
プログラム
５月13日（土）



� 49

招待講演 15：00～16：30　第1会場（サンポートホール高松　３階　大ホール）

　　　座長：板東　　浩（きたじま田岡病院／徳島大学） 
　　　　　　伴　信太郎（愛知医科大学医学教育センター） 
企画責任者：阿波谷敏英（高知大学医学部家庭医療学講座） 
　　　　　　高村　昭輝（金沢医科大学　医学教育学）

General	Practice	−	a	primary	role	in	undergraduate	medical	education	in	Japan
Paul Worley（Dean of School of Medicine,Flinders University, Adelaide,Australia）

Creating	a	postgraduate	path	to	rural	generalist	practice
Lucie Walters（ Immediate past President Australian College of Rural and Remote Medicine Academic Coordinator of Medical 

Training, Flinders Rural Health South Australia Flinders University MBBS, DCH, DipRACOG, FACRRM, PhD）

理事長講演 13：50～14：00　第1会場（サンポートホール高松　３階　大ホール）

座長：阿波谷敏英（高知大学医学部家庭医療学講座）

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）

大会長講演 14：00～14：50　第1会場（サンポートホール高松　３階　大ホール）

総合診療が拓く未来～地域に新たな架け橋を～ 
座長：大原　昌樹（綾川町国民健康保険陶病院）

板東　　浩（きたじま田岡病院／徳島大学）

メインシンポジウム1 10：00～12：00　第1会場（サンポートホール高松　３階　大ホール）

南海トラフ地震に、プライマリ・ケアができること（実行委員会企画） 
　　　座長：木村　年秀（まんのう町国民健康保険造田歯科診療所） 
　　　　　　杉山　圭三（愛媛県立中央病院　総合診療科） 
企画責任者：杉山　圭三（愛媛県立中央病院　総合診療科） 
　　　　　　本田　壮一（美波町国民健康保険美波病院　内科）

東日本大震災後をふり返って　被災地女川からの報告
齋藤　　充（女川町地域医療センター）

災害における総合診療 /家庭医療の役割について
～東日本大震災と熊本地震での経験をもとに～

髙栁　宏史（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）

プライマリ・ケアの力が試される災害対策とは？
～ PCAT支援活動を通して学んだこと～

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）

大規模災害における口腔保健の重要性
足立　了平（神戸常磐大学短期大学部　口腔保健学科）

徳島県南部のフロントラインの病院より
本田　壮一（美波町国民健康保険美波病院　内科）

東日本大震災の教訓を南海トラフ地震へつなぐ
小松　洋文（高知県幡多福祉保健所）

プログラム　５月13日（土）
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シンポジウム1 8：45～10：15　第7会場（高松シンボルタワー　６階　国際会議場）

不適切な多剤処方・ポリファーマシーは「薬」の罪？�
（実行委員会企画（ポリファーマシーワーキンググループ合同企画）） 
　　　座長：野呂瀬崇彦（北海道薬科大学　薬学教育分野） 
　　　　　　西村　真紀（高知大学医学部家庭医療学講座） 
企画責任者：瀬川　正昭（こやだいら薬局／徳島文理大学薬学部） 
　　　　　　川上　和徳（綾川町国民健康保険陶病院）

不適切な多剤処方・ポリファーマシーは「薬」の罪？
徳田　安春（臨床研修病院群プロジェクトむりぶし沖縄センター）

多職種連携・地域連携で患者中心のポリファーマシーに取り組もう
宮田　靖志（愛知医科大学　地域医療教育学寄附講座・医学教育センター）

ポリファーマシーで見落としがちな視点と『残薬の見える化』を通じたこれからの地域連携
佐藤　一生（北海道ファーマライズ株式会社　ひまわり薬局）

シンポジウム2 8：45～10：15　第11会場（JR ホテルクレメント高松　３階　中宴会場　玉藻・西）

今後のプライマリ・ケア看護の流れについて（プライマリ・ケア看護師養成プロジェクト企画） 
　　　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・津山・湯郷ファミリークリニック／ 
　　　　　　　　　　　　日本プライマリ・ケア連合学会　プライマリ・ケア看護師養成担当） 
　　　　　　北西　史直 （トータルファミリーケア北西医院／富士地域ケア総合診療センター） 
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・津山・湯郷ファミリークリニック／ 
　　　　　　　　　　　　日本プライマリ・ケア連合学会　プライマリ・ケア看護師養成担当）

日本における家庭医療専門医（総合診療専門医）育成の現状とプライマリ・ケア看護師養成の必要性について
松下　　明（ 社会医療法人清風会　岡山家庭医療センター　奈義・津山・湯郷ファミリークリニック／ 

日本プライマリ・ケア連合学会　プライマリ・ケア看護師養成担当）

日本プライマリ・ケア連合学会プライマリ・ケア看護師養成の進捗状況と今後の展開
森山美知子（広島大学大学院医歯薬保健学研究科　成人看護開発学）

看護師の特定行為に係る研修制度の活用
木澤　晃代（日本大学病院　看護部）

NP養成課程修了後の活動の実際と課題
中山　法子（糖尿病ケアサポートオフィス）

シンポジウム3 8：45～10：15　第13会場（JR ホテルクレメント高松　３階　大宴会場　飛天・中）

若手医師交換留学プログラムのこれまでとこれから（日英／日韓／ FM360／ RM）（国際キャリア支援委員会企画） 
企画責任者・司会：原田　直樹（津ファミリークリニック） 
　　　　　　司会：山口　佳子（東京医科大学病院　総合診療科） 
　　　　　　　　　三島　千明（医療法人社団プラタナス青葉アーバンクリニック）

国際交流のススメ～日英プライマリ・ケア交換留学プログラム参加を通して～
坂井　雄貴（亀田ファミリークリニック館山）

交換留学を通して得たもの～私の韓国サバイバル10日間～
本多由李恵（福島県立医科大学　地域・家庭医療学講座）

Family	Medicine	360°	ー若手家庭医のための短期訪問プログラムー
今藤　誠俊（日本医療福祉生協連合会 家庭医療学開発センター（CFMD）／尼崎医療生協病院）
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シンポジウム4 8：45～10：15　第14会場（JR ホテルクレメント高松　３階　大宴会場　飛天・西）

「健康サポート薬局」が始動して・・（プライマリ・ケア薬剤師認定制度委員会企画） 
　　　座長：坂口　眞弓（みどり薬局） 
企画責任者：坂口　眞弓（みどり薬局）

健康サポート薬局の現状について
勝山佳菜子（厚生労働省　医薬・生活衛生局　総務課）

地域包括ケア時代の薬局
佐藤　好美（産経新聞社　編集局文化部）

医師が望む健康サポート薬局の姿
石橋　幸滋（石橋クリニック）

シンポジウム5 10：30～12：00　第2会場（サンポートホール高松　４階　第1小ホール）

地域枠と総合診療（実行委員会企画（全国地域医療教育協議会／大学ネットワーク委員会合同企画）） 
　　　座長：前田　隆浩（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　先進予防医学講座 地域医療学分野） 
　　　　　　阿波谷敏英（高知大学医学部家庭医療学講座） 
企画責任者：前田　隆浩（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　先進予防医学講座 地域医療学分野） 
　　　　　　阿波谷敏英（高知大学医学部家庭医療学講座）

地域枠入学制度と総合診療について
角　　芽美（島根県立中央病院　総合診療科）

地域枠入学制度のアウトカムについて
松本　正俊（広島大学医学部地域医療システム学）

地域枠と総合診療医～育成のあり方、県と連携した地域枠育成の取り組み～
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）

行政から見た総合診療専門医及び地域枠出身医師への期待
吉川　裕貴（厚生労働省医政局医事課）

シンポジウム6 10：30～12：00　第12会場（JR ホテルクレメント高松　３階　大宴会場　飛天・東）

病院総合診療医に求められる診療スキルとは ?（Part�2）�
（病院総合診療医（仮）検討委員会共同企画） 
　　　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）

病院総合診療医が知っておきたい “超音波スキル上級編”
松村　俊二（国家公務員共済組合連合会吉島病院　内科・総合診療科）

クリティカルな神経兆候を見逃さない診療技術を磨く
黒川　勝己（広島市立広島市民病院　脳神経内科）

ＥＲ室でのトリアージスキル
上田　剛士（洛和会丸太町病院　救急・総合診療科）

不定愁訴が好きになる技術	ー	PIPC(Psychiatry	In	Primary	Care)
井出　広幸（信愛クリニック）、木村　勝智（みよし市民病院）
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シンポジウム7 10：30～12：00　第13会場（JR ホテルクレメント高松　３階　大宴会場　飛天・中）

女性診療の実践および研修－どうスキルアップするか－（女性医療・保健委員会（PCOG）企画） 
　　　司会：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） 
企画責任者：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）

女性診療の研修および実践をめぐる課題と対策
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）

診療所でのウィメンズヘルスの経験と課題
西村　真紀（高知大学医学部家庭医療学講座）

産婦人科シミュレーションと総合診療医の産婦人科研修
伊藤　雄二（公益社団法人地域医療振興協会　市立恵那病院　産婦人科　兼　総合診療産婦人科養成センター）

ウィメンズヘルス研修プログラムの提案
寺岡　英美（京都大学大学院医学研究科　医療経済学分野）

シンポジウム8 10：30～12：00　第14会場（JR ホテルクレメント高松　３階　大宴会場　飛天・西）

みんなでつくろう地域ケアレシピ集・第３弾～レシピを活用しよう～（地域ケア事例集作成WG企画） 
　　　　　　　　　座長：佐藤　元美（一関市国民健康保険藤沢病院） 
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／高浜町国民健康保険和田診療所） 
　　　　　　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／高浜町国民健康保険和田診療所）

中山間地の小規模病院の存続から考える「地域医療」
由井　和也（JA 長野厚生連佐久総合病院付属小海診療所）

さらべつほーぷ		～	地域の子どもたちに対するライフスキル教育の取り組み	～
山田　康介（更別村国民健康保険診療所（北海道家庭医療学センター））

都会の住宅地における地域ケアの試み : その課題と展望
松村　真司（松村医院）

シンポジウム9� 15：00～16：30　第7会場（高松シンボルタワー　６階　国際会議場）

地域包括ケアシステムへの架け橋～四国の地域包括ケア～（実行委員会企画） 
　　　座長：中津　守人（三豊総合病院） 
　　　　　　梶井　英治（自治医科大学地域医療学センター） 
企画責任者：久保　文芳（小豆島中央病院企業団　内海診療所） 
　　　　　　中津　守人（三豊総合病院）

「できることなら、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けたい」思いを支援するために
鎌村　好孝（徳島県保健福祉部）

梼原町における地域医療
池田　幹彦（梼原町立国民健康保険梼原病院）

その人らしい生活を地域で支えるために
～これからの地域包括ケアと多職種連携。so	start ～

生駒真有美（愛媛医療センター地域連携室）

綾川町における地域包括ケアシステム構築への取り組み
篠岡　有雅（香川県綾川町健康福祉課地域包括支援センター）
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学会本部企画シンポジウム1� �
 12：15～13：15　第13会場（JR ホテルクレメント高松　３階　大宴会場　飛天・中）

プライマリケアにおける人工知能の可能性 
　　　司会：前野　哲博（筑波大学医学医療系　地域医療教育学） 
企画責任者：奥村　貴史（国立保健医療科学院）

学会本部企画シンポジウム2� �
 12：15～13：15　第14会場（JR ホテルクレメント高松　３階　大宴会場　飛天・西）

住民とともに地域のwell-being を育む医療へ 
企画責任者：堀田　聰子（慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科）

無理をしない鍋山−安らぎの里をめざして
秦　　美幸（雲南市地域自主組織「躍動と安らぎの里づくり鍋山」）

縮充時代の地域づくりとケア
山崎　　亮（studio-L）

教育講演1� 8：45～9：45　第1会場（サンポートホール高松　３階　大ホール）

医療の質・患者安全についての基本的知識（医療の質・患者安全委員会企画） 
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／医療の質・患者安全委員会）

青木　拓也（京都大学大学院医学研究科　医療疫学分野／医療の質・患者安全委員会）

柏木　秀行（飯塚病院　緩和ケア科／地域包括ケア推進本部）

福井慶太郎（福井内科消化器科クリニック）

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）

教育講演2� 8：45～10：15　第2会場（サンポートホール高松　４階　第1小ホール）

心房細動における適切な抗凝固療法　～頭蓋内出血を回避する治療戦略～（実行委員会企画） 
　　　司会：白川　光雄（海陽町宍喰診療所） 
企画責任者：白川　光雄（海陽町宍喰診療所）

心房細胞における適切な抗凝固療法～頭蓋内出血を回避する治療戦略～
矢坂　正弘（国立病院機構　九州医療センター　脳血管センター・臨床研究センター・脳血管・神経内科）

教育講演3� 8：45～10：15　第12会場（JR ホテルクレメント高松　３階　大宴会場　飛天・東）

「ユマニチュード」という革命（実行委員会企画） 
　　　　　　座長：高原　完祐（愛媛十全医療学院附属病院　内科） 
インストラクター：安藤　夏子（調布東山病院　看護部） 
　　　企画責任者：高原　完祐（愛媛十全医療学院附属病院　内科）

「ユマニチュード」という革命
本田美和子（国立病院機構東京医療センター   総合内科）
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教育講演4� 12：15～13：15　第7会場（高松シンボルタワー　６階　国際会議場）

日本紅斑熱、�Update ～ダニ媒介感染症の初期対応～（実行委員会企画） 
　　　座長：本田　壮一（美波町国民健康保険美波病院　内科） 
企画責任者：本田　壮一（美波町国民健康保険美波病院　内科）

日本紅斑熱、Update	～ダニ媒介感染症の初期対応～
馬原　文彦（有床診療所　馬原医院）

教育講演5� 16：45～18：15　第1会場（サンポートホール高松　３階　大ホール）

ワクチンアップデート2017～新たな定期接種とキャッチアップ（ワクチンプロジェクトチーム企画） 
　　　座長：守屋　章成（名古屋検疫所　中部空港検疫所支所　検疫衛生課） 
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）

ワクチンアップデート2017～最近の知見とキャッチアップ
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）

武内　治郎（京都大学環境安全保健機構　健康科学センター）

岩田健太郎（神戸大学大学院医学研究科　感染治療学）

学会ジョイントプログラム1� 12：15～13：15　第2会場（サンポートホール高松　４階　第1小ホール）

日本精神神経学会「高齢者の自動車運転についてプライマリ・ケア医が知っておくこと」（実行委員会企画） 
　　　司会：横井　　徹（横井内科医院） 
　　　　　：森尾　真明（高知県立あき総合病院） 
企画責任者：横井　　徹（横井内科医院）

認知症と運転免許～2017.3.12から開始された新たな改正道路交通法と臨床医への影響～	
上村　直人（高知大学医学部附属病院　精神科）

学生企画� 16：45～18：15　第7会場（高松シンボルタワー　６階　国際会議場）

FMIG�mixer�2017�: 目指せ１０％、日本版 FMIG全員集合！ TTPで教育パイプラインを構築しよう！（公募企画） 
　　　司会：吉村　　学（宮崎大学医学部地域医療・総合診療医学講座） 
　　　　　　玉井　杏奈（地域医療振興協会台東区立台東病院総合診療科） 
企画責任者：吉村　　学（宮崎大学医学部地域医療・総合診療医学講座）

活動報告の発表：Brianna Muller（オレゴン健康科学大学医学部３年　FMIG Oregon 代表）

基調講演：Ryan Palmer（オレゴン健康科学大学家庭医療学講座准教授　教育担当）

グループワーク：学生６名１グループになって作業。教員・指導医も同様にグループを形成して作業。
全体共有
活動報告の発表：坂口　大介（宮崎大学医学部５年　FMIG 宮崎代表）
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ワークショップ1� 8：45～10：15　第3会場（サンポートホール高松　５階　54会議室）

地域包括ケアと健康の社会的決定要因（健康の社会的決定要因検討委員会企画） 
企画責任者：長嶺由衣子（千葉大学大学院医学研究院社会予防医学）

長谷田真帆（東京大学大学院医学系研究科 社会医学専攻 健康教育・社会学分野）

武田　裕子（順天堂大学医学部医学教育研究室）

近藤　尚己（東京大学大学院医学系研究科 社会医学専攻 健康教育・社会学分野）

坪谷　　透（東北大学大学院 歯学研究科）

近藤　克則（千葉大学 大学院 医学研究院 社会予防医学）

小松　裕和（佐久総合病院　地域ケア科）

長　　純一（石巻市立病院　開成仮診療所・市包括ケアセンター）

井階　友貴（福井大学医学部地域プライマリケア講座）

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）

ワークショップ2� 8：45～10：15　第4会場（サンポートホール高松　６階　61会議室）

根拠に基づいた予防医療：個々の患者に対するアプローチ、地域に対するアプローチ�
（予防医療教育ワーキンググループ企画） 
企画責任者：向原　　圭（久留米大学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）

宮崎　　景（高茶屋診療所）

北村　和也（勝川ファミリークリニック）

斎藤さやか（熊谷生協病院　内科）

森　　英毅（国立病院機構長崎医療センター　総合診療科・総合内科）

香田　将英（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）

日下　伸明（亀田総合病院　救命救急科）

園田　健人（陸上自衛隊 旭川駐屯地医務室）

ワークショップ3� 8：45～10：15　第5会場（サンポートホール高松　７階　第1リハーサル室）

今後の病院総合医が地域で生き残るための変化とは（病院総合医委員会企画） 
企画責任者：川島　篤志（市立福知山市民病院 総合内科）

大滝　純司（北海道大学 医学教育推進センター）

石丸　裕康（天理よろづ相談所病院 総合診療教育部）

山城　清二（富山大学附属病院 総合診療部）

小西　竜太（関東労災病院 救急総合診療科）

佐藤　健太（北海道勤医協　総合診療・医学教育センター（GPMEC）／勤医協札幌病院 内科・総合診療科）

志水　太郎（獨協医科大学病院 総合診療科・総合診療教育センター）

森川　　暢（JCHO 東京城東病院 総合内科）

ワークショップ4 8：45～10：15　第6会場（サンポートホール高松　７階　第3リハーサル室）

産後ケアの充実化：産後メンタルヘルスを中心に（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／静岡家庭医養成プログラム）

鳴本敬一郎（浜松医科大学 産婦人科家庭医療学講座）

堀江　典克（森町家庭医療クリニック）

城向　　賢（磐田市立総合病院　産婦人科）
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ワークショップ5 8：45～10：15　第8会場（高松シンボルタワー　４階　BB スクエア）

リハビリテーション科医とプライマリケア医コラボ企画　リハ入門（公募企画） 
企画責任者：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）

阿部　計大（東京大学大学院　公衆衛生学）

須田　万豊（慶應義塾大学医学部　リハビリテーション医学教室）

望月　　亮（聖霊袋井市民病院　リハビリテーション科）

松浦　広昂（藤田保健衛生大学医学部　リハビリテーション医学Ⅰ講座）

ワークショップ6 10：30～12：00　第3会場（サンポートホール高松　５階　54会議室）

あなたの患者さんの旅行は安全？Basic�course.1, プライマリケアでの渡航リスクマネジメント�
（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（名古屋検疫所　中部空港検疫所支所　検疫衛生課）

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）

ワークショップ7 10：30～12：00　第6会場（サンポートホール高松　７階　第3リハーサル室）

コメディカルでDifficult�Patientへ対応しよう！良質な患者中心の医療を提供するために（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 臨床推論学 / 千葉大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 臨床推論学 / 千葉大学医学部附属病院 総合診療科）

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

李　　　宇（千葉大学大学院医学研究院 臨床推論学 / 千葉大学医学部附属病院 総合診療科）

佐藤　恵里（千葉大学大学院医学研究院 臨床推論学 / 千葉大学医学部附属病院 総合診療科）

廣瀬　裕太（千葉大学大学院医学研究院 臨床推論学 / 千葉大学医学部附属病院 総合診療科）

三戸　　勉（千葉大学大学院医学研究院 臨床推論学 / 千葉大学医学部附属病院 総合診療科）

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

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

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

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

比留川実沙（千葉大学大学院医学研究院 臨床推論学 / 千葉大学医学部附属病院 総合診療科）

野田　和敬（千葉大学大学院医学研究院 臨床推論学 / 千葉大学医学部附属病院 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）

大平　善之（国際医療福祉大学　医学部総合診療科）

伊藤　彰一（千葉大学大学院医学研究院 医学教育研究室 / 千葉大学医学部附属病院 総合医療教育研修センター）
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ワークショップ8� 10：30～12：00　第8会場（高松シンボルタワー　４階　BB スクエア）

ポリファーマシー再発を防ぐ！　－ケア移行時のより良い情報共有－�
（ポリファーマシー問題に関するワーキンググループ企画） 
企画責任者：山本　　祐（自治医科大学地域医療学センター　総合診療部門）

山本　　祐（自治医科大学地域医療学センター　総合診療部門）

矢吹　　拓（国立病院機構　栃木医療センター　内科）

青島　周一（医療法人社団　徳仁会中野病院）

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）

宮田　靖志（愛知医科大学　地域医療教育学寄附講座・医学教育センター）

ワークショップ9 10：30～12：00　第10会場（JR ホテルクレメント高松　２階　小宴会場　雅）

Dr.G に挑戦！難問・奇問・コモンまで、腹痛に強くなる！（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）

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総合診療部）

許　　智栄（アドベンチストメディカルセンター）

大濱　弘光（公立丹南病院）

菱川　瑠美（公立丹南病院）

山本　安奈（福井大学医学部附属病院）

澤田　裕介（和田診療所）

細川知江子（和田診療所）

宮田　　潤（恵寿総合病院）

鈴木　友輔（あわら病院）

石田　善建（福井大学医学部附属病院）

武藤　　理（福井大学医学部附属病院）

此下　尚寛（福井大学医学部附属病院）

ワークショップ10 15：00～16：30　第3会場（サンポートホール高松　５階　54会議室）

妊娠・授乳中の処方と考え方（公募企画） 
企画責任者：水谷　佳敬（さんむ医療センター・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）

森本美登里（亀田総合病院卒後研修センター）

新垣由以子（沖縄県立中部病院）

浦川　純子（長崎医療センター助産師）
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ワークショップ11　 15：00～16：30　第4会場（サンポートホール高松　６階　61会議室）

もう一つの診断推論の話をしよう　ー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）

林　　理生（福島県立医科大学白河総合診療アカデミー）

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）

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）

高橋　　世（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12 15：00～16：30　第6会場（サンポートホール高松　７階　第3リハーサル室）

非癌の看取りにおけるコンフリクトマネージメント（公募企画） 
企画責任者：小田　浩之（飯塚病院）

小田　浩之（飯塚病院）

岡村　知直（飯塚病院）

小杉　俊介（飯塚病院）

大屋　清文（飯塚病院　緩和ケア科）

山手　亮佑（飯塚病院）

中村　朋子（佐賀関病院）

ワークショップ13 15：00～16：30　第8会場（高松シンボルタワー　４階　BB スクエア）

日常診療に心身医学的アプローチを取り入れよう！（公募企画） 
企画責任者：西山　順滋（関西医科大学附属病院　総合診療科）

豊田　英嗣（日本原病院 　心療内科）

大武　陽一（堺市立総合医療センター 総合内科・心療内科）

玉井友里子（湯郷ファミリークリニック）

ワークショップ14 15：00～16：30　第10会場（JR ホテルクレメント高松　２階　小宴会場　雅）

ステップアップ！多職種連携で認知症アプローチ（公募企画） 
企画責任者：井口真紀子（医療法人社団鉄祐会　祐ホームクリニック）

石川　美緒（鹿浜診療所）

田辺　幸子（梶原診療所）

小山　　宰（梶原診療所）

中塚　智子（オレンジほっとクリニック）

田中　啓太（みえ医療福祉生活協同組合　津生協病院）

ワークショップ15 16：45～18：15　第3会場（サンポートホール高松　５階　54会議室）

あなたの診療所はホントに「いい診療所」？～診療所の質評価から改善までやってみよう～（公募企画） 
企画責任者：山田　康介（北海道家庭医療学センター、更別村国民健康保険診療所）

山田　康介（北海道家庭医療学センター）

福井慶太郎（福井内科消化器科クリニック）
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ワークショップ16 16：45～18：15　第4会場（サンポートホール高松　６階　61会議室）

多職種で考える！患者さんに伝わる伝え方～ヘルスコミュニケーション～（公募企画） 
企画責任者：柴田　綾子（JMA-Junior Doctors Network、淀川キリスト教病院）

市川　　衛（ＮＨＫ制作局科学・環境番組部）

徳田　安春（臨床研修病院群プロジェクトむりぶし沖縄センター）

三島　千明（医療法人社団プラタナス　青葉アーバンクリニック ,JMA-JDN）

阿部　計大（東京大学大学院　公衆衛生学 ,JMA-JDN）

十枝めぐみ（綾川町国民健康保険綾上診療所）

末長　泰則（もも調剤薬局）

ワークショップ17 16：45～18：15　第5会場（サンポートホール高松　７階　第1リハーサル室）

パネルディスカッション：人工知能・IoT 時代における総合診療医の役割と課題（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）

古屋　　聡（山梨市立牧丘病院）

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）

小林　　只（弘前大学医学部附属病院 総合診療部）

原　　正彦（大阪市立大学大学院医学研究科循環器内科学）

入江　喬介（マイクロソニック株式会社）

米田　博輝（弘前大学大学院医学研究科 総合地域医療推進学講座）

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、在宅医療連携拠点事業推進室「菜のはな」）

ワークショップ18 16：45～18：15　第6会場（サンポートホール高松　７階　第3リハーサル室）

目指そうPCOGプロバイダー：BLSOアドバンスセミナー（公募企画） 
企画責任者：伊藤　雄二（ 公益社団法人地域医療振興協会　市立恵那病院　産婦人科　兼　総合診療産婦人科養成

センター）

新井　隆成（恵寿総合病院）

加藤　一朗（隠岐病院）

髙村　一紘（宮崎県立宮崎病院）

水谷　佳敬（さんむ医療センター）

ワークショップ19 16：45～18：15　第8会場（高松シンボルタワー　４階　BB スクエア）

今、私たちの求めるサポートとは？キャリア支援プログラムを知ろう！語ろう！（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）

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）

佐野　千晶（島根大学医学部 地域医療支援学講座）

片岡　仁美（岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科地域医療人材育成講座）

川合　厚子（社会医療法人公徳会トータルへルスクリニック）

日高美佐恵（飯南町立飯南病院）

小川　敦子（島根県立中央病院）

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）
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ワークショップ20 16：45～18：15　第10会場（JR ホテルクレメント高松　２階　小宴会場　雅）

鑑別診断を挙げない症例カンファレンス（公募企画） 
企画責任者：近藤　　猛（名古屋大学医学部附属病院　総合診療科／卒後臨床研修・キャリア形成支援センター）

佐藤　元紀（名古屋大学医学部附属病院）

近藤　　猛（名古屋大学医学部附属病院　総合診療科／卒後臨床研修・キャリア形成支援センター）

松久　貴晴（名古屋大学医学部附属病院）

勅使河原志保（名古屋大学医学部附属病院）

丹羽　智彦（名古屋大学医学部附属病院）

インタレストグループ1 10：30～12：00　第4会場（サンポートホール高松　６階　61会議室）

日常診療における利益相反について多職種で考える（利益相反委員会企画） 
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）

宮田　靖志（愛知医科大学　地域医療教育学寄附講座・医学教育センター）

大生　定義（新生病院　内科）

向原　　圭（久留米大学医療センター　総合診療科）

斉藤さやか（熊谷生協病院　内科）

インタレストグループ2� 10：30～12：00　第5会場（サンポートホール高松　７階　第1リハーサル室）

若手医師交流会～専門医部会若手医師部門・専攻医部会コラボ企画（専門医部会若手医師部門企画） 
企画責任者：藤谷　直明（大分大学医学部附属病院総合診療・総合内科学講座）

藤谷　直明（大分大学医学部附属病院総合診療・総合内科学講座）

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）

大澤さやか（筑波大学総合診療グループ）

井上　博人（地域医療振興協会 東京ベイ浦安・市川医療センター）

阿部　計大（東京大学大学院 公衆衛生学）

森川　　暢（東京城東病院　総合内科）

インタレストグループ3� 12：15～13：15　第3会場（サンポートホール高松　５階　54会議室）

遠隔医療について語ってみよう、触れてみよう（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）

宮本　竜之（新上川病院　麻酔科）

竹村　昌敏（東京医科歯科大学　整形外科）

伊藤　　慎（筑波大学附属病院）
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インタレストグループ4� 12：15～13：15　第4会場（サンポートホール高松　６階　61会議室）

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）

牧野　伸子（自治医科大学地域医療学センター　公衆衛生部門）

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（新潟県福祉保健部福祉保健課）

日高美佐恵（飯南町立飯南病院）

新井　由季（那須赤十字病院　消化器内科）

千葉明日香（宮城厚生協会　長町病院）

秋根　　大（自治医科大学附属病院　感染症科）

吹譯　紀子（島根県立中央病院　総合診療科）

白石　裕子（隠岐広域連合立隠岐島前病院）

インタレストグループ5� 12：15～13：15　第6会場（サンポートホール高松　７階　第3リハーサル室）

学生・研修医×わかて医師のつどい�@高松（医学生・若手医師支援委員会企画） 
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）

梁　　祐輔（金沢医科大学医学部）

吉本　　尚（筑波大学医学医療系 地域医療教育学／筑波大学附属病院 総合診療科）

来住　知美（プリンセス・クルーズ社）

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）

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）

渡部　　健（秋田大学大学院医学系研究科 総合診療・検査診断学講座）

岡崎　友里（浜松医療センター　産婦人科）

近藤　　諭（三重大学医学部附属病院　総合診療科）

インタレストグループ6� 12：15～13：15　第8会場（高松シンボルタワー　４階　BB スクエア）

医学生・若手医師のキャリア相談に向き合ったときに、『もやもや』することありませんか？（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）

宮田　靖志（愛知医科大学　地域医療教育学寄附講座・医学教育センター）

里見なつき（東海大学　伊勢原教育計画部伊勢原教学課）

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

本郷　舞依（みちのく総合診療医学センター／坂総合病院　総合診療科）

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）

清水　洋介（日本プライマリ・ケア連合学会　専攻医部会キャリア支援部門／富山大学　富山プライマリ・ケア講座）

インタレストグループ7� 12：15～13：15　第10会場（JR ホテルクレメント高松　２階　小宴会場　雅）

どうする！？どうした！？家業継承を考える（公募企画） 
企画責任者：髙木　　博（ 川崎医療生協　川崎セツルメント診療所／家庭医療学開発センター（CFMD）／筑波大

学総合診療グループ）

髙木　　博（川崎医療生協　川崎セツルメント診療所／家庭医療学開発センター（CFMD）／筑波大学総合診療グループ）

小曽根早知子（筑波大学　医学医療系　地域医療教育学）

大塚　貴博（筑波大学総合診療グループ／明戸大塚病院）

高橋　聡子（筑波大学総合診療グループ／北茨木市民病院附属家庭医療センター）
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インタレストグループ8� 15：00～16：30　第5会場（サンポートホール高松　７階　第1リハーサル室）

病院総合医に必要とされるコアコンピテンシーについて（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）

松本　真一（東京城東病院　総合内科）

近藤　　猛（名古屋大学医学部附属病院総合診療科　総合診療科／卒後臨床研修・キャリア形成支援センター）

内堀　善有（名張市立病院総合診療科）

朴澤　憲和（加計呂麻徳洲会診療所・瀬戸内徳洲会病院）

キャリア café� 　

（男女共同参画委員会、病院総合医委員会、専門医部会、認定薬剤師部会、プライマリ・ケア看護師
養成PT等合同企画） 
企画責任者：村田亜紀子（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）

大塚　亮平（手稲家庭医療クリニック）

森屋　淳子（医療福祉生協連家庭医療学開発センター（CFMD）／川崎医療生協久地診療所）

西村　真紀（高知大学医学部家庭医療学講座）

小田　浩之（飯塚病院総合診療科）

山田　康博（東京医療センター　総合内科）

吉本　　尚（筑波大学医学医療系　地域医療教育学／筑波大学附属病院　総合診療科）

朝倉健太郎（社会医療法人健生会大福診療所）

田中亜紀子（トータルファミリーケア北西医院）

宮沢麻有加（飯塚病院）

山口　章江（十勝勤医協帯広病院）

北山　　周（北山病院）

島　　直子（CFMD レジデンシー東京）
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日野原賞候補� 15：00～16：30　第2会場（サンポートホール高松　４階　第1小ホール）

座長：福原　俊一（京都大学医学部附属病院　総合臨床教育・研修センター　臨床研究教育・研修部） 
　　　杉岡　　隆（佐賀大学医学部　地域医療支援学講座）

H-1	 非急性疼痛における身体症状症と身体疾患の鑑別スコア開発および検証
鈴木　慎吾（千葉大学医学部附属病院　総合診療科）

H-2	 患者要因が医療者へ与える感情的影響と異職種間の相違：患者複雑性と医療者負担に関する前向きコホート研究
吉田　秀平（北足立生協診療所、東京慈恵会医科大学臨床疫学研究部、医療福祉生協連家庭医療学開発センター（CFMD））

H-3	 プライマリ・ケアにおける Patient	Experience（PX）がケアのバイパスに及ぼす影響
青木　拓也（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）

H-4	 要介護高齢者への着衣上からの血圧測定
小曽根早知子（筑波大学医学医療系　地域医療教育学）

H-5	 救急搬送患者における来院時血糖値と院内予後との関連と低血糖の原因
吉永　　亮（飯塚病院　漢方診療科）

H-6	 プライマリ・ケア医が患者の仕事に関する情報を聴取することに影響する要因の検討	:	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）

一般演題（口演）1　卒後・生涯教育�
 8：45～10：13　第9会場（ＪＲホテルクレメント高松　2階　小宴会場　霞 + 暁）

座長：木村　眞司（札幌医科大学医療人育成センター教養教育研究部門） 
　　　片岡　仁美（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科）

O-001	 水戸協同病院における真菌検鏡研修～研修医は1ヵ月で上達するのか ?～
田口詩路麻（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　皮膚科）

O-002	 批判的吟味を実践するためのレターの書き方ワークショップ：	活動報告
片岡　裕貴（兵庫県立尼崎総合医療センター、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）

O-003	 他職種でかかわる研修医教育
岡崎　理絵（医療法人社団鉄祐会　祐ホームクリニック）

O-004	 プライマリ・ケアに関わる薬剤師が抱える夢・理想と課題に関する研究
山口　章江（医療法人 十勝勤労者医療協会 帯広病院）

O-005	 プライマリ・ケアエキスパートナース育成プログラム開発における病棟看護師の現状と課題
西田　智珠（三重県プライマリ・ケアセンター）

O-006	 小規模公立病院における研究推進システムの構築とその成果
四方　　哲（三重県立一志病院、三重大学）

O-007	 時間外外来における急性腹症診断アルゴリズムについての検討：急性腹症診療ガイドライン2015をふまえて
甘利　香織（佐賀県医療センター好生館）

O-008	 演題取り下げ

O-009	 家庭医 /総合診療医のワーク・エンゲイジメント，仕事への満足度に関連する要因について
森屋　淳子（医療福祉生協連家庭医療学開発センター（ＣＦＭＤ）／川崎医療生協　久地診療所）

O-010	 都市部の家庭医に必要とされるコンピテンシー：家庭医に対するインタビューの質的分析
密山　要用（東京大学医学教育国際研究センター、王子生協病院）

O-011	 演題取り下げ

一般演題（口演）2　慢性疾患のケア・幼小児・思春期のケア・メンタルヘルス�
 10：30～11：58　第7会場（高松シンボルタワー　6階　国際会議場）

座長：滝沢美代子（台東病院　総合診療科） 
　　　前野　貴美（筑波大学医学医療系　地域医療教育学）

O-012	 有熱時痙攣のうち複雑型熱性痙攣を起こす因子の検討
松久　雄紀（岐阜県総合医療センター　小児科）

一般演題（口演）　５月13日（土）
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O-013	 当院付属介護老人保健施設における骨粗鬆症薬治療介入実態の検討
吉井　一郎（医療法人元湧会吉井病院）

O-014	 動脈瘤に続発した慢性播種性血管内凝固症候群に少量トラネキサム酸内服が有効であった高齢腎不全患者の2例
有井　　薫（高知赤十字病院）

O-015	 プライマリ・ケア外来における PIMs と心理・精神的要因との関連性について
舛本　祥一（河北家庭医療学センター、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）

O-016	 当院で治療を行なっている神経性食欲不振症の患者背景についての検討
日比野将也（藤田保健衛生大学　救急総合内科）

O-017	 当院における糖尿患者の歯周病リスク評価と歯科との連携について
西森　栄太（佐久市立国保浅間総合病院）

O-018	 大学病院総合診療外来でパニック障害と診断した49例の観察研究
大田　貴弘（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）

O-019	 「そのフォーリ、必要ですか？」～在宅での不必要な尿道カテーテル０を目指して～
徳田　嘉仁（弓削メディカルクリニック）

O-020	 東北大学病院総合診療外来新患におけるうつ度および認知度の実態調査
阿部　倫明（東北大学病院）

O-021	 18歳まで発熱症状が続き扁桃摘出術により寛解した PFAPA症候群の1例
吉本　清巳（奈良県立医科大学附属病院　総合診療科）

O-022	 親子関係の改善により軽快した過換気症候群の１例
佐藤　　研（弘前大学大学院医学研究科　消化器血液内科）

一般演題（口演）3　予防医療・健康増進�
 10：30～11：58　第9会場（ＪＲホテルクレメント高松　2階　小宴会場　霞 + 暁）

座長：東條　環樹（雄鹿原診療所（広島県北広島町）） 
　　　後藤　忠雄（県北西部地域医療センター）

O-023	 災害地支援における対象集団の健康問題構造化：PHMや東洋医学概念を用いて
石川　家明（ともともクリニック、友と共に学ぶ東西両医学研修の会（TOMOTOMO））

O-024	 不適切なペット飼育方法が要因と考えられたパスツレラ肺炎の１例
安藤　明美（岡山大学病院　救急科）

O-025	 生活習慣病ハイリスク者に対する家庭訪問による保健指導が生活習慣病に与える影響
浜田　紀宏（鳥取大学　医学部　地域医療学講座）

O-026	 当科による院内外での骨粗鬆症リエゾンサービスの取り組み
辻　　浩司（愛媛県立南宇和病院）

O-027	 医療福祉生協に所属する組合員にとっての班会の意義～重要性を増すソーシャルキャピタルとしての役割～
佐藤　真一（高知生協病院）

O-028	 マダニ吸血において日本紅斑熱を『発病する人』と『しない人』の比較検討
和田　正文（上天草市立上天草総合病院）

O-029	 当院における水痘発症と水痘ワクチン接種回数の関連についての報告
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）

O-030	 認知症をテーマとしたカフェ型ヘルスコミュニケーションによる市民および医療介護福祉専門職の学び
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）

O-031	 地域高齢住民における終末糖化産物と難聴との関係性：須賀川研究
高橋　　世（福島県立医科大学臨床研究イノベーションセンター）

O-032	 狭心症患者に併存したCOPD症例の報告と「禁煙の推進とCOPDの理解」のための市民公開講座
寺崎　由香（医療法人　北辰会　有澤総合病院）

O-033	 慢性頭痛に関連する生活習慣の検討
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、徳島県立海部病院）
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一般演題（口演）4　その他�
 10：30～11：50　第11会場（ＪＲホテルクレメント高松　3階　中宴会場　玉藻・西）

座長：武田以知郎（公益社団法人　地域医療振興協会　明日香村国民健康保険診療所） 
　　　大野　毎子（唐津市民病院きたはた）

O-034	 熊本地震の被災地での現状と、それに対する中長期的ケアについて
古本　尚樹（熊本大学大学院自然科学研究科附属減災型社会システム実践研究教育センター）

O-035	 日本とドイツにおける医師の勤務環境～男女共同参画の視点から～
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）

O-036	 南海トラフ巨大地震に備えて～美波病院の取り組み～
鈴記　好博（徳島大学大学院医歯薬学研究部総合診療医学分野、美波町国民健康保険美波病院）

O-037	 長期罹患の関節リウマチ患者の管理に矢追インパクト療法が有効であると思われる症例
伊利　　元（医療法人大元気会　坂戸西診療所）

O-038	 当法人における送迎時の安全対策強化への取り組みと課題
來田　俊子（（医）星晶会　愛正透析クリニック）

O-039	 運転禁止薬の認知度・意識調査1　量的データの解析
古川　　源（豊川市民病院 臨床研修センター）

O-040	 運転禁止薬の認知度・意識調査2　質的データの解析
山口　裕之（豊川市民病院 臨床研修センター）

O-041	 NPO法人における要介護透析患者の生きがい支援と成年後見制度の現状について
大橋　福恵（NPO 法人阪神生きがい創造の会）

O-042	 医療過疎地域におけるナースプラクティショナー（NP）活動のメリット・デメリットと展望
西田安紀子（三重県立一志病院）

O-043	 地域完結型医療を目指した医療再編成の成果　-整形外科診療の流れから評価する -
秦　加代子（一般財団法人　魚沼市医療公社　魚沼市立小出病院　看護部）

一般演題（口演）5　プライマリ・ケアにおける疫学・コミュニケーション�
 12：15～13：11　第9会場（ＪＲホテルクレメント高松　2階　小宴会場　霞 + 暁）

座長：泉川　孝一（香川県立中央病院総合診療科） 
　　　根路銘安仁（鹿児島大学離島へき地医療人育成センター）

O-044	 アルツハイマー病患者における、初診時認知機能に影響を与える要因
北川　尚之（厚生中央病院総合内科）

O-045	 医学生に対してMotivational	Interviewing を用いた行動変容講義の試み
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）

O-046	 入院関連機能障害（HAD）とその危険因子
田邊　翔太（島根県立中央病院）

O-047	 就寝前2時間以内に夕食を取る習慣を持つ集団の特徴についてー当院ドックデータの解析から
石津富久恵（長野松代総合病院）

O-048	 逆流性食道炎の発症に関連する因子の検討−当院ドックデータの解析から
新井　浩朗（長野松代総合病院総合診療科）

O-049	 喫煙および飲酒習慣と、生活習慣病の相関に関する横断研究
黒田　　格（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター附属南大東診療所）

O-050	 岐阜プライマリ・ケア地域医療研究ネットワーク（GP-COMERnet）	15年目を迎えて
廣瀬　英生（県北西部地域医療センター国保和良診療所）
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一般演題（口演）6　急性期・急性疾患のケア①・外傷のケア�
 12：15～13：11　第11会場（ＪＲホテルクレメント高松　3階　中宴会場　玉藻・西）

座長：松浦喜美夫（いの町立国保仁淀病院） 
　　　小田原一哉（一般財団法人　永瀬会　松山市民病院　救急科）

O-051	 家族内感染が疑われたヒトパレコウイルス3型による成人の流行性筋痛症の１例
小浦　友行（富山大学医学部　富山プライマリ・ケア講座）

O-052	 当院で経験した重症熱性血小板減少症候群（SFTS）	5症例の検討
市原新一郎（徳島県立中央病院　総合診療科）

O-053	 骨髄異形成症候群（MDS）を合併した壊疽性膿皮症の1例
大澤　梨佐（高知大学医学部皮膚科）

O-054	 地域包括ケアへの急性期病院の取り組み
酒井賢一郎（地域医療機能推進機構　九州病院）

O-055	 リンパ節生検後リンパ漏に対し局所陰圧閉鎖療法を試みた TAFRO症候群の１例
三好ゆかり（筑波大学附属地域医療教育センター・総合病院水戸協同病院　総合診療科）

O-056	 京都府北部で発生した重症熱性血小板減少症候群（SFTS）の2例
横井　大祐（京都府立医科大学附属北部医療センター　総合診療科）

O-057	 不明熱で紹介された若年女性肝性梅毒の一例
杉多　嗣之（大阪医科大学附属病院総合診療科）

一般演題（口演）7　医療者‐患者関係・身体診察�
 12：15～13：11　第12会場（ＪＲホテルクレメント高松　3階　大宴会場　飛天・東）

座長：中津　守人（三豊総合病院内科） 
　　　松田俊太郎（宮崎大学医学部地域医療・総合診療学講座／串間市民病院）

O-058	 最終的に悪性疾患の診断となったNumb	chin	syndrome（NCS）の2例
前田　幸佑（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）

O-059	 患者の経済状況を尋ねるのに私たちはそこまで尻込みする必要はないのかもしれない（第２報）
水本　潤希（愛媛医療生活協同組合　愛媛生協病院）

O-060	 当院救急外来にて経験した有機溶剤中毒の一例
岸下　秀太（総合病院厚生中央病院）

O-061	 ケアマネージャ（CM）の立場でサ高住から自宅への復帰支援を考える
馬籠　友美（（医）星晶会　老健伊丹ゆうあい居宅介護支援事業所）

O-062	 病院専門外来医が一旦短期的にかかりつけ医機能を果たすことで結果的に大病院志向が消退した一例
松崎　淳人（東邦大学医学部教学 IR センター、東邦大学医療センター佐倉病院）

O-063	 訪問介護による要介護透析患者の通院支援の必要性
谷口　和幸（（医）星晶会　老健ゆうあい居宅介護支援事業所）

O-064	 僻地で働く医師の患者との診療外の交流経験 -プロフェッショナルアイデンティティ形成からの考察 -
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）

一般演題（口演）8　診断と検査①�
 15：00～16：36　第9会場（ＪＲホテルクレメント高松　2階　小宴会場　霞 + 暁）

座長：長谷川仁志（秋田大学大学院医学教育学講座）
　　　石川　鎮清（自治医科大学医学教育センター）

O-065	 ビタミンD欠乏による低リン血症で横紋筋融解症、急性心不全を来した一例
桔梗谷　学（市立敦賀病院）

O-066	 著明な高カルシウム血症により診断に至ったサルコイドーシス症の1例
依田　彩文（長崎大学病院 総合診療科）

O-067	 当院内科外来におけるMycoplasma	pneumoniae 感染症の臨床像	-LAMP法を用いて -
小松　真成（鹿児島生協病院）
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O-068	 当科で診断された成人ヒトパルボウイルス B19感染症の検討
小林　和之（佐久総合病院）

O-069	 Hospitalist が経験した、高齢発症の神経痛性筋萎縮症の一例
小野　亮佑（名張市立病院　総合診療科）

O-070	 「食欲不振・体重減少」を主訴に総合診療科を受診する患者の検討―年間初診患者約5000例の解析から―
村上　晃司（愛媛県立中央病院）

O-071	 診断と治療方針に苦慮した腋窩腫瘤の1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）

O-072	 気胸・胸水合併で肺非結核性抗酸菌症による胸膜炎と診断した１例
保科　俊之（みさと健和病院）

O-073	 薬剤が原因と考えられる頚静脈血栓症及び肺血栓塞栓症の一例
田　　一秀（国立病院機構栃木医療センター）

O-074	 当院総合診療科で経験した悪性リンパ腫症例の検討
森　　俊一（国立病院機構仙台医療センター総合診療科）

O-075	 胸膜炎・心外膜炎で発症し診断に難渋した高齢者成人 still 病の1例
伊藤　千明（身延町早川町組合立飯富病院）

O-076	 選択的 IgA 欠損症の臨床像に関する後ろ向きコホート研究
松田　和樹（聖路加国際病院・一般内科）

一般演題（口演）9　急性期・急性疾患のケア②�
 15：00～16：28　第11会場（ＪＲホテルクレメント高松　3階　中宴会場　玉藻・西）

座長：佐藤　清人（小豆島中央病院企業団） 
　　　御前　秀和（名張市立病院総合診療科）

O-077	 休日急患診療所における季節別疾患パノラマと漢方療法の研究
福本　一朗（長岡市小国診療所）

O-078	 Enterococcus	faecalis と Enterococcus	faecium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-079	 急性期脳梗塞症例の転送に要する時間の検討
工藤　路子（新潟県厚生連　魚沼病院）

O-080	 気管チューブのカフ圧はどう調整していますか？
佐藤　正章（自治医科大学　麻酔科学・集中治療医学講座）

O-081	 プライマリケア診療所に常備しておく点滴抗生物質はセフトリアキソン1剤で良いか ?
福地　貴彦（自治医大附属さいたま医療センター総合診療科）

O-082	 非典型的な臨床所見を呈し、診断に苦慮した有毛細胞白血病の一例
㮈本　悠嗣（市立奈良病院）

O-083	 トライアスロン大会で運動誘発性肺水腫を来した２症例の検討
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）

O-084	 仙髄神経領域の帯状疱疹に排尿障害を合併した2症例
中西　　潤（JA 長野厚生連　長野松代総合病院）

O-085	 侵襲性肺炎球菌感染症を契機に診断した多発性骨髄腫の一救命例
高三野淳一（山梨大学医学部付属病院　救急集中治療部）

O-086	 不明熱を主訴に来院しパルボウイルス感染と潰瘍性大腸炎の合併が考えられた一例
池上　春香（南奈良総合医療センター）

O-087	 大量飲酒外傷患者の救急外来での対応のリスク
杉山　　誠（独立行政法人　労働者健康安全機構　関東労災病院）

一般演題（口演）10　診断と検査②�
 16：45～18：21　第9会場（ＪＲホテルクレメント高松　2階　小宴会場　霞 + 暁）

座長：舛形　　尚（香川大学医学部総合内科） 
　　　鈴木　富雄（大阪医科大学地域総合医療科学寄附講座）

O-088	 当院における餅による食餌性腸閉塞の検討
木村　紀志（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）
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O-089	 一般内科外来における遷延性～慢性咳嗽患者における胃食道逆流症（GERD）治療的診断の有効性
松原　英俊（医仁会武田総合病院）

O-090	 運動を契機に横紋筋融解症を発症し、筋アデニルデアミナーゼ欠損症が疑われた一例
黒澤　美穂（慶應義塾大学病院総合診療科）

O-091	 腎膿瘍穿破治療中に急速に呼吸不全が進行し、ALS の診断に至った一例
竹内　結（佐久総合病院　総合診療科）

O-092	 従来より進んだ FLAIR	vascular	hyper-intense	（FVH）による脳虚血の診断
中島　毅（JCHO 福井勝山総合病院）

O-093	 日本のプライマリケアにおけるアルコール過剰摂取のスクリーニングのためのAUDIT-C の診断精度の検証
高橋　聡子（筑波大学総合診療グループ / 北茨城市民病院付属家庭医療センター）

O-094	 不明熱患者の画像検査	（whole	CT など）	の有用性の検討
稲本　隼佑（愛知医科大学病院）

O-095	 全身倦怠感を主訴に受診しリンパ球性下垂体炎が疑われた1例
岡　正登詩（庄原赤十字病院）

O-096	 うどんを食べて失神した椎骨脳底動脈循環不全の一例
橋本　恵太郎（筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター　茨城厚生連総合病院水戸協同病院）

O-097	 複数の診療科で診断を確定し得なかった、舌咽神経痛の一例
幕内　安弥子（大阪市立大学）

O-098	 せん妄の診断で精神科へ入院され、癌性髄膜炎の診断に至った一例
矢持　嘉美（市立奈良病院　総合診療科、平和会吉田病院　内科）

O-099	 医師の臨床判断におけるバイアスを科学的に検討する	−多施設共同ランダム化盲検比較調査−
山内　陽介（東京ベイ・浦安市川医療センター、千葉大学医学部附属病院）

一般演題（口演）11　卒前教育（学生教育）・専門医養成・実践報告①�
 16：45～18：21　第11会場（ＪＲホテルクレメント高松　3階　中宴会場　玉藻・西）

座長：岡田　宏基（香川大学医学部医学教育学講座） 
　　　武田　裕子（順天堂大学医学部医学教育研究室）

O-100	 救急医からプライマリケア医へ
森岡　貴勢（長崎県上五島病院、Rural Generalist Program Japan）

O-101	 プライマリ・ケアを学ぶことが出来る長崎県離島診療所外来研修について
渡邊　　毅（ 長崎大学病院　地域医療支援センター、長崎大学病院　医療教育開発センター、長崎大学病院　耳鼻咽喉科・頭頸部

外科、長崎県上五島病院）

O-102	 新専門医制度導入の延期は研修医の進路選択に影響を与えたか
鄭　　真徳（佐久総合病院総合診療科）

O-103	 フリーソフトを用いた eポートフォリオ導入とその教育支援効果に関する検討
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）

O-104	 退院時ポリファーマシーと90日以内の再入院率及び死亡率に関する検討
富田　詩織（聖路加国際病院）

O-105	 全国の医学生・研修医が集まる総合診療勉強会「大阪どまんなか」の構築と発展経過
笹本　浩平（市立敦賀病院　臨床研修センター）

O-106	 在宅医・医学生・大学教員の三位一体で行う在宅医療実習の実践
松坂　雄亮（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）

O-107	 病院をフィールドとした系統的レビュー研究計画書作成ワークショップ
辻本　　啓（兵庫県立尼崎総合医療センター）

O-108	 「へき地医療専門医」を考える
齋藤　　学（ゲネプロ）

O-109	 学生の基本的総合診療能力を効果的に促進する実習内容・環境の検討
若林　崇雄（JCHO 札幌北辰病院総合診療科、SPRUCE project）

O-110	 血液培養で鼠径部から採血を行うとコンタミネーションは増加するのか？
近藤　誠吾（三重県立一志病院）

O-111	 地方大学医学生の診療科選択に関する男女差の検討
川本　龍一（愛媛大学医学部、西予市立野村病院）
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International�Session�(Oral)�
 16：45～18：15　第2会場（サンポートホール高松　４階　第１小ホール）

座長：Tadao Okada（Tessyoukai Kameda Family Clinic Tateyama）
 Nobutaka Hirooka（Department of General Internal Medicine, Saitama Medical University）
 Yousuke Takemura（ Department of Family Medicine, Mie University School of Medicine and Graduate School 

of Medicine）
 Maiko Ono（Karatsu City Hospital Kitahara）

IS-O-1	 	Use	of	Selective	Serotonin	Reuptake	Inhibitors	and	Risk	of	Hip	Fracture	in	the	Elderly:	a	Case-Control	Study	
in	Taiwan
Shih-Chang Hung（ Department of Emergency Medicine, Nantou Hospital, Nantou, Taiwan）

IS-O-2	 	Impact	of	family	communication	on	self-rated	health	in	couples	who	visited	Korean	primary	care
Seo Young Kang（ Asan Medical Center, University of Ulsan College of Medicine）

IS-O-3	 	Validity	of	maximum	isometric	tongue	pressure	as	a	screening	test	for	physical	frailty:	cross-sectional	study	
in	Japanese	community-dwelling	elderly	people
Hirotomo Yamanashi（ Department of Island and Community Medicine, Nagasaki University Graduate School of Biomedical 

Sciences ／ Department of Clinical Medicine, Institute of Tropical Medicine, Nagasaki University）

IS-O-4	 	Analysis	of	patients	with	bodyboarding	injuries	transported	by	physician-staffed	emergency	helicopter
Youichi Yanagawa（ Department of Acute Critical Care Medicine, Juntendo University）

IS-O-5	 	Assessing	factors	for	sustaining	a	primary	health	care	intervention	in	poor	rural	mountainous	areas	in	
Thasongyang	district,	Tak	province
Tawatchai Yingtaweesak（ Thasongyang hospital）

IS-O-6	 	Developing	a	Japanese	version	of	the	Supportive	and	Palliative	Care	Indicators	Tool	(SPICT-JP)
Ai Oishi（ The University of Edinburgh）

IS-O-7	 	General	Practice	in	Rural	New	Zealand
Ivor Cammack（ Cammack & Evans Surgery）

IS-O-8	 	Is	the	use	of	a	personal	health	record	associated	with	better	health	seeking	behavior?
Masahiro Zakoji（ Minamimaki Clinic ／ Saku Central Hospital）

IS-O-9	 	Barriers	to	healthcare	among	foreign	residents	of	Japan
Asako Inagawa（ St. Luke`s University, Graduate School of Public Health）

IS-O-10	 	Developing	a	mixed	method	research:	practicing	genetic	counseling	by	primary	care	physicians	in	Japan
Keiichiro Narumoto（ Hamamatsu University School of Medicine/Shizuoka Family Medicine Residency）
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一般演題（ポスター）１　患者中心の医療�
 10：00～11：00　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

座長：阿部　佳子（医療法人社団やまと　日吉慶友クリニック）

P-001	 ポリファーマシーと自己表現
須田　道雄（須田医院）

P-002	 診療所外来を受診する患者のレクリエーションについて	
−患者中心の医療における “health” の探求−
遠藤　　浩（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）

P-003	 群馬県吾妻地区のアドバンス・ケア・プランニングの取り組み
狩野　道子（原町赤十字病院）

P-004	 へき地における超急性期病床のあり方～HCUから在宅へ～
廣畑　　静（三重県公立紀南病院）

P-005	 「健康ファイル」啓発活動について　～パンチのあるケアと医療を綴る～
吉嶺　文俊（新潟県立十日町病院）

P-006	 癌告知と胃瘻造設に関する事前指示の課題を考える～演者の家族における話し合いを通じて～
生井　宏幸（佐久総合病院総合診療科）

P-007	 脳梗塞治療中に重症肺炎により挿管されHCU管理となるも，自宅退院可能な程度まで症状改善した症例
小野　佑太（組合立紀南病院）

一般演題（ポスター）２　卒前教育（学生教育）①�
 11：00～12：00　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

座長：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）

P-008	 大学教育と連動したクリニックにおけるプライマリ・H・ケア実習の実践―新卒者が就職先に選択できる職場―
鈴木　早苗（亀田ファミリークリニック館山）

P-009	 医療系学生の「自己概念・アイディンティティ測定尺度」に関する構成概念妥当性の予備的検討
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）

P-010	 家庭医療学習会を主導する学生にどう向き合えばよいのだろうか
水本　潤希（愛媛医療生活協同組合　愛媛生協病院）

P-011	 東邦大学出身の若手総合診療医による医学生向けセミナー「東邦大学ジェネラリストセミナー」活動報告
稲葉　　崇（筑波大学総合診療グループ）

P-012	 教育機関に依らない総合診療教育へのチャレンジ　～Yooc!!　１年間の軌跡～
深瀬　　龍（最上町立最上病院）

P-013	 「多職種連携」「BPSモデル」を主テーマとした PBL 教材開発とパイロット版実施の報告
森　　洋平（三重大学医学部附属病院）

一般演題（ポスター）３　卒前教育（学生教育）②�
 10：00～11：00　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

座長：矢部　千鶴（津ファミリークリニック）

P-014	 小中学生に対する僻地診療所の地域医療教育の試み
佐藤　　誠（浜田市国保診療所連合体あさひ診療所）

P-015	 医学生を地域医療実習に呼び込む point	（初期研修医と比較して）
青木　信也（塩田病院）

P-016	 地域医療教育の内容変更による学生の理解・意識への影響の検討
小泉　　健（新潟大学大学院医歯学総合研究科　新潟地域医療学講座　地域医療部門）

P-017	 地元高校生を対象にした医師体験講座を通じての考察
今西　　明（JA 新潟厚生連　上越総合病院　総合診療科）

P-018	 ホームステイ型地域医療実習におけるホストファミリーの思いの調査	
―兵庫県立柏原病院夏季セミナーより―
見坂　恒明（兵庫県立柏原病院　地域医療教育センター、神戸大学大学院医学研究科　地域医療支援学部門）

一般演題（ポスター）　５月13日（土）
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一般演題（ポスター）４　卒前教育（学生教育）③�
 16：00～17：00　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

座長：谷　憲治（徳島大学大学院医歯薬学研究部　総合診療医学分野）

P-019	 京都大学医学部全学生を対象とした臨床実習「地域医療・総合診療」で学生は何を最も印象深く学んだのか？
京都大学医学部　地域医療・総合診療臨床実習ネットワーク（京都大学医学教育推進センター）

P-020	 高校生に対するへき地医療研修の効果について
後藤　忠雄（県北西部地域医療センター）

P-021	 学校連携・親子関係を含めた Bio-Psycho-Social	model を学ぶロールプレイ教育の試み
網谷真理恵（鹿児島大学医歯学総合研究科離島へき地医療人育成センター）

P-022	 総合診療外来実習で他者と振り返ることは医学生にとってどんな経験になるのか？
井上　和興（鳥取大学医学部地域医療学講座）

P-023	 京都大学医学部の「地域医療・総合診療」臨床実習における学生の「リサーチクエスチョンの種」
京都大学医学部　地域医療・総合診療臨床実習ネットワーク（京都大学医学教育推進センター）

一般演題（ポスター）５　卒前教育（学生教育）④�
 10：00～11：00　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

座長：瀬尾　宏美（高知大学医学部附属病院総合診療部）

P-024	 医学部における必修「地域包括ケア実習」導入１年目の報告
藤本　　優（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-025	 島根県中山間地域における地域基盤型医学教育の実践とその学び -混合研究
太田　龍一（雲南市立病院）

P-026	 医学部１年生のHPVワクチンに対する講義前後での変化
根路銘安仁（鹿児島大学医歯学総合研究科離島へき地医療人育成センター）

P-027	 宮崎県内の卒前教育における多職種連携教育の現状
桐ヶ谷大淳（宮崎大学医学部　地域医療・総合診療医学講座）

P-028	 学生・研修医に対し、ICF から生物心理社会的な側面を意識させるための教育実践
黒木　史仁（みちのく総合診療医学センター）

一般演題（ポスター）６　卒後・生涯教育①�
 11：00～12：00　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

座長：熊木　天児（愛媛大学大学院医学系研究科地域医療学）

P-029	 総合診療医による高齢化社会対応学の実践！テクノロジーという高性能の軽装備を纏った寄り添う医療を目指せ
小林　　只（弘前大学医学部附属病院 総合診療部）

P-030	 赤穂市民病院における研修医対象の救急外来症例を事後検討するための勉強会の活動報告
野田　万理（赤穂市民病院）

P-031	 地域で勤務する医師を対象とした生涯研修（医師一週間研修）３年半の取り組み
木下　順二（公益社団法人地域医療振興協会　臨床研修センター）

P-032	 初期臨床研修の場としての中小規模病院という選択肢についての検討
川井　洋輔（新潟県立十日町病院初期研修医）

P-033	 研修医・専攻医における国際医療研修プログラム～徳島県の試み～
鈴記　好博（徳島大学大学院医歯薬学研究部総合診療医学分野）

P-034	 地域基盤型教育による研修医の変化−揖斐の14のアウトカムを用いて−
菅波　祐太（揖斐郡北西部地域医療センター / 久瀬診療所）
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一般演題（ポスター）７　卒後・生涯教育②�
 15：00～16：00　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

座長：泉川　美晴（香川大学医学部・医学系研究科内科学講座血液・免疫・呼吸器内科学）

P-035	 地域医療研修における “一生ものの学び”抽出の取り組み
菅波　祐太（揖斐郡北西部地域医療センター / 久瀬診療所）

P-036	 Family	Medicine	360°派遣による英国・オランダGP研修報告
今藤　誠俊（日本医療福祉生活協同組合連合会 家庭医療学開発センター／尼崎医療生協病院）

P-037	 都市型診療所における看護師のコンピテンシーとその構造−Delphi 調査時の自由記述の分析から−
丸山　　優（埼玉県立大学）

P-038	 冬セミ	はっちぼっちの報告
櫻井　広子（坂総合病院）

P-039	 「家庭医療専門薬剤師レジデンシー」を研修して	（その２）　～レジデント２期生による薬局業務での実践～
河南　真依（株式会社マスカット薬局）

P-040	 『コンダクター型総合診療医』養成の取り組み
黒田　　仁（東北大学病院　総合地域医療教育支援部）

P-041	 総合診療科・専攻医による、初期研修医の教育における工夫と実践　～初期研修医は突然やってくる～
田中　顕道（公立玉名中央病院 総合診療科、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）

一般演題（ポスター）８　卒後・生涯教育③�
 16：00～17：00　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

座長：浅川　麻里（堺市立総合医療センター　総合内科）

P-042	 地域の高校生に命の教育を、第１回紀南メディカルラリー甲子園
森本真之助（三重県公立紀南病院）

P-043	 後期研修医の教育実践のビデオレビューではどのような学びが促進されたか？
高橋　弘樹（筑波大学附属病院　総合診療グループ）

P-044	 家庭医による総合内科専攻医への外来教育についての報告
松島　和樹（関西家庭医療学センター、金井病院）

P-045	 演題取り下げ

P-046	 教育病院におけるシニアレジデントの教育法
石井　　彰（自治医科大学付属さいたま医療センター）

P-047	 Family	Medicine	360°によるフランス家庭医療専攻医の研修受け入れ報告
今藤　誠俊（日本医療福祉生活協同組合連合会 家庭医療学開発センター／尼崎医療生協病院）

一般演題（ポスター）９　予防医療・健康増進①�
 10：00～11：00　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

座長：二宮　大輔（愛媛大学大学院医学系研究科地域医療学講座　西予サテライトセンター）

P-048	 「友と共に学ぶ東西両医学研修の会（TOMOTOMO）」における被災地ボランティア活動
木村　朗子（ともともクリニック、友と共に学ぶ東西両医学研修の会（TOMOTOMO））

P-049	 被災後経過時間による被災地ごとの対象集団としての患者像の変化についての検討
平岡　　遼（ともともクリニック、友と共に学ぶ東西両医学研修の会（TOMOTOMO））

P-050	 著名人のテレビ報道（乳癌告知）後に増加した乳癌患者の要因検討とかかりつけ医の役割（連携体制）
竹中　勝信（高山赤十字病院 放射線科）

P-051	 健康サポート薬局の取り組みについて
相馬　　渉（（株）ファルマ　弘前調剤センター）

P-052	 保育園職員に対する B型肝炎ワクチン接種の取り組み
間遠　一成（間遠医院）

P-053	 商業施設内に設置した無料健康相談窓口の易利用性に関するアンケート調査
猪岡　保裕（東京勤労者医療会東葛病院）
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一般演題（ポスター）10　予防医療・健康増進②�
 15：00～16：00　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

座長：髙橋　直子（近畿大学　薬学部）

P-054	 虐待傷害致死の経過と教訓
戸倉　直実（東葛病院付属診療所）

P-055	 診療所と健康推進員が協同で取り組む地区巡回型健康教室の活動
上田　祐樹（公益社団法人　地域医療振興協会　西浅井地区診療所）

P-056	 東京の谷根千地域におけるCommunity-Based	Participatory	Research
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 ）

P-057	 禁煙治療終了後の長期追跡結果
三宅　洋子（かとうクリニック）

P-058	 当院の切迫早産症例における職種の検討：記述研究
宮田　　潤（恵寿総合病院 家庭医療科）

P-059	 検診からみた60歳以上男性の肥満について
平嶋竜太郎（藤田保健衛生大学救急総合内科）

一般演題（ポスター）11　予防医療・健康増進③�
 16：00～17：00　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

座長：長谷田　真帆（東京大学大学院医学系研究科　社会医学専攻　健康教育・社会学分野）

P-060	 生活習慣病予防の取り組み～小児生活習慣病予防健診を中心に幼児期から青年期も含め～
十枝めぐみ（綾川町国民健康保険綾上診療所）

P-061	 糖尿病教室の改良とその効果
遠藤　聡恵（三重県立一志病院）

P-062	 当院における禁煙外来の導入と振り返り
白井　章太（武川診療所）

P-063	 歩行速度は高齢男性の短期死亡を予測する因子である：美馬コホート研究
藤原　真治（美馬市国民健康保険木屋平診療所、京都医療センター臨床研究センター予防医学研究室）

P-064	 医療機関とのつながりは大腸癌早期発見につながるか。
瀬尾　尚志（耳原総合病院）

P-065	 市町村の健康診断受診後に健康管理を意識したか否かと就労の有無との性別比較
菊地　慶子（浜松医科大学医学部看護学科）

一般演題（ポスター）12　診断と検査①�
 11：00～12：00　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

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-066	 カーネット徴候のみ陽性のため３年間未診断で経過した前皮神経絞扼症候群の１例
谷崎隆太郎（名張市立病院　総合診療科）

P-067	 外傷性の一過性全健忘（TGA）様症状を呈した２症例
得丸　幸夫（得丸医院）

P-068	 健康女性に発症した咽後膿瘍の一例をとおして～頚部重症感染症をどのように発見するか。
山之上弘樹（静岡徳洲会病院）

P-069	 帯状疱疹後腹部膨満を主訴に来院した２症例の検討
八木　　悠（麻生飯塚病院）

P-070	 熱中症mimic ～伊豆にもこうかな花が多い～
吉田　英人（西伊豆健育会病院）

P-071	 ピロリ菌感染診断における血清抗体法の実際と課題
珍田　大輔（弘前大学医学部大学院消化器血液内科学講座）
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一般演題（ポスター）13　診断と検査②�
 15：00～16：00　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

座長：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-072	 ダニ媒介性感染症と薬剤性肺炎の鑑別に難渋した一例
曽我　雄吾（萩崎クリニック、北九州総合病院）

P-073	 血清 IgG4値と FDG-PET を組み合わせた IgG4関連疾患多臓器病変への総合評価
檀上　淳一（香川大学大学院医学研究科、前 香川県立中央病院内科、香川大学医学部精神神経医学講座）

P-074	 病歴と身体所見で診断に迫ることができる一過性全健忘の一例
宮﨑　賢治（筑波メディカルセンター病院　総合診療科）

P-075	 大腸ポリープに対する Jumbo 鉗子を用いた cold	forceps	polypectomy の有用性
森川　昇玲（紀南病院）

P-076	 移動性関節炎を呈した、回帰性リウマチの１例
衣畑　成紀（大阪市立大学　総合診療センター／総合医学教育学）

P-077	 胸部 X線側面像の圧迫骨折の診断における有用性
笹本　将継（身延町早川町組合立飯富病院　救急診療科・整形外科）

一般演題（ポスター）14　診断と検査③�
 11：00～12：00　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

座長：武内　世生（高知大学医学部総合診療部）

P-078	 高齢者収縮期駆出性雑音聴取時の大動脈閉鎖不全症の併存について
井内　和幸（かみいち総合病院）

P-079	 肺野スリガラス状結節（GGN）の診断とフォローアップ
阿藤　一志（昭和伊南総合病院）

P-080	 IgG4関連疾患診断における包括診断基準と臓器特異的な旧診断基準の比較
檀上　淳一（香川大学大学院医学研究科、前 香川県立中央病院内科、香川大学医学部精神神経医学講座）

P-081	 起立性頭痛は臥床により軽快するか？ではなく座位・立位により悪化するか？と問うべきである
入江　　仁（京都府立医科大学大学院医学研究科総合医療・医学教育学）

P-082	 扁桃周囲炎を契機に内頸静脈の血栓性静脈炎と敗血症性肺塞栓症を呈したレミエール症候群の１例
関根　一臣（大阪医科大学附属病院　総合診療科）

P-083	 健康診断で早期診断し得た顕微鏡的多発血管炎の１例
上柴このみ（練馬光が丘病院 総合診療科、地域医療振興協会　地域医療のススメ）

一般演題（ポスター）15　診断と検査④�
 10：00～11：00　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

座長：新鞍　　誠（三重県立志摩病院総合診療科・内科）

P-084	 心窩部痛を主訴に受診した ‘ 先天性横隔膜弛緩に伴う小腸捻転症 ’ の高齢女性の１例
吉岡　　優（地域医療振興協会　臨床研修センター、練馬光が丘病院 総合診療科）

P-085	 演題取り下げ

P-086	 「解剖・動作・エコー・医療用語」による鍼治療技術の共通言語化と標準化～適切な多職種連携を目指して～
吉村　亮次（一般社団法人　日本超音波鍼灸協会、よしむら鍼灸治療院、筋膜性疼痛症候群研究会）

P-087	 若年性認知症の精査で神経梅毒と診断し初期治療を行い、パートナーのケアにも関わることができた一例
紙本美菜子（鳥取県西部家庭医専門プログラム）

P-088	 アシドーシスを伴わない癒着バンド形成による絞扼性小腸イレウスの一例
久田　祥雄（佐賀大学医学部附属病院地域総合診療センター、佐賀大学医学部地域医療支援学講座総合内科部門）

P-089	 大曲診療所における血液培養採取状況および陽性率の実態調査
藤原　和成（出雲家庭医療学センター　大曲診療所）
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一般演題（ポスター）16　診断と検査⑤�
 11：00～12：00　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

座長：高口　浩一（香川県立中央病院総合診療科）

P-090	 急性心不全治療中に急性好酸球性肺炎を発症した一症例
福田　幸寛（筑波大学附属病院総合診療科）

P-091	 当院で経験したツツガムシ病の８例の臨床像
石原　和明（豊後大野市民病院）

P-092	 成人 Still 病にマクロファージ活性化症候群を合併した一例
齊木　好美（地域医療振興協会　練馬光が丘病院　総合診療科）

P-093	 高齢発症の多関節炎から関節リウマチが疑われた１例
安田　雄一（医療法人　博愛会　頴田病院）

P-094	 心窩部から背部にかけての疼痛で発症し、非救急外来で腹腔動脈解離と診断し得た一例
小此木英男（東京慈恵会医科大学附属病院総合診療部）

P-095	 演題取り下げ

一般演題（ポスター）17　診断と検査⑥�
 15：00～16：00　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

座長：早野　恵子（済生会熊本病院救急総合診療センター）

P-096	 急性心膜炎・心タンポナーデを合併した結節性多発動脈炎の症例
植森　貞為（済生会千里病院総合診療部）

P-097	 プライマリ・ケア診療所における運動負荷試験の意義
藤枝　賢晴（藤枝医院、福井医療短期大学）

P-098	 倦怠感を主訴に受診し、	臨床症候・電気生理学的検査から診断したギラン・バレー症候群の一例
千崎　健佑（愛媛大学医学部附属病院総合診療科）

P-099	 多関節痛、頭痛、鼻閉症状が副腎不全の主要症状であった一例
林　　智史（東京医療センター）

P-100	 下腿浮腫を呈する患者のD-dimer 値における動脈硬化危険因子の影響
二子石みき（医療法人社団メディカルアクセス　沢田内科医院）

P-101	 日本のプライマリケアにおける高齢者のアルコール使用障害を検出するための SMAST-G 日本語版の開発
永藤　瑞穂（筑波大学総合診療グループ）

一般演題（ポスター）18　プライマリ・ケアにおける疫学・医療者‐患者関係・身体診察�
 16：00～17：00　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

座長：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）

P-102	 全身性疼痛が唯一の自覚症状であったバセドウ病の一例
坪内　康則（京都鞍馬口医療センター内科（リウマチ科））

P-103	 北関東３県の病院アクセスの地域集積ー空間疫学を用いた記述研究
中村　剛史（自治医科大学地域医療学センター）

P-104	 社内勉強会を通じて薬剤師が考えるポリファーマシー防止対策の問題点の変化に関する報告
岩出賢太郎（株式会社サエラ）

P-105	 Practice	Based	Research	Network（PBRN）設立支援の取り組み
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大学院　地域医療プライマリケア医学）

P-106	 嚥下困難を主訴に受診した未破裂Valsalva 洞動脈瘤の一例
織田　香里（東京医科大学病院総合診療科）

プ
ロ
グ
ラ
ム

５
月
13
日
（
土
）



76

一般演題（ポスター）19　急性期・急性疾患のケア①�
 10：00～11：00　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

座長：村上　晃司（愛媛県立中央病院総合診療科）

P-107	 無菌性髄膜炎では髄膜刺激症状は少ない；自験15例での検討
川上　英孝（吹田徳洲会病院　総合診療科、神経内科）

P-108	 歯性感染症からの両眼窩蜂窩織炎と細菌性髄膜炎から救命された一症例
一瀬　直日（赤穂市民病院）

P-109	 Helicobacter	cinaedi による菌血症・腎嚢胞感染の１例
村上慎一郎（市立池田病院）

P-110	 治療に反応せず死亡に至った摂食障害の症例
安藤　　諭（名古屋医療センター）

P-111	 出産を契機に急性増悪した妊娠合併肺癌に対して gefitinib が奏功した１例
渡辺　珠美（自治医科大学附属さいたま医療センター　総合診療科）

P-112	 抗酒薬内服中の飲酒によりショックを来した２症例
仁木俊一郎（京都南病院）

P-113	 地域の２次中核病院における内因性疾患による高齢救急搬送症例の院内死亡予測因子に関する検討
徳島　圭宜（佐賀大学医学部附属病院総合診療部）

一般演題（ポスター）20　急性期・急性疾患のケア②�
 16：00～17：00　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

座長：井内　和幸（かみいち総合病院内科）

P-114	 当院ハイケアユニットにおける急性期治療・ケア改善のための取り組み
小野塚良輔（埼玉協同病院）

P-115	 急速に増大する顔面腫脹。本当に肉腫？
松永　知世（佐賀大学医学部附属病院　総合診療部）

P-116	 専門家と連携しスムーズに治療開始できた後天性血友病Aの一例
南條　嘉宏（立川相互病院）

P-117	 餅による食餌性イレウスの１例
江口　忠志（国立病院機構　東京医療センター）

P-118	 腹痛、食欲低下で発症し治療困難であった膵原発悪性リンパ腫の一例
武末真希子（飯塚病院）

P-119	 当院の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-120	 当院総合診療科で経験したツツガムシ病３例の検討
木南　貴博（国立病院機構　広島西医療センター）

一般演題（ポスター）21　急性期・急性疾患のケア③�
 10：00～11：00　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

座長：垣花　シゲ（琉球大学　名誉教授）

P-121	 当院における肺炎で入院した患者の転帰と、それに関連する因子の検討
山内　理紗（青森県立中央病院総合診療部）

P-122	 横紋筋融解症を呈したカフェイン中毒の１例
出川　龍哉（日本医科大学付属病院　総合診療科）

P-123	 重篤な基礎疾患があり非外科治療を選択した真菌性感染性心内膜炎
藤本隆一郎（大阪医科大学附属病院 総合診療科）

P-124	 AIDS を基礎疾患としクリプトコッカス脳髄膜炎を発症した一例
石川　大平（飯塚病院 総合診療科）

P-125	 腸管壊死を伴う溶血性尿毒症症候群を発症したが、腸管切除術も行い治癒した高齢者の一症例
児玉祐希子（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）
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P-126	 アトピー性皮膚炎患者が後頚部痛で発症した化膿性椎間板炎の一例
中村　孝典（公立玉名中央病院　総合診療科）

P-127	 地域の一次救急を救うために立ち上がった学生団体「しまうま」
江角　悠太（志摩市民病院）

一般演題（ポスター）22　慢性疾患のケア①�
 15：00～16：00　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

座長：西森　栄太（佐久市立国保浅間総合病院）

P-128	 右手のリンパ浮腫を来したRS3PE 症候群患者の一例
平井　康子（医療法人和仁会　和仁会病院、長崎大学病院）

P-129	 透析医はプライマリ・ケア医であるべきである。
福永　　惠（豊中けいじん会クリニック）

P-130	 後期高齢者における酸化マグネシウム製剤投与中の高マグネシウム血症の発生状況の検討
加藤　貴司（市立稚内病院）

P-131	 当科におけるHelicobacter	pylori 一次除菌率について
川上　浩平（東京医科大学　総合診療医学分野）

P-132	 頸髄損傷慢性期人工呼吸管理中の患者とのコミュニケーションの一法
加藤　一良（我孫子聖仁会病院）

P-133	 タンザニア地方私立病院における慢性疾患ケアプロジェクト	～慢性疾患ケア評価シートACIC を導入して～
弓野　　綾（公益社団法人　日本キリスト教海外医療協力会、聖アンナ・ミッション病院）

一般演題（ポスター）23　慢性疾患のケア②�
 11：00～12：00　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

座長：大塚　伸之（西予市立野村病院内科）

P-134	 タンザニアの地方私立病院における慢性疾患ケア～治療継続群と中断群の比較～
弓野　　綾（公益社団法人　日本キリスト教海外医療協力会 （JOCS）、聖アンナ・ミッション病院）

P-135	 外来通院で、両下腿浮腫と低蛋白血症が改善した糞線虫症の一例
知念　　崇（瀬戸内町へき地診療所）

P-136	 当院における肺非結核性抗酸菌症の臨床経過と地域特性についての検討
早川　史広（東栄町国民健康保険　東栄病院）

P-137	 ビルダグリプチン100mg ＋メトホルミン1000mg からエクメットHD®錠への切替による効果の検討
伊藤　　俊（相模原赤十字病院内科）

P-138	 『糖尿病性腎症重症化予防プログラム』の実践にあたって介護サービス担当者との連携をおこなった症例
佐々木　悟（函館稜北病院）

P-139	 関節リウマチ患者における関節痛と日常生活の現状と目標の調査
倉持　明美（鎌ケ谷総合病院　看護部）

P-140	 関節リウマチ患者における服薬状況の検討
齋藤　るみ（鎌ケ谷総合病院 看護部）

一般演題（ポスター）24　幼小児・思春期のケア�
 15：00～16：00　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

座長：金　弘子（麻生飯塚病院・頴田病院　総合診療科）

P-141	 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」の早期発見と介入ケアの取り組み‐２‐
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）

P-142	 青森県立中央病院で取り扱った小児の異物誤飲　ー消化管異物についてー
村上　祐介（青森県立中央病院　総合診療部・救急部）

P-143	 「佐賀県内の公立中学校２年への性教育活動に対する学校及び講義者の評価」
徳永　　剛（坂井医院（佐賀県佐賀市）、佐賀県医師会副会長・性教育対策委員会委員長）
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P-144	 両側の手指関節痛を主訴に受診した14歳女児の一例
村田　祥子（沖縄県立中部病院　地域診療科）

P-145	 当院における脳死とされうる小児11症例の検討
渡部なつき（飯塚病院、頴田病院）

P-146	 腹部膨隆を主訴に来院し、神経芽腫を診断した小児の一例
近藤　敬太（藤田保健衛生大学総合診療・家庭医療プログラム）

一般演題（ポスター）25　性差医療（男性・女性ケアなど）・メンタルヘルス�
 16：00～17：00　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

座長：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）

P-147	 日本におけるMen’s	health 教育に関する文献レビュー
山下　洋充（医療法人鉄蕉会 亀田ファミリークリニック館山）

P-148	 飲む人も、飲まない人も、断酒会に行こう！　	
アルコール依存症患者が断酒会に行きたくなっちゃう方法
犬尾　　仁（中部協同病院）

P-149	 助産師と家庭医の連携による産後家庭訪問
上川万里子（医療法人鉄蕉会　亀田ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ館山　看護室）

P-150	 プライマリケア医からメンタルヘルス専門家への患者紹介の経緯と転帰について
市来　陽子（聖路加国際病院）

P-151	 Men’s	health をどのように学ぶか	～Men’s	health	ワークショップ開催の報告～
山下　洋充（医療法人鉄蕉会 亀田ファミリークリニック館山）

一般演題（ポスター）26　その他①�
 10：00～11：00　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

座長：鎌村　好孝（徳島県保健福祉部）

P-153	 労作時呼吸困難を主訴として受診し、最終的に閉塞性細気管支炎の診断に至った１例　
田中惣之輔（庄原市立西城市民病院）

P-154	 中小規模病院における施設患者の受け入れの現状と分析
長谷　　亘（公立芽室病院）

P-155	 日本の小規模離島を対象とした巡回診療の疫学調査
中嶋　　裕（ 山口県立総合医療センターへき地医療支援部、山口県周南健康福祉センター、

山口県立総合医療センター　長州総合医・家庭医養成プログラム）

P-156	 ｢地域における総合診療科及び地域医療実践教育拠点を中心とした総合診療医教育体制の有用性の検討｣
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　地域医療実践教育玉名拠点、

公立玉名中央病院　総合診療科）

P-152	 当院における薬剤師当直時の問合せ事項の解析と新人教育への活用
二瓶　大輔（平塚市民病院　薬剤部）

一般演題（ポスター）27　その他②�
 16：00～17：00　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

座長：川本　龍一（愛媛大学医学部地域医療学講座）

P-163	 ICT を活用したへき地医師の学術活動支援～医師の自尊心・住民の信頼・後方病院との連携の向上を志して～
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）

P-157	 都市型診療所における看護師のコンピテンシーとその構造−Delphi 法による適切性の調査から−
大塚眞理子（宮城大学）

P-158	 みどりヶ丘薬局におけるポリファーマシー実態調査と今後の課題
石井不二子（みどりヶ丘薬局）

P-159	 魚沼医療再編は地域医療をどう変えたか　第２報　～十日町診療圏～
齋藤　　悠（新潟県立十日町病院）

＊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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P-160	 インターンシップとして海外からの薬学部学生受け入れに必要なこと
小川　壮寛（株式会社マスカット薬局）

P-161	 『矢追インパクト療法（YIT）』は変形性膝関節症に明らかに有効である
西田　正文（医療法人　西田医院）

P-162	 東京医科大学病院における非居住外国人患者に対する診療実態
山口　佳子（東京医科大学病院　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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International�Session（Poster）①�
 10:00～11:00　ポスター会場（サンポートホール高松　5Ｆ　第2小ホール）

座長：Hiroshi Takagi（ Kawasaki Settlement Clinic/Center of Family Medicine Development(CFMD)/General 
Medicine and Primary Care, University of Tsukuba）

 Manabu Saito（Rural Generalist Program Japan）

IS-P-1	 For	the	better	care	of	foreign	residents	in	our	community	-	Survey	Questionnaire	Result.	
Ji Young Huh（Adventist Medical Center）

IS-P-2	 Advance	Care	Planning	for	All	Adults""
Matthew G. Chan（Oregon Health and Science University）

IS-P-3	 Assessment	of	an	intervention	for	cost-effective	healthcare	in	an	aging	society
Ko Sato（Dept of Pharmacogenomics, St. Marianna University, Graduate school of medicine）

IS-P-4	 Integrated	Community	Care,	using	Municipal	Relief	Funds	for	the	13-Valent	Polysaccharide	Conjugate	
Vaccine	in	town	of	Mihama
TOKUHARU TANAKA（Town of Mihama Nyu Clinic）

IS-P-5	 Identifying	communities	at	high	risk	of	re-admission	in	Singapore	and	understanding	their	needs	during	
transition	from	hospital	to	home	
Darren Y.L. Chan（Singapore General Hospital, Singapore）

IS-P-6	 Role	for	Inter-professional	Workshop	for	the	Promotion	of	Integrated	Community	Care	System	(ICCS)		
Shuichi Nakai（Harmony Clinic）

International�Session（Poster）②�
 11:00～12:00　ポスター会場（サンポートホール高松　5Ｆ　第2小ホール）

座長：Tadao Okada（Tessyoukai Kameda Family Clinic Tateyama）
 Manabu Saito（Rural Generalist Program Japan）

IS-P-7	 Advantageous	body	activity	at	sport	club	for	prevention	of	dementia
Masayoshi Okada （Kobe University of Health、Saika Sport Club）

IS-P-8	 A	case	study	on	Indonesian	nurse	in	Japan's	long	term	care:	Motivation-driven	work	cannot	last	without	
appropriate	support
Marinda Asiah Nuril Haya（ Department of Education and Research in Family and Community Medicine, Mie University Graduate School of Medicine、

Department of Community Medicine, Faculty of Medicine Universitas Indonesia）

IS-P-9	 The	Rajakumar	Movement,	Our	achievements	and	challenges	for	network	of	junior	family	doctors	in	
WONCA	Asia	Pacific	Region
Masatoshi Kondo（Centre for Family Medicine Development / Amagasaki Medical COOP Hospital）

IS-P-10	 WRAP	THERAPY:	A	FENESTRATED	FOOD	WRAP	AS	A	DRESSING	FOR	PRESSURE	ULCERS.
Shunichi Toriyabe（Ohsaki City Hospital Kashimadai）

IS-P-11	 Necrotizing	myositis	of	Streptococcus	dysgalactiae	subsp.	equisimilis
Manabu IZUMI（Saiseikai General Hospital）

IS-P-12	 Dysosmia	and	dysgeusia	associated	with	duloxetine
Katsuyuki Yoshida（ Division of General Medicine, Department of the Comprehensive Medicine 1, Saitama Medical Center, Jichi 

Medical University）
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国際キャリア支援委員会企画（ポスター）①�
 11：00～12：10　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

座長：Sonia Tsukagoshi（RCGP Junior International Committee） 
　　　加藤大祐（三重大学大学院 家庭医療学分野 地域医療学講座）

PI-1	 日英プライマリ・ケア交換留学プログラム～留学後アンケートから見えてきた参加者の学びと気づき～
加藤　大祐（ 日本プライマリ・ケア連合学会 国際キャリア支援委員会、

三重大学大学院医学系研究科 家庭医療学分野 地域医療学講座）

PI-2	 	A	current	status	of	qualitative	research	and	mixed	method	research	in	Japanese	primary	care	
research:	A	systematic	review
Makoto Kaneko（ Musashikoganei Seikyo Clinic, Kita-tama Health Co-operative, 

Division of Clinical Epidemiology, Jikei University School of Medicine）

PI-3	 The	Current	Status	and	Future	Perspective	of	Social	Prescribing	in	the	UK	and	Japan
Yuki Sakai（Kameda Family Clinic Tateyama）

PI-4	 Participation	report	of	Japan-UK	primary	care	exchange	programme	
Differences	between	Japan	and	UK	on	home	visit	and	doctor’s	career	plan
Tatsuya Furutake（Morioka Home Care Clinic）

PI-5	 Learning	from	Community	Matron	in	the	UK
Kazutaka Yoshida（ Department of Family Medicine, Hobara Chuo Clinic/Department of Community and Family Medicine, 

Fukushima Medical University）

PI-6	 The	difference	of	expectation	and	satisfaction	in	Japan	and	United	Kingdom.
Tomoki Matsumoto（Kaita Hospital）

PI-7	 Primary	Care	and	Family	Medicine	in	Korea	-A	report	of	the	study	trip	in	Seoul	and	Jeju	Island,	Korea-
Ririko Kuwana（Ibaraki Prefectural Central Hospital General and Emergency Medicine）

PI-8	 Health	Care	Environments	Surround	Elderly	People	in	Korea	
-	A	Report	Based	on	An	Experience	of	Exchange	Program	–
Asako Saji（The Hokkaido Centre for Family Medicine）

PI-9	 The	training	program	of	family	medicine	comparing	three	hospitals	in	South	Korea.
Yurie Honda（ Department of Family Medicine, Hobara Chuo Clinic/Department of Community and Family Medicine, Fukushima 

Medical University）

国際キャリア支援委員会企画（ポスター）②�
 15：00～16：10　ポスター会場（サンポートホール高松　５階　第２小ホール）

座長：小林直子（富山市まちなか診療所） 
　　　SeoEun Hwang（Department of Family Medicine, Seoul National University Hospital）

PI-10～14	 JAPAN/JIC	INTERNATIONAL	EXCHANGE
Dr Emily Clark MB/BS BSc., (Hons), MRCGP DCH（ Beyond Europe Lead Royal College of General Practitioners Junior 

International Committee）

PI-15～17	 Japan-Korea	Exchange	Program
Hyeyoung Jeong, MD（ Associate Member, the Korean Academy of Family Medicine (KAFM) Resident Trainee, Dept. of Family 

Medicine, Seoul Medical Center）

PI-15	 The	effect	of	weight	reduction	program	among	healthcare	workers:Retrospective	study	using	weight	
reduction	program	reports	of	a	hospital	in	Seoul
Yi Ga-Hye（ Department of Family Medicine & Healthcare Center, SMG-SNU (Seoul Metropolitan Government-Seoul National 

University Hospital) Boramae Medical Center）

PI-16	 National	Trends	in	the	Utilization	of	Hospice-Palliative	Care	among	Terminal	Cancer	Patients	in	South	
Korea,	2010-2014
So-Jung Park（ Department of Hospice & Palliative Service, National Cancer Center, Goyang, Korea / Department of Family Medicine, 

Yonsei University College of Medicine,Seoul, Korea）

PI-17	 Study	on	the	correlation	between	Instant	Noodle	Intake	and	Cardiometabolic	Risk	Factors	of	healthy	Korean	
university	students
Kim SJ, MD（ Health Promotion Center and Department of Family Medicine, Chung-Ang University Hospital, Seoul, Korea）
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