを推奨します。 

データは「Dropbox ファイルリクエスト」を用いて事前に収集いたします。下記 URL よりファイル

をお送りください。ファイル名は「ポートフォリオ_氏名」として下さい。  

 https://www.dropbox.com/request/TuLYFiKlh916Tyl6pCXw 

 発表スライド締切： 11 月 13日（日） 

 

（7）応募資格 

家庭医療専門研修プログラム、新・家庭医療専門研修プログラム、総合診療専門研修プログラム

の専攻医が応募可能です。 

 

9．お問い合わせ先 
 

第 22回日本プライマリ・ケア連合学会四国地方会／第 29 回四国地域医学研究会 合同学術集会 事務局 

    徳島大学総合診療医学分野 / 徳島大学病院総合診療部  大倉佳宏 

〒770-8503 徳島市蔵本町 3丁目 18番地の 15 

     TEL  088-633-9656    FAX  088-633-9687    E-mail: pcshikoku2022@tokushima-u.ac.jp 

 

  地方会ホームページ： http://www.primary-care.or.jp/primarycare-shikoku/archive/index.html 

https://www.primary-care.or.jp/nintei_sk/case.html
https://jbgm.org/menu/%e5%b0%82%e9%96%80%e7%a0%94%e4%bf%ae%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/
https://jbgm.org/menu/%e5%b0%82%e9%96%80%e7%a0%94%e4%bf%ae%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/
https://jbgm.org/menu/%e5%b0%82%e9%96%80%e7%a0%94%e4%bf%ae%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%a0/
https://www.primary-care.or.jp/nintei_fp/pdf/rublic2022.pdf
https://forms.gle/xFX52SziZfUr7Nyd9
https://www.dropbox.com/request/TuLYFiKlh916Tyl6pCXw
mailto:pcshikoku2022@tokushima-u.ac.jp
http://www.primary-care.or.jp/primarycare-shikoku/archive/index.html

