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特別講演� 13：45～15：15　第1会場（サンポートホール高松　３階　大ホール）

人は、誰でも主役になれる
　　　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） 
企画責任者：木下　英孝（医療法人　昭和の杜　木下ファミリークリニック）

横石　知二 （株式会社いろどり）

メインシンポジウム2� 9：15～11：15　第1会場（サンポートホール高松　３階　大ホール）

地域包括ケアシステムと総合診療～未来の日本の医療への架け橋～（実行委員会企画）
　　　座長：木村　眞司（札幌医科大学医療人育成センター） 
　　　　　　阿波谷敏英（高知大学医学部家庭医療学講座） 
企画責任者：阿波谷敏英（高知大学医学部家庭医療学講座） 
　　　　　　佐藤　清人（小豆島中央病院企業団）

地域包括ケアシステムと総合診療
松田　晋哉（産業医科大学 医学部 公衆衛生学教室）

ヘルスケアシステムの原理としての生活モデル
猪飼　周平（一橋大学大学院社会学研究科）

地域包括ケアからケアする社会へ～幸手モデルの取り組み～
中野　智紀（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）

小豆島における地域包括ケアシステム構築の試み
佐藤　清人（小豆島中央病院企業団）

シンポジウム10� 9：15～10：45　第2会場（サンポートホール高松　４階　第1小ホール）

「糖質制限とカロリー制限」　～PC医の知識と対応：栄養、ケトン、出生前、メタボ～（実行委員会企画）
　　　座長：板東　　浩（きたじま田岡病院／徳島大学） 
企画責任者：板東　　浩（きたじま田岡病院／徳島大学）

糖質制限食の有効性と安全性
江部　康二（一般財団法人高雄病院）

ケトン体の新知見
宗田　哲男（宗田マタニティクリニック）

糖質制限とエネルギー制限
～食事療法はエビデンスの得難い領域である～

津田　謹輔（帝塚山学院大学）

妊娠糖尿病における糖質制限食事療法の効果
松本　桃代（永井マザーズホスピタル）

プライマリ・ケア医による指導の工夫～CR	vs	LCD
板東　　浩（きたじま田岡病院／徳島大学）

プログラム　５月14日（日）
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シンポジウム11� 9：15～10：45　第7会場（高松シンボルタワー　６階　国際会議場）

共有しよう！　総合診療専門医として必須のスキル「禁煙診療・禁煙支援」（実行委員会企画） 
　　　座長：野村　英樹（金沢大学附属病院　総合診療部） 
企画責任者：加藤　正隆（かとうクリニック） 
　　　　　　高原　完祐（愛媛十全医療学院附属病院　内科）

亀田京橋クリニックで行っている禁煙支援
郭　　友輝（亀田京橋クリニック）

当院の禁煙治療と愛媛の禁煙支援活動
加藤　正隆（かとうクリニック）

禁煙サポート：診察現場での簡単な声かけ法
高野　義久（たかの呼吸器科内科クリニック）

日常診療と地域での禁煙・防煙・無煙活動
田那村雅子（田那村内科小児科）

シンポジウム12� 9：15～10：45　第11会場（JR ホテルクレメント高松　３階　中宴会場　玉藻・西）

子育て支援を地域で考える（子育て支援プロジェクトチーム企画）
　　　司会：和座　一弘（わざクリニック） 
企画責任者：和座　一弘（わざクリニック）

小児科医における子育て支援活動の取り組み
～情報発信と地域連携～

川村　和久（かわむらこどもクリニック）

医師、自治体、NPOが連携したコンテンツによる子育て支援の取り組み
松本ゆかり（特定非営利活動法人きずなメール・プロジェクト）

妊娠前、妊娠中にもできる子育て支援がある！
太田　　寛（医療法人　慈桜会　瀬戸病院　産婦人科）

行政（市町村）の役割について
胡内　敦司（千葉県松戸市子ども部）

シンポジウム13� 9：15～10：45　第12会場（JR ホテルクレメント高松　３階　大宴会場　飛天・東）

一体どうなっているの？　総合診療専門医制度
企画責任者：草場　鉄周（北海道家庭医療学センター）

草場　鉄周（北海道家庭医療学センター）

前野　哲博（筑波大学附属病院　総合診療科）

大西　弘高（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）

大滝　純司（北海道大学大学院医学研究科医学教育推進センター）

高柳　　亮（前橋協立診療所）

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）

藤沼　康樹（生協浮間診療所）

松下　　明（社会医療法人清風会 奈義ファミリークリニック）
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シンポジウム14� 9：15～11：15　第13会場（JR ホテルクレメント高松　３階　大宴会場　飛天・中）

看取りの文化を取り戻そう！（実行委員会企画）
　　　座長：永井　康徳（医療法人ゆうの森） 
　　　　　　木下　英孝（医療法人　昭和の杜　木下ファミリークリニック） 
企画責任者：木下　英孝（医療法人　昭和の杜　木下ファミリークリニック）

在宅療養・在宅看取りも選択可能な地域づくりに向けた自治体の取り組み
川名理惠子（横須賀市健康部地域医療推進課）

看取りのエピソードを共有しよう
小山　輝幸（特別養護老人ホーム　グリーンヒル泉・横浜）

“看取り”における倫理的問題とアドバンスケアプラニング（ACP）の重要性
箕岡　真子（箕岡医院／東京大学大学院医学系研究科 医療倫理学分野）

大丈夫！豊かな心	最期まで
大山　健児（真宗大谷派　徳成寺）

看取りの文化を醸成する
永井　康徳（医療法人ゆうの森）

シンポジウム15� 10：55～12：25　第12会場（JR ホテルクレメント高松　３階　大宴会場　飛天・東）

主治医として継続的に舵取りを行う手段としての在宅医療（在宅医療委員会企画）
　　　座長：草場　鉄周（北海道家庭医療学センター） 
　　　　　　木村　琢磨（北里大学医学部総合診療医学） 
企画責任者：木村　琢磨（北里大学医学部総合診療医学）

在宅医療の基本的価値に基づいたこれからの在宅医療の在り方
平原佐斗司（東京ふれあい医療生活協同組合　梶原診療所）

総合診療医が主治医機能を維持する手段としての在宅医療の意義
八藤　英典（赤穂市民病院　総合診療科兼内科）

一人診療所を想定した外来から在宅への緩やかな移行
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）

総合診療医と臓器・領域専門医の二人主治医制～認知症とがんの診療を例に～
川越　正平（あおぞら診療所）

シンポジウム16� 13：45～15：15　第2会場（サンポートホール高松　４階　第1小ホール）

高齢者の口から食べる楽しみを支援するために（実行委員会企画）
　　　座長：植田耕一郎（日本大学歯学部　摂食機能療法学教室） 
　　　　　　木村　年秀（まんのう町国民健康保険造田歯科診療所） 
企画責任者：木村　年秀（まんのう町国民健康保険造田歯科診療所）

地域における食支援
菊谷　　武（日本歯科大学  口腔リハビリテーション多摩クリニック）

「食形態マップ」を使用した食べる楽しみの支援
長谷　剛志（公立能登総合病院　歯科口腔外科）

高齢者の口から食べる楽しみを支援するために
～病院管理栄養士の連携～

真珠　文子（公立那賀病院　医療技術部栄養科）

「食べる楽しみ」を支援するまちづくり
丸岡　三紗（まんのう町国民健康保険造田歯科診療所）

買い物難民を救え！　移動スーパーとくし丸
住友　達也（株式会社とくし丸）
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シンポジウム17� 13：45～15：15　第11会場（JR ホテルクレメント高松　３階　中宴会場　玉藻・西）

支部活動の活性化と地域・社会への貢献（支部支援委員会企画）
　　　司会：外山　　学（益田診療所） 
　　　　　　金丸　吉昌（益田診療所美郷町地域包括医療局） 
企画責任者：外山　　学（益田診療所）

総合診療のない地域で総合診療医を育成するー山口県支部会の挑戦ー
齊藤　裕之（山口大学医学部附属病院 総合診療部）

支部活動～東北ブロックおよび宮城からの報告～
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）

北海道ブロック支部の過去5年間の運営について
木村　眞司（札幌医科大学医療人育成センター）

シンポジウム18� 13：45～15：15　第12会場（JR ホテルクレメント高松　３階　大宴会場　飛天・東）

「総合診療医」が生き残るために　シーズン３～勤務スタイルの多様性受容のclass�upを目指して～
（男女共同参画委員会企画）
　　　司会：村田亜紀子（岡山家庭医療センター　津山ファミリークリニック） 
　　　　　　小﨑真規子（堀川病院） 
　スタッフ：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） 
企画責任者：西村　真紀（高知大学家庭医療学講座）

家庭医としての私、親としての私、私としての私
矢部　千鶴（津ファミリークリニック）

出産・育児経験を活かして家庭医になれる「ゆったりしっかり後期研修プログラム彩」運営の苦労とコツ
佐藤　健太（北海道勤医協　総合診療・家庭医療・医学教育センター（GPMEC）／勤医協札幌病院　内科・総合診療科）

組織における女性医師支援～ダイバシティ・マネージメントの活用
野村　恭子（帝京大学医学部衛生学公衆衛生学講座／帝京大学女性医師・研究者支援センター）

12年間の働き方改革が病院にもたらしたもの
清野　佳紀（JCHO 大阪病院　名誉院長）

教育講演6� 9：15～10：45　第14会場（JR ホテルクレメント高松　３階　大宴会場　飛天・西）

Annual�Evidence�Update�in�Primary�Care（EBMプロジェクトチーム企画）
　　　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） 
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）

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）

宮崎　　景（高茶屋診療所）

五十嵐　俊（横浜市立脳卒中・神経脊椎センター　薬剤部）
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教育講演7� 11：25～12：25　第1会場（サンポートホール高松　３階　大ホール）

プライマリ・ケアにおける押さえておきたい古典的文献�
（学会のあり方・知的活性化プロジェクトチーム（通称チーム岡田）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 

／学会のあり方・知的活性化プロジェクトチーム（通称チーム岡田））

大浦　　誠（南砺市民病院）

加藤　光樹（まどかファミリークリニック）

神山　佳之（沖縄県立中部病院　地域診療科／地域ケア科）

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）

中村　琢弥（医療法人社団　弓削メディカルクリニック　滋賀家庭医療学センター）

教育講演8� 10：55～12：25　第2会場（サンポートホール高松　４階　第1小ホール）

日本における循環器疾患のエビデンス（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）

日本における循環器疾患のエビデンス
小川　久雄（国立循環器病研究センター）

教育講演9� 10：55～12：25　第7会場（高松シンボルタワー　６階　国際会議場）

あなたもできる！　日頃の疑問を質的研究で解決！（学会誌（和文）編集委員会企画）
　　　座長：竹村　洋典（三重大学大学院医学系研究科　家庭医療学） 
企画責任者：竹村　洋典（三重大学大学院医学系研究科　家庭医療学）

質的研究のパラダイム
肥田　　武（一宮研伸大学　看護学部看護学科）

質的研究の方法：リサーチクエスチョンとデータ採集
菊川　　誠（九州大学大学院医学研究院　医学教育学講座）

質的研究の方法：データ分析
高橋　徳幸（名古屋大学大学院医学系研究科　地域医療教育学）

プライマリ・ケア連合学会誌への質的研究論文投稿のためのガイドライン
青松　棟吉（佐久総合病院　研修医教育科）

学会ジョイントプログラム2� 12：35～13：35　第2会場（サンポートホール高松　４階　第1小ホール）

日本心身医学会「地域包括ケアにおける心身医療」（実行委員会企画）
　　　座長：岡田　宏基（香川大学医学部医学教育学講座） 
　　　　　　福永　幹彦（関西医科大学　心療内科学講座／関西医科大学附属病院　心療内科・総合診療科） 
企画責任者：板東　　浩（きたじま田岡病院 / 徳島大学）

地域包括ケアシステムにおける心身医学の活用
穂坂　路男（勝山診療所）

心身医療を習得できる家庭医療後期研修医プログラムをめざして
豊田　英嗣（岡山家庭医療センター 日本原病院　心療内科）
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学会ジョイントプログラム3� 12：35～13：35　第7会場（高松シンボルタワー　６階　国際会議場）

日本褥瘡学会「プライマリケアに必要な褥瘡創傷ケアのコツ�
　　　　　　　～在宅医の視点で見る、予防から簡単な治療まで～�
　　　　　　　プロローグ」（実行委員会企画）
　　　座長：鈴木　　央（鈴木内科医院） 
企画責任者：川上　和徳（綾川町国民健康保険陶病院）

「プライマリ・ケアに必要な褥瘡創傷ケアのコツ
～在宅医の視点で見る , 予防から簡単な治療まで～
プロローグ」

中村　義徳（公益財団法人　天理よろづ相談所病院　在宅世話どりセンター）

学会ジョイントプログラム4� �
 12：35～13：35　第12会場（ＪＲホテルクレメント高松　３階　大宴会場　飛天・東）

日本老年医学会「本人の意思を尊重した高齢者ケアのあり方」（実行委員会企画）
　　　座長：川尻　宏昭（高山市役所市民保健部　兼　国民健康保険高根診療所） 
企画責任者：木村　琢磨（北里大学医学部　総合診療医学）

「本人の意思を尊重した高齢者ケアのあり方」
飯島　　節（国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局）

ワークショップ21� 9：15～10：45　第3会場（サンポートホール高松　５階　54会議室）

こんなに違う？結構似ている？　オーストラリアと日本のRural�medicine（へき地医療）�
（島嶼及び僻地医療委員会企画）
企画責任者：木村　和久（沖縄県立中部病院）

齋藤　　学（合同会社ゲネプロ）

本村　和久（沖縄県立中部病院　総合診療科）

金子　　惇（北多摩中央医療生協　むさし小金井診療所）

前田　隆浩（長崎大学大学院　医歯薬学総合研究科　地域医療学分野）

大脇　哲洋（鹿児島大学国際島嶼医療学講座　地域医療学分野）

中桶　了太（長崎大学病院　へき地病院再生支援・教育機構）

朴　　大昊（島根大学医学部　地域医療学講座）

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　純子（長崎医療センター）

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）

安藤　高志（国民健康保険　上川医療センター）
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ワークショップ22� 9：15～12：25　第4会場（サンポートホール高松　６階　61会議室）

プライマリ・ケアエコー使いまくりセミナー　～The�整形内科（肩こり編＋腰痛編）～（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　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）

小林　　只（弘前大学医学部附属病院 総合診療部）

並木　宏文（地域医療振興協会　与那国町診療所）

黒谷　一志（国立病院機構　東埼玉病院）

遠藤　健史（公立邑智病院）

吉村　亮次（一般社団法人 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）

松崎　正史（ソニックジャパン株式会社）

白石　裕子（隠岐広域連合立隠岐島前病院）

ワークショップ23� 9：15～10：45　第5会場（サンポートホール高松　７階　第1リハーサル室）

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）

山岡　和幸（医療法人前橋北病院　薬局）

小泉　達勇（株式会社処方　薬ドットコム）

緒方　宏泰（明治薬科大学）

川末　真理（ひまわり薬局弘大病院前）

矢澤　一博（一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会）

ワークショップ24� 9：15～10：45　第6会場（サンポートホール高松　７階　第3リハーサル室）

後期研修プログラム　はじめの一歩　～ポートフォリオ作成支援を中心に～�
（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）

阿波谷敏英（高知大学医学部家庭医療学講座）

大島　民旗（淀川勤労者厚生協会西淀病院）

鄭　　東孝（国立病院機構東京医療センター 総合内科）

臺野　　巧（勤医協中央病院 総合診療センター）

山田　康介（更別村国民健康保険診療所）

森永　太輔（つむぎファミリークリニック）

日比野将也（藤田保健衛生大学 救急総合内科）

和田　幹生（市立福知山市民病院大江分院）

増山由紀子（医療生協さいたま大井協同診療所／医療福祉生協連家庭医療学開発センター）

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）

松坂　英樹（松坂内科医院／奈義ファミリークリニック）

本郷　舞依（坂総合病院 総合診療科　みちのく総合診療医学センター）
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ワークショップ25� 9：15～10：45　第8会場（高松シンボルタワー　４階　BB スクエア）

研究ポートフォリオに使える！ ICPC-2実践編（ICPC委員会企画）
企画責任者：山田　隆司（台東区立台東病院）

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）

金子　　惇（北多摩中央医療生協　むさし小金井診療所）

大野　毎子（唐津市民病院きたはた）

藤田　伸輔（千葉大学予防医学センター）

大倉　佳宏（徳島大学病院　総合診療部）

ワークショップ26� 9：15～10：45　第10会場（JR ホテルクレメント高松　２階　小宴会場　雅）

FPNｓ企画第3弾～地域の架け橋となる診療所看護師を育てるには？～（公募企画）
企画責任者：田中亜紀子（トータルファミリーケア北西医院）

梅前ちひろ（北海道勤医協中央病院呼吸器センター）

嶋田　文子（大福診療所）

後藤　智美（生協浮間診療所）

宮沢麻有加（飯塚病院）

石井　絵里

ワークショップ27� 10：55～12：25　第3会場（サンポートホール高松　５階　54会議室）

Web診断への第一歩�キーワード選択と SQへの置換、illness�script への応用（公募企画）
企画責任者：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）

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）

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）

塚本　知子（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）

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）

比留川実沙（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）

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）

佐藤　恵里（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）

廣瀬　裕太（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）

三戸　　勉（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）

ワークショップ28� 10：55～12：25　第5会場（サンポートホール高松　７階　第1リハーサル室）�
プレゼンテーションコンテスト（公募企画）
企画責任者：吉野　俊平（飯塚病院総合診療科）

吉野　俊平（飯塚病院総合診療科）

齊藤　裕之（山口大学医学部附属病院　総合診療部）

江本　　賢（飯塚病院総合診療科）
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ワークショップ29� 10：55～12：25　第6会場（サンポートホール高松　７階　第3リハーサル室）

プライマリ・ケア医のための小児在宅医療・療育～実践編：発熱、痙攣～（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）

奈須　康子（社会福祉法人　埼玉医大福祉会　医療型障害児入所施設カルガモの家）

中村　仁隆（地方独立行政法人岐阜県総合医療センター　重症心身障がい児施設すこやか）

島崎　亮司（地域医療振興協会　シティタワー診療所）

ワークショップ30� 10：55～12：25　第8会場（高松シンボルタワー　４階　BB スクエア）

頭の中を革新！プライマリ・ケアにもイノベーション！！（公募企画）
企画責任者：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）

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）

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）

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）

ワークショップ31� 10：55～12：25　第10会場（JR ホテルクレメント高松　２階　小宴会場　雅）

臨床研究デザイン道場�～外来で始める臨床疫学研究～（研究支援委員会企画）
企画責任者：竹島　太郎（自治医科大学地域医療学センター　地域医療学部門）

竹島　太郎（自治医科大学地域医療学センター　地域医療学部門）

福原　俊一（京都大学大学院　医療疫学分野）

大野　毎子（唐津市民病院きたはた）

野口　善令（名古屋第二赤十字病院　総合内科）

一瀬　直日（赤穂市民病院）

佐藤弘太郎（北海道家庭医療学センター）

濱口　杉大（福島県立医科大学　総合内科）

鈴木　雅雄（福島県立医科大学会津医療センター　漢方医学講座）

片岡　裕貴（兵庫県立尼崎総合医療センター　呼吸器内科）

ワークショップ32� 13：45～15：15　第3会場（サンポートホール高松　５階　54会議室）

実践！グラム染色ハンズオンセミナー　～喀痰グラム染色・はじめの一歩～（公募企画）
企画責任者：佐野　良仁（佐野内科リハビリテーションクリニック）

佐野　良仁（佐野内科リハビリテーションクリニック）
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ワークショップ33� 13：45～15：15　第4会場（サンポートホール高松　６階　61会議室）

患者ケアの質向上と医療者間コミュニケーションを劇的に向上させる看護師ポケットエコーの活用法
と学習法（公募企画）
企画責任者：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）

古屋　　聡（山梨市立牧丘病院）

山口　睦弘（ヘルスケア人材育成協会）

小林　　只（弘前大学医学部附属病院 総合診療部）

紅谷　浩之（オレンジホームケアクリニック）

川瀬　佳苗（地域看護ステーション　みかんの木）

上野　美幸（山梨市立牧丘病院）

平野　貴大（弘前大学医学部附属病院 総合診療部）

岡村奈保子（国民健康保険大間病院）

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）

大﨑　久代（公益社団法人　地域医療振興協会　与那国町診療所）

落合　　実（ウィル訪問看護ステーション　江戸川）

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34� 13：45～15：15　第6会場（サンポートホール高松　７階　第3リハーサル室）

総合診療医と漢方医のコラボレーション（公募企画） 
企画責任者：樫尾　明彦（和田堀診療所）

加島　雅之（熊本赤十字病院）

児玉　和彦（こだま小児科）

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）

吉永　　亮（飯塚病院　漢方診療科）

樫尾　明彦（給田ファミリークリニック）

ワークショップ35� 13：45～15：15　第8会場（高松シンボルタワー　４階　BB スクエア）

教科書には載っていない小児診療の極意―信頼関係を築く説明法！（公募企画）
企画責任者：土田　知也（川崎市立多摩病院）

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）

宮地　悠輔（川崎市立多摩病院　小児科）

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）

インタレストグループ9� 12：35～13：35　第3会場（サンポートホール高松　５階　54会議室）

PCFMネットでノウハウをシェア！　ー診療所教育のTips ー（公募企画）
企画責任者：朝倉健太郎（健生会　大福診療所）

朝倉健太郎（健生会　大福診療所）

森　　洋平（三重大学医学部附属病院　総合診療科）

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）
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インタレストグループ10� 12：35～13：35　第4会場（サンポートホール高松　６階　61会議室）

地域性の異なる大学病院総合診療部門による総合診療専門医育成についての検討（公募企画）
企画責任者：多胡　雅毅（佐賀大学医学部附属病院 総合診療部）

大串　昭彦（佐賀大学医学部附属病院 総合診療部）

小川　弘子（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 総合内科学分野）

平川　優香（佐賀大学医学部附属病院 総合診療部／富士大和温泉病院）

高橋　宏瑞（順天堂大学医学部 総合診療科）

森永　康平（獨協医科大学病院 総合診療科・総合診療教育センター）

堀端　　謙（福岡大学病院 総合診療部）

小泉　俊三（一般財団法人東光会 七条診療所）

大塚　文男（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 総合内科学分野）

内藤　俊夫（順天堂大学医学部 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）

杉岡　　隆（佐賀大学医学部 地域医療支援学講座）

山下　秀一（佐賀大学医学部附属病院 総合診療部）

インタレストグループ11� 12：35～13：35　第5会場（サンポートホール高松　７階　第1リハーサル室）

プライマリ・ケアで EBMを利用する（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　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）

矢吹　　拓（国立病院機構　栃木医療センター　内科）

宮崎　　景（高茶屋診療所／三重家庭医療センター　高茶屋）

五十嵐　俊（横浜市立脳卒中・神経脊椎センター　薬剤部）

鈴木佳奈子（4UrSMILE ／家庭支援協会／つながるクリニック）

インタレストグループ12� 12：35～13：35　第6会場（サンポートホール高松　７階　第3リハーサル室）

心不全緩和ケア深論（しんろん）プロジェクト（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）

柴田　龍宏（久留米大学医学部　内科学講座　心臓・血管内科部門）

岸　　拓弥（九州大学循環器病未来医療研究センター）

岡村　知直（飯塚病院　緩和ケア科 / 地域包括ケア推進本部）

吉田　　伸（医療法人博愛会　頴田病院）

大石　醒悟（兵庫県立姫路循環器病センター　循環器内科）

インタレストグループ13� 12：35～13：35　第8会場（高松シンボルタワー　４階　BB スクエア）

日本における診療看護師の現状（公募企画）
企画責任者：初雁　育介（戸塚共立第１病院）

草間　朋子（東京保健医療大学）

若月　優子（板橋中央総合病院）

小豆原朋美（清水両河内診療所）
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インタレストグループ14� 12：35～13：35　第10会場（JR ホテルクレメント高松　２階　小宴会場　雅）

主治医と産業医とのより良い協力関係を目指して（公募企画）
企画責任者：北村　　大（三重大学医学部附属病院総合診療科）

北村　　大（三重大学医学部附属病院総合診療科）

市川　周平（三重大学大学院医学系研究科地域医療学講座）

福田　　洋（順天堂大学医学部総合診療科）

竹村　洋典（三重大学大学院医学部研究科　家庭医療学）

インタレストグループ15� 13：45～15：15　第5会場（サンポートホール高松　７階　第1リハーサル室）

みんなでつくろう！他科研修の “たかまつ ”アイデア集！～家庭医療後期研修における有意義な他科
研修とは～（公募企画）
企画責任者：豊田　喜弘（福島県立医科大学　医学部　地域・家庭医療学講座）

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）

大澤さやか（北茨城市民病院附属家庭医療センター）

鵜飼万実子（亀田ファミリークリニック館山　家庭医療診療科）

豊田　喜弘（福島県立医科大学　医学部　地域・家庭医療学講座）
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一般演題（口演）12　家族志向型ケア・多職種連携①�
 9：15～10：51　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：小﨑真規子（社会医療法人　西陣健康会　堀川病院　内科） 
　　　石橋　幸滋（石橋クリニック）

O-112	 胃瘻造設を考慮したが、在宅療養で経口摂取が可能となった脳性麻痺患者の一例
崎山　隼人（JA 長野厚生連　佐久総合病院）

O-113	 早期発見と多職種連携が有用であったフレイルの一症例
古賀めぐみ（医療法人　康仁会　西の京病院）

O-114	 関連施設間での合同M&Mカンファレンスが透析室勤務者に与える影響
仲野　　惟（佐久総合病院　総合診療科）

O-115	 演題取り下げ

O-116	 精神発達遅滞合併大腸癌症例を多職種連携で外科的切除まで到達できた一経験
森泉　輝哉（伊那中央病院消化器内科）

O-117	 「恋ダンス」動画撮影が多職種連携にもたらした影響
宮道　亮輔（医療法人あい ハンディクリニック）

O-118	 多職種連携教育ワークショップ「とやまいぴー」の活動報告
小浦　友行（富山大学医学部　富山プライマリ・ケア講座）

O-119	 総合診療科における心の健康問題の休職者に対する職場復帰支援の検討−医師と臨床心理士の協働から−
長浦　由紀（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科総合診療学分野）

O-120	 離島における診療看護師の活動報告―離島看護のボトムアップを目指して―
庄山　由美（長崎県壱岐病院）

O-121	 薬剤師の身体診察ワークショップ報告	-	薬剤師と医師と医学生のコラボレーション
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）

O-122	 沖永良部島でバクロフェン髄注療法を行っている重症痙性麻痺の2例
福永　知子（沖永良部徳洲会病院リハビリテーション科）

O-123	 医療現場におけるQI チームの健全な運営のための必要要素の検討
加藤　　寿（六ヶ所村地域家庭医療センター、国保町立小鹿野中央病院）

一般演題（口演）13　高齢者ケア�
 10：55～12：31　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：雨森　正記（医療法人社団弓削メディカルクリニック） 
　　　西村　真紀（高知大学医学部家庭医療学講座）

O-124	 演題取り下げ

O-125	 高齢者の耳垢閉塞に対し、耳垢除去は聴力改善および看護師とのコミュニケーションを向上させるか
土田　知也（聖マリアンナ医科大学　川崎市立多摩病院　総合診療内科）

O-126	 高齢者の様々な疾患・病態に漢方薬シャーベットが有効であった５例の検討
丹村　敏則（愛知県厚生連知多厚生病院）

O-127	 経腸栄養法の差異による身体機能への影響に関する検討
林　　哲朗（国立病院機構東京医療センター総合内科）

O-128	 送迎透析患者（患者）の透析前後の心身の２面性
宮本　和美（（医）星晶会老健伊丹ゆうあい）

O-129	 高齢者が現在の在宅療養及び介護サービスをどうとらえているか～東京都多摩市民インタビューから～
井上ふみ子（川崎市立多摩病院看護部）

O-130	 当院における非高エネルギー外傷の高齢患者診療の検証
豊田　　洋（済生会横浜市南部病院）

O-131	 急性発症の幻視によりシャルル・ボネ症候群の診断に至った1例
佐藤　俊一（東京女子医科大学病院）

O-132	 処方薬とサプリメントの併用によりミルク・アルカリ症候群様の病態を呈し , 高カルシウム血症に至った一例
重信友宇也（広島市立安佐市民病院　総合診療科）

一般演題（口演）　５月14日（日）
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O-133	 かかりつけ医の有無でADLの推移の仕方に差はあるか：JAGES 縦断調査より
長谷田真帆（東京大学大学院医学系研究科　健康教育・社会学 / 保健社会行動学分野）

O-134	 急性期総合病院における医療のありかた―認知症を有する肺炎入院症例に関する検討について―
原田和歌子（広島市立安佐市民病院）

O-135	 演題取り下げ

一般演題（口演）14　栄養・食事・薬剤ケア・リハビリテーション�
 10：55～12：31　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：大橋　英司（医療法人社団　大橋内科胃腸科） 
　　　平山　陽子（東京ほくと医療生活協同組合　王子生協病院）

O-136	 長期間の栄養剤摂取からの銅欠乏による赤血球・白血球の二系統血球減少とネフローゼ症候群を認めた1例
小池　　宙（東京都済生会中央病院総合診療内科）

O-137	 透析患者に併発した銅欠乏症の4例
池田　　弘（重井医学研究所附属病院　内科）

O-138	 胃瘻チューブによるボールバルブ症候群が食道びらんを生じ吐血を併発した１例
橋本　修嗣（名張市立病院　総合診療科、三重大学大学院医学系研究科　名張地域医療学講座）

O-139	 プライマリ・ケア認定薬剤師が外来診療で果たせる役割	—事例検討学習の効果に関する検討—
知念　利孝（宗教法人セブンスデーアドベンチスト教団　アドベンチストメディカルセンター）

O-140	 ポリファーマシー介入に医師薬剤師関係の及ぼす影響の評価とその対策カンファレンス運用
堀之内　登（大分市医師会立アルメイダ病院総合診療科、大分大学医学部総合内科・総合診療科）

O-141	 血液透析患者に対する透析中運動療法への取り組み
澤野　　悟（（医）星晶会愛正透析クリニック MT 部）

O-142	 通所リハビリテーション（リハビリ）における個別支援強化への取り組み
山田　敏子（（医）星晶会　老健伊丹ゆうあい）

O-143	 摂食・嚥下障害患者に対する新たな嚥下内視鏡検査・画像システム導入による取り組み
皆川　頼一（会田記念リハビリテーション病院）

O-144	 高齢患者の多剤併用に対する懸念に関する質的分析
押切　康子（御代の台薬局品川二葉店）

O-145	 赤穂市民病院における経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）の患者背景別予後分析
大沢　　彰（赤穂市民病院）

O-146	 家庭医療診療所で働く管理栄養士が地域医療に果たす役割と課題
本多祐美子（医療法人メファ仁愛会　マイファミリークリニック蒲郡）

O-147	 喘息患者に対する薬剤師外来の患者満足度と服薬アドヒアランスの評価
伊藤　　光（平松内科・呼吸器内科内科小牧ぜんそく睡眠リハビリクリニック）

一般演題（口演）15　終末期のケア①�
 11：20～12：24　第13会場（ＪＲホテルクレメント高松　3階　大宴会場　飛天・中）

座長：廣瀬　英生（県北西部地域医療センター国保和良診療所） 
　　　小林　直子（富山市まちなか診療所）

O-148	 death	education を気長にやってみる　～宗教をタブー視しない～
東條　環樹（北広島町雄鹿原診療所）

O-149	 常駐医師不在の島での看取り　鹿児島県十島村から
中尾　祐樹（鹿児島赤十字病院　総合診療科）

O-150	 当院での死亡症例から読み取れる今後の課題
内田　信之（原町赤十字病院）

O-151	 輸液路確保として8Fr.Trocar を用いた皮下トンネル作成大腿静脈CVカテーテル留置法の検討
目黒　浩昭（（医）明倫会　日光野口病院診療部）

O-152	 地域包括ケア病棟における非がん患者の看取りについての検討
洲脇　直己（社会医療法人 健生会 土庫病院）

O-153	 経口摂取が困難な非がん終末期患者に対する少量輸液施行の医学的意義に関する検討
今永　光彦（国立病院機構東埼玉病院）
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O-154	 家族の意思決定により血液透析見合わせとなった慢性腎不全急性増悪の３例
片岡　秀之（徳島県立中央病院　総合診療科）

O-155	 高齢者はどこで最期を迎えたいかについてどのように考えているか
土田　知也（川崎市立多摩病院　総合診療内科）

一般演題（口演）16　地域包括ケア�
 10：55～12：23　第14会場（ＪＲホテルクレメント高松　3階　大宴会場　飛天・西）

座長：外山　　学（益田診療所） 
　　　窪田　良次（香川大学医学部地域包括医療学講座）

O-156	 海南医療センター内科における登録医夕診支援の現状と課題
喜田　洋平（海南医療センター　内科）

O-157	 地域包括ケアにおける、広域在宅診療グループと急性期型在宅療養支援病院の１つの病院連携の有効性について
小豆畑丈夫（青燈会小豆畑病院、日本大学医学部　救急医学系　救急集中治療医学分野）

O-158	 入院患者のADL変化から見えてくる地域包括ケア病棟の有用性
岸川さおり（公立邑智病院）

O-159	 演題取り下げ

O-160	 「長崎版地域包括ケアシステム」の構築に向けた取り組みについて
鈴木　優美（長崎市役所）

O-161	 地域包括ケアシステムにおける小規模多機能病院としての本吉病院の取り組み
齊藤　稔哲（気仙沼市立本吉病院）

O-162	 地域診断とインタビューから見えてきた多摩市の在宅療養・介護のニーズ
町野　亜古（川崎市立多摩病院）

O-163	 １．長崎市医師会　～長崎市包括ケアまちんなかラウンジ開設5年間の歩み～
宮地登代子（長崎市医師会長崎市包括ケアまちんなかラウンジ）

O-164	 離島独居高齢者の生活調査から生成するこれからの地域支援 ~質的研究による地域特性を踏まえた支援設計 ~
天賀　友紀（萩市国民健康保険見島診療所）

O-165	 どこで入院医療から在宅医療に引き継ぐか
坂本　興美（上天草総合病院）

O-166	 特別養護老人ホームからの二次医療機関予約外受診の現状
笠　　芳紀（雲南市立病院）

一般演題（口演）17　患者中心の医療・多職種連携②�
 13：39～15：15　第7会場（高松シンボルタワー　6階　国際会議場）

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） 
　　　小曽根早知子（筑波大学医学医療系　地域医療教育学）

O-167	 粘液水腫性昏睡の発症に潜む心理社会的背景
水本　潤希（愛媛医療生活協同組合　愛媛生協病院）

O-168	 【矢追インパクト療法】による姿勢の矯正
山脇　　昂（山脇診療所）

O-169	 時間外受診ハンドブックの自治体全家庭配布が受診件数に影響を与えるか　～へき地診療所での分割時系列分析
菅家　智史（福島県立医科大学　医学部　地域・家庭医療学講座）

O-170	 バリント・グループワークの実践
永田勝太郎（千代田国際クリニック）

O-171	 当院における夜間透析（4～5h/ 回）からオーバーナイト（ON）透析（6h≦）移行の必要性
河島　亜樹（（医）星晶会　星優クリニック看護部）

O-172	 禁煙指導と患者中心性についての社会学的側面の考察
御前　秀和（名張市立病院、三重大学家庭医療学講座）

O-173	 埼玉県北部における下肢救済の取り組み
田口　哲也（深谷赤十字病院）

O-174	 高齢心不全患者への多職種介入の重要性：社会的介入によって得られる成果
加藤　雅也（広島市立安佐市民病院）
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O-175	 産科医不足時代に助産師による会陰縫合を考える
名和　正行（札幌徳洲会病院　産婦人科）

O-176	 演題取り下げ

O-177	 低用量アスピリン服用目的不明による脳出血症例から、不適切処方・ポリファーマシーを考える
仲鉢　英夫（湘南鎌倉総合病院　薬剤部）

O-178	 プライマリ・ケア医の産業医との連携における課題の質的評価
北村　　大（三重大学医学部附属病院総合診療科）

一般演題（口演）18　診療所・病院経営・診療の質改善�
 13：39～15：15　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：塩見　勝彦（塩見内科医院） 
　　　松本　正俊（広島大学大学院医歯薬保健学研究院地域医療システム学講座）

O-179	 院内発症～予防は可能か？初期対応は適切か？～
遠山　治彦（東神戸病院）

O-180	 プライマリケア標榜診療所の患者動向についての検討
水嶋　丈雄（水嶋クリニック）

O-181	 演題取り下げ

O-182	 感染症科医のいない感染対策チームによるカンジダ血症患者への診療支援の効果：医療の質改善研究
村上　　穣（佐久総合病院腎臓内科）

O-183	 医療訴訟の解決を支援する鑑定協力医としての活動報告
中嶋　浩二（医療法人社団青葉会　牧野記念病院）

O-184	 Transdisciplinary	team	approach による心電図モニターの安全管理
石田　岳史（さいたま市民医療センター　内科）

O-185	 外国人介護福祉士の職業性ストレスに関する検討
山本　哲子（筑波大学大学院人間総合科学研究科）

O-186	 診療の質改善（Quality	Improvement）に関する卒後教育カリキュラムのエッセンス
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、ハーバード大学医学部 Beth Israel Deaconess Medical Center）

O-187	 診療所におけるポリファーマシーに関する患者意識調査及びその結果のフィードバックによる医療者の意識変化
廣瀬　裕太（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-188	 当院の前皮神経絞扼症候群の検討～プライマリケアでの心得～
脇田　嘉登（愛知医科大学病院）

O-189	 診療所における診療の質改善プロジェクト：	JPCAT を用いて患者中心性の質を評価、改善する　第一報
志田　幸太（高茶屋診療所）

O-190	 総合診療医による病院救急医療体制の構築～経営管理的視点からの考察
小西　竜太（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）19　在宅医療・緩和ケア・終末期のケア②�
 13：45～15：13　第13会場（ＪＲホテルクレメント高松　3階　大宴会場　飛天・中）

座長：十枝めぐみ（綾川町国民健康保険綾上診療所） 
　　　高岡　直子（大田病院　在宅医療課）

O-191	 診療所外来患者における緩和ケア・アプローチの必要性に関する研究
浜野　　淳（筑波大学　医学医療系）

O-192	 薬剤師の在宅訪問により独居で認知症のある糖尿病患者の血糖値が改善した症例
小西　恭子（ゴダイ株式会社　ゴダイ薬局　赤穂店）

O-193	 地方・市中病院における外科医による緩和ケアの現状
山本　達人（都志見病院外科）

O-194	 予後予測スコアを通じて Patient-centered	care が実践できた肺癌患者の1例
岡内眞一郎（水戸協同病院）
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O-195	 サ高住における重介護透析患者への定期巡回・随時対応型訪問介護看護～従来型との比較～
金原　真治（（医）星晶会　星優クリニック訪問介護事業所）

O-196	 演題取り下げ

O-197	 在宅医療ＰＡを使った「踏み込んだ在宅医療」の成果としての夜間緊急往診の著明な減少
安井　　佑（医療法人社団　焔　やまと診療所）

O-198	 在宅非経口摂取症例における嚥下機能評価
宇藤　直人（津軽保健生活協同組合健生病院）

O-199	 在宅療養患者の予後とADL変化
吉田　賢史（医療法人社団公朋会　西嶋医院、医療法人鉄蕉会　亀田クリニック、医療法人鉄蕉会　亀田ファミリークリニック館山）

O-200	 在宅医療における非定型的な心臓ならびに呼吸器リハビリテーションにて日常活動度の改善を得た2例
下山　祐人（医療法人焔　やまと診療所、東京女子医科大学循環器内科学教室）

O-201	 『こうすれば、ここでお看取りできますよ』介護施設で初めての『看取り』をレクチャーと振返りでサポート！
犬尾　　仁（中部協同病院）

一般演題（口演）20　実践報告②�
 13：45～15：13　第14会場（ＪＲホテルクレメント高松　3階　大宴会場　飛天・西）

座長：南木　伸基（さぬき市民病院　呼吸器内科） 
　　　小比賀美香子（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科・総合内科学分野）

O-202	 竹富島クライシス～消防署のない竹富島での救急医療体制について～
石橋　興介（竹富町立竹富診療所）

O-203	 総合診療科の設立にあたる体験について‐豊川市民病院総合家庭医療プログラムの場合‐
山内　淳一（豊川市民病院）

O-204	 離島におけるプライマリ・ケア医のゲートキーパー機能：	14離島での前向きオープンコホート研究
金子　　惇（日本医療福祉生協連　家庭医療学開発センター　むさし小金井診療所、東京慈恵会医科大学　臨床疫学研究部）

O-205	 プライマリケアにおける整形外科診療の有用性
金城　康治（東村立診療所、医療法人八重瀬会同仁病院整形外科）

O-206	 国境なき医師団、パプアニューギニア湾岸州の共同結核対策プロジェクト
山梨　啓友（ Médecins Sans Frontières、長崎大学医歯薬学総合研究科　離島・へき地医療学講座、長崎大学熱帯医学研究所　臨床

感染症学分野）

O-207	 2016年９月以降の沖縄県北大東村における百日咳集団発生に対する感染対策
小澤　　萌（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター附属北大東診療所）

O-208	 ALSO/BLSOの全国展開と当院の取り組み
伊達岡　要（恵寿総合病院　家庭医療科、NPO 法人周生期医療支援機構）

O-209	 地域基幹病院における総合診療内科の役割、開設半年間の活動報告
梅本　富士（深谷赤十字病院総合診療内科）

O-210	 長崎医療センター総合診療科における診療看護師の活動と評価
安達　杏菜（国立病院機構長崎医療センター）

O-211	 「総合診療医ってなんですか？」～研修医・学生に伝えてきたこと・伝えたいこと～
佐藤　寿和（石巻市立病院）

O-212	 健康格差に挑む多職種協働の路上生活者支援活動：ハウジングファースト東京プロジェクト
高桑　郁子（横浜国立大学大学院　都市イノベーション学府）
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一般演題（ポスター）28　在宅医療①�
 11：25～12：25　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：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）

P-164	 在宅 TPPV管理下のALS 患者における外出支援　−多職種連携−
小串　哲生（いまいホームケアクリニック）

P-165	 在宅スキンテアに対して包括的アプローチを実践した一例
田中　啓太（梶原診療所）

P-166	 在宅診療における完全埋め込み型中心静脈ポートに対する捉え方
青田　泰雄（総合病院　厚生中央病院　総合内科）

P-167	 高齢者居住系施設での初回看取りの手順化の試み
大友　　宣（医療法人財団老蘇会　静明館診療所）

P-168	 訪問診療現場におけるDual	Probe 型ポケットエコーの経験
岡田　　豊（つばさクリニック）

P-169	 当診療所の看取りの傾向と分析；非がん患者の在宅看取りは、がん患者の在宅看取りより、本当に難しいのか？
関口由希公（さいわい診療所、埼玉協同病院）

P-170	 １人で始める！地域中核病院からの訪問診療部門確立へのプロセス
細井　崇弘（神栖済生会病院　神栖地域医療教育センター）

一般演題（ポスター）29　在宅医療②�
 13：45～14：50　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：藤原　真治（美馬市国民健康保険木屋平診療所）

P-171	 爪疥癬の在宅診療での診断・治療
落合　紀宏（石巻市立病院）

P-172	 小児在宅医療での看取りの２例
小堀　勝充（熊谷生協病院）

P-173	 北海道農村地域における訪問診療の取り組み
高橋　佳史（公立芽室病院）

P-174	 薬剤師在宅訪問業務の質を向上させる要因の検討	
～患者、医療・介護従事者への満足度アンケート結果から～
宇都宮励子（一般社団法人　大阪ファルマプラン　あおぞら薬局）

P-175	 がん患者および非がん患者の終末期において、皮下注射は在宅死の割合を高める可能性がある
久志本舞衣子（医療生協さいたま　埼玉協同病院、医療生協さいたま　さいわい診療所）

P-176	 ３Dスキャナ・パノラマ動画による家屋構造・生活環境の把握を通院困難地域の住宅改修に活用した１例
長沼　恵滋（へき地医療支援センター）

P-177	 地域包括ケアシステムの構築に向けた豊田加茂医師会の取り組み	
～アンケート調査結果とその対策を中心に～
加藤　真二（一般社団法人　豊田加茂医師会）

一般演題（ポスター）30　在宅医療③�
 9：30～10：35　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：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）

P-178	 豊田加茂在宅医療サポートセンター事業	
−	在宅医療サポートセンター事業の平成28年度の活動報告	−
倉地　雅彦（一般社団法人　豊田加茂医師会）

P-179	 地域医療完結型をめざして，当院での取り組みについて
湯浅　志乃（徳島県立中央病院、徳島大学総合診療医学分野）

P-180	 訪問医師および訪問看護師に対するインタビュー解析による在宅訪問薬剤師のあり方に関する研究
柳本ひとみ（北海道薬科大学　地域医療薬学分野）

P-181	 全結腸切除後の人工肛門患者において５年後に初めて盲端の直腸部から分泌物あり直腸炎と診断された一例
田島　明野（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）　５月14日（日）

プ
ロ
グ
ラ
ム

５
月
14
日
（
日
）



�103

P-182	 高度肥満利用者の社会復帰に向けた介入の一考察	
～対話から希望を引き出す関わり～
山田　栄子（独立行政法人国立病院機構　あわら病院）

P-183	 巨摩共立病院の訪問診療における他院との連携に向けた情報収集方法の検討
遠藤　武男（巨摩共立病院）

P-184	 在宅へ移行し予後が当初の予測よりも延長した進行がんの２例	
大塚　貴博（医療法人麻葉会　明戸大塚医院）

一般演題（ポスター）31　在宅医療④・緩和ケア�
 13：45～14：50　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：藤田　周一郎（冨士クリニック）

P-185	 当院における在宅輸液療法の現状
志村　直子（甲府共立病院）

P-186	 福島県郡山市内にある２つの診療所における在宅医療の連携の試み
星　　吾朗（ 福島県立医科大学 医学部 地域・家庭医療学講座、公益財団法人星総合病院 ほし横塚クリニック、

公益財団法人星総合病院 在宅事業推進部）

P-187	 関節リウマチと重度認知症による行動・心理症状を伴った末期肺癌患者の在宅緩和ケアに難渋した一例
檀上　淳一（香川大学大学院医学研究科、みき診療所、香川大学医学部精神神経医学講座）

P-188	 肺がんにおける全人的ケアの必要性
嶋田　和貴（福井大学医学部地域医療推進講座）

P-189	 当院における包括的がん医療：緩和医療と治療を一貫して行う取り組み
長谷川喜一（和泉市立病院　腫瘍内科）

P-190	 認知症を有する癌患者のがん性疼痛緩和に関する症例報告
市川　聡子（医療法人明医研　ハーモニークリニック）

P-191	 在宅における安らかな療養に貢献する要因の探索	
−遺族へのアンケート調査より−
中島マリア美知子（東京医療センター、中島医院、東京女子医科大学化学療法・緩和ケア科）

一般演題（ポスター）32　終末期のケア①�
 11：25～12：25　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：新屋　洋平（沖縄県立中部病院地域診療科）

P-192	 急性期病院における高齢患者の死亡時刻の検討
稲葉　　崇（筑波大学総合診療グループ、水戸協同病院）

P-193	 終末期の代理意思決定を明確に認識するために、当院で行った事前指示書の更新
西園　久慧（麻生飯塚病院、医療法人博愛会頴田病院）

P-194	 高齢者を対象とした終末期ケア・リビングウィルに関する啓発活動
石原あやか（豊後大野市民病院）

P-195	 緩和ケア病棟を中心としたがん終末期における地域連携
野本　靖史（我孫子聖仁会病院　緩和ケア内科）

P-196	 高度大動脈弁狭窄症による高齢慢性心不全患者の終末期のケアの一例
鈴木　友輔（国立病院機構あわら病院）

P-197	 沖縄県遠隔離島におけるアドバンス・ケア・プランニングの取り組み
船戸　真史（沖縄県立北部病院附属伊平屋診療所）

一般演題（ポスター）33　終末期のケア②�
 13：45～14：50　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：清田　実穂（医療福祉生協連家庭医療学開発センター（CFMD）／川崎医療生活協同組合　あさお診療所）

P-198	 臨床倫理の４分割表を用いたデスカンファレンスの定期開催
矢吹　　拓（国立病院機構 栃木医療センター）
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P-199	 訪問薬剤師を利用した患者の看取り調査報告
小濵　伸太（株式会社協和ホスピタルサービス　協和調剤薬局本局）

P-200	 演題取り下げ

P-201	 小病院におけるエンドオブライフケアの問題点
本田　壮一（美波病院　内科）

P-202	 当科における院内急変の実態調査
西村　正大（地域医療振興協会　市立奈良病院　総合診療科）

一般演題（ポスター）34　歯科・口腔ケア・栄養・食事・薬剤ケア�
 10：35～11：25　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：鈴木　邦子（綾部薬局）

P-203	 外来患者に対する薬局薬剤師による継続的な吸入指導の内容とその評価
有海　秀人（北里大学薬学部 臨床薬学研究・教育センター）

P-204	 歯科を標榜しない急性期市中病院での専門的口腔ケアの取り組みについて	
山田　歩美（埼玉協同病院内科）

P-205	 薬剤総合評価調整加算取得症例からみる病院内のポリファーマシー対策の実態と課題
石井　憲輔（健生会 立川相互病院）

P-206	 入院患者におけるお薬手帳持参状況等に関する多施設調査
笹岡　佑樹（医療法人 渓仁会 手稲家庭医療クリニック）

P-207	 誤嚥性肺炎患者における嚥下造影検査の有効性の検証
鶴田　真三（三重県立一志病院、津市家庭医療クリニック）

P-208	 総合病棟に歯科口腔外科がやってきた～誤嚥性肺炎245症例から見えたもの～
森谷　真紀（耳原総合病院）

一般演題（ポスター）35　リハビリテーション・医療経済�
 11：25～12：25　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：高原　完祐（愛媛十全医療学院附属病院　内科）

P-209	 急性期病棟におけるリハビリテーション回診の取り組みについて
小滝　和也（大阪家庭医療センター、耳原総合病院）

P-210	 総合診療専攻医のリハビリテーションに対する意識と教育研修のあり方−質的研究−
齋藤　正美（北海道文教大学）

P-211	 特別養護老人ホームにおける入居者のポリファーマシーの実態調査
山内　優輔（社会医療法人清風会日本原病院）

P-212	 腰痛に起因した廃用症候群の症例に対する訪問理学療法を経験して
内藤　幾愛（医療法人社団希望会　訪問リハビリテーション烏山、医療法人社団希望会　烏山診療所）

P-213	 中山間地域における医療介護連携情報提供書の有効性と課題
田中　武志（日野病医院組合訪問看護ステーションすまいる）

一般演題（ポスター）36　診療所・病院経営�
 9：30～10：35　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：齋木　啓子（東京ふれあい医療生活協同組合　ふれあいファミリークリニック）

P-214	 医療機関における従業員満足度・患者満足度・収益性の関連性
齋木　啓子（医療福祉生協連家庭医療学開発センター（CFMD） 東京ふれあい医療生活協同組合　ふれあいファミリークリニック）

P-215	 沖縄県の離島診療所における時間外診療の実態調査
與那覇忠博（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-216	 くろまつないブナの森診療所開設プロジェクト：5「O」アプローチ
寺田　　豊（くろまつないブナの森診療所、北海道勤医協家庭医療センター）
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P-217	 医師、医療従事者のQOLの抜本的改革とへき地病院の生き残り戦略		
「海の声 Project」
濱口　政也（組合立紀南病院）

P-218	 群馬県 A市における高齢者の医療・介護のカバー地区の検討
桑山　貴志（自治医科大学医学研究科）

P-219	 病院ホームページのオウンドメディア化と求人効果　~スマホ社会における効率的な病院採用強化策の検討 ~
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-220	 外来待ち時間短縮への試み　～診療所外来予約制導入による効果～
遠藤　広章（みやぎ県南医療生活協同組合 しばた協同クリニック、みちのく総合診療医学センター）

一般演題（ポスター）37　診療の質改善①・ICT・遠隔医療�
 10：35～11：25　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）

P-221	 当院で実践した「番号札」を用いた外来待ち時間対策
髙木　　博（川崎医療生協　川崎セツルメント診療所）

P-222	 地域小規模医療機関における、看護師分野編成の取り組み
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、公立浜坂病院　総合診療科）

P-223	 転院（ケア移行）した際の「薬剤処方に関するエラー」の予防を目的とした医師・薬剤師連携
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　総合診療・在宅支援センター）

P-224	 うちの職場をどう思う？～当へき地診療所職員への意識調査から～
安陪こず恵（哲西町診療所）

P-225	 家庭医医療の研修施設における外来予習時間の実態調査
安藤　崇之（安房地域医療センター、亀田ファミリークリニック館山）

P-226	 「高知医療・介護情報連携システム」をどう活用していくか～薬剤師の立場から～
所谷　美和（特定医療法人長生会　大井田病院）

一般演題（ポスター）38　診療の質改善②�
 13：45～14：50　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：浅井　泰博（湯沢町保健医療センター　センター長）

P-227	 診療所における看護師の担うべき役割を家庭医・看護師がどう認識しているか―アンケート調査より―
居安　綾子（岡山家庭医療センター　湯郷ファミリークリニック）

P-228	 患者の自己診断 “自称インフルエンザ”はどこまで信頼できるか？
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）

P-229	 誤嚥性肺炎における早期経口摂取再開の取り組みは退院時経口摂取率と死亡率に影響する
大髙　由美（津軽保健生活協同組合健生病院）

P-230	 プライマリ・ケア外来での認知症患者さんへの対応の工夫
大森　浩二（医療法人　大森医院）

P-231	 8つのプライマリ・ケア診療所での横断的な質改善活動
福井慶太郎（福井内科消化器科クリニック）

一般演題（ポスター）39　家族志向型ケア・地域包括ケア①�
 10：35～11：25　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：原　穂高（愛媛生協病院家庭医療科）

P-232	 高齢者アンケート調査データを活用した介護予防従事者を対象とした地域診断ワークショップの取り組み
鈴木　　翼（新潟大学医歯学総合病院　次世代医療人育成センター）

P-233	 島根県邑南町の住民要望に答える町づくりを目指す、おおなん支えあいチーム（多職種協働チーム）の取り組み
遠藤　健史（公立邑智病院）

P-234	 地域医療における特定行為研修を受講した看護師の未来
藤川　　耕（県北西部地域医療センター国保白鳥病院）
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P-235	 研修医・医学生の参加型研修・実習としての「診療所における健康カフェ」の現状
菅野　哲也（北里大学医学部　地域総合医療学・総合診療医学、相模原市立青野原診療所）

P-236	 「ペットの飼育を契機に関係性が改善した高齢夫婦」の１例
森　　紘子（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　総合診療・在宅支援センター）

一般演題（ポスター）40　地域包括ケア②�
 9：30～10：35　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：富田　さつき（医療法人社団　富田医院）

P-237	 自主団体が主導した青森県全体を巻き込んだ地域ケアの取り組みと地域おこし団体の関係
平野　貴大（国民健康保険大間病院）

P-238	 急性期病院における高齢入院患者の在宅復帰が成立する条件　第２報	
～介護度が高い症例における検討～
瀬戸　信二（社会医療法人春回会　井上病院）

P-239	 リハビリテーション目的の入院を繰り返しながら当院地域包括ケア病棟を有効に活用している高齢者の１例
石坂　克彦（飯山赤十字病院）

P-240	 地域主体の地域包括ケアシステム構築を目指した健高カフェと５つの取り組みの展開
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-241	 地域住民と診療所職員の協働コミュニティづくりの取り組み～コミュニティマネージャーの役割について
勝田　琴絵（くろまつないブナの森診療所、北海道勤医協家庭医療センター）

P-242	 特別養護老人ホーム−配置医師制度の問題点
河野　清秀（医療法人社団月陽会きよひで内科クリニック）

一般演題（ポスター）41　地域包括ケア③�
 13：45～14：50　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：松下　雅英（高知大学医学部家庭医療学講座）

P-243	 家庭医療診療所におけるワークショップを通じた「まちづくり」プロジェクト
寺田　　豊（くろまつない ブナの森診療所、北海道勤医協家庭医療センター）

P-244	 ともに地域を診るパートナーとして　～勤医協小樽診療所とおたる健康友の会　５年間のあゆみ～
濱野　貴通（勤医協小樽診療所）

P-245	 COPCの第一段階として，実際に健康番組を作成しケーブルテレビで放送し，患者教育へ活用した事例
鳥居　　旬（市立大町総合病院　内科）

P-246	 貧困に加え心理的・社会的困難を伴う単身高齢者の一例
椎野明日実（佐久総合病院）

P-247	 多職種協働での住民研修会を通じて、地域での在宅看取り率を３割にした伊根町での取り組み
石野　秀岳（伊根町国民健康保険伊根診療所）

P-248	 未病に取り組む多世代共創社会に向けた多世代演劇ワークショップ
渡邉　奈穂（東京慈恵会医科大学 医学部看護学科）

一般演題（ポスター）42　高齢者ケア①�
 10：35～11：25　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：原田　和歌子（広島市立安佐市民病院総合診療科）

P-249	 運転免許の「返納」について、どのような感情変化がおきるか？	
ー外来での聞き取り調査からー
星野　啓一（あびこ診療所）

P-250	 医療療養型病床における薬剤師による「EBMスタイル診療支援」の安全性検討
青島　周一（医療法人社団　徳仁会　中野病院）

P-251	 当院における高齢者でのHelicobacter	pylori 除菌治療の現状
岡田　有史（岡田医院）
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P-252	 岐阜県揖斐川町の介護施設職員合同研修会：ICF を学び施設入所後も利用者の社会参加を支援し続ける！
横田　修一（揖斐郡北西部地域医療センター）

P-253	 AMLS と GEMSによる急性期ケアのクオリティー向上
松木薗和也（社会医療法人緑泉会米盛病院）

P-254	 かかりつけ医・もの忘れ外来の開設
寺本　敬一（京都保健会　ふくちやま協立診療所）

一般演題（ポスター）43　高齢者ケア②�
 13：45～14：50　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：石川　美緒（東京ほくと医療生協　鹿浜診療所）

P-255	 高齢入院患者のポリファーマシーを増やさないための介入
福島　　啓（西淀病院地域総合内科）

P-256	 認知症末期患者での本人の意思を尊重した栄養療法決定～症例報告～
遠藤　芽依（大原綜合病院、福島県立医科大学　地域・家庭医療学講座）

P-257	 高齢者のポリファーマシーへの取り組み
山内　紘子（高知大学医学部家庭医療学講座）

P-258	 診療所に通院する高齢者における生活機能の実態
廣川　　健（きらり健康生活協同組合　須川診療所）

P-259	 高血圧を合併した高齢者２型糖尿病患者におけるDPP-4阻害薬切り替えの検討
桐場　千代（国立病院機構　あわら病院）

一般演題（ポスター）44　専門医養成�
 11：25～12：25　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）

P-260	 診療時間内に実施する振り返り
谷本　浩二（新居浜協立病院）

P-261	 医学生における総合診療志向、臓器別専門医志向の比較
谷　　憲治（徳島大学総合診療医学分野）

P-262	 徳島県でのプログラムで初の家庭医療専門医を取得して
田畑　　良（徳島大学総合診療医学分野）

P-263	 家庭医療後期研修での産婦人科トレーニング～赤穂市民病院での内容～続報
松田　宗也（赤穂市民病院　内科）

P-264	 家庭医療専門医の在籍しない病院でのポートフォリオ作成の試み
民部　貴士（川崎医療生活協同組合　川崎協同病院）

P-265	 専攻医に優しい九州へ「KOPe：九州沖縄地区での定例オンラインポートフォリオ勉強会」の活動報告
金　　弘子（頴田病院、飯塚病院）

一般演題（ポスター）45　実践報告①�
 10：35～11：25　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：白川　光雄（海陽町宍喰診療所）

P-266	 災害医療における総合診療医の高い親和性～熊本地震での医療支援活動を通して～
竹内　元規（藤田保健衛生大学病院　救急総合内科）

P-267	 職員のリフレッシュメント・イベントの企画運営を担当したQCサークルの一診療所における５年間の取り組み
賀來　　敦（社会医療法人清風会　奈義ファミリークリニック）

P-268	 奄美の地域医療を結びつける奄美ドクターヘリの運航開始と今後の展望
森田　喜紀（鹿児島県立大島病院総合内科）

P-269	 離島診療所における家族カルテの役割
最勝寺佑介（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター附属座間味診療所）
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P-270	 鳥取県中部地震における当院のDMAT活動と総合内科のかかわり
岡本　　勝（鳥取県立中央病院　総合内科）

P-271	 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２報）
谷口　純一（熊本大学医学部附属病院）

一般演題（ポスター）46　実践報告②�
 9：30～10：35　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：長谷川　陽一（三豊総合病院）

P-272	 地域の医療者向けの在宅ケア普及活動	
～「医師・看護師・薬剤師のための在宅ケアセミナー」の開催～
一戸由美子（社会医療法人　河北医療財団　河北家庭医療学センター）

P-273	 地域 Aにおける市民と医療・介護の専門家の協働	
‐「下町不健康学会」の開催報告
景山　晶子（明治学院大学大学院社会学研究科）

P-274	 赤穂市民病院の産婦人科外来において家庭医による妊婦健診の診療実態調査
立花　祐毅（赤穂市民病院　総合診療科）

P-275	 プライマリ・ケア診療所スタッフによる禁煙推進活動
宮武真佐恵（かとうクリニック）

P-276	 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役割と意義	
～「兵庫県」及び「高知県」での展開第二報
鈴木　富雄（大阪医科大学地域総合医療科学寄附講座）

P-277	 PDCAサイクルを用いた豊田マラソン大会救護班の質改善プロセス
石黒謙一郎（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付講座）

一般演題（ポスター）47　実践報告③�
 13：45～14：50　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：佐藤　勝（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）

P-278	 日本プライマリ・ケア連合学会専門医部会若手医師部門（JF5）活動報告
藤谷　直明（大分大学医学部附属病院総合内科・総合診療科 / 宮崎医院）

P-279	 へき地診療所医師の退職から、地域の医療体制を再考し、継続的かつ発展的なシステムを工夫した一事例
宮野　　馨（山口県立総合医療センターへき地医療支援センター）

P-280	 重症心身障害児の日中一時支援イベント「キッズケアチャレンジさく」を開催して
小松　裕和（佐久総合病院）

P-281	 山梨県大月市における疾病予防・ヘルスプロモーション活動報告
高根　祐希（東京女子医科大学東医療センター）

P-282	 魚沼医療再編は地域医療をどう変えたか　第２報　～山間部地域病院の救急医療の変化～
井上　陽介（湯沢町保健医療センター）

一般演題（ポスター）48　実践報告④�
 10：35～11：25　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：杉山　圭三（愛媛県立中央病院総合診療科）

P-283	 業務改善委員会 “スタッフ間のストレスを減らそうプロジェクト”活動報告
和田　嵩平（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-284	 日常診療の中で地域の労働者を守る	～工業都市・浜松よりじん肺・アスベスト被害の報告～
水谷　民奈（静岡健生会　浜松佐藤町診療所）

P-285	 医療者と製薬企業の対等な関係を考えるワークショップ開催報告
吉田　智美（フリーランス）

P-286	 家庭医としての新たなフィールド　“在宅強化型老人保健施設”
泉　　京子（勤医協老人保健施設柏ケ丘、勤医協平和通りクリニック、勤医協家庭医療センター）
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P-287	 熊本震災　南阿蘇久木野仮設診療所の経験の報告
有馬　泰治（福岡医療団　千鳥橋病院）

P-288	 質の高い禁煙外来運営の試み（第１報ー開設編ー）
松本　真一（地域医療機能推進機構　東京城東病院　総合内科）

一般演題（ポスター）49　実践報告⑤�
 11：25～12：25　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：横井　徹（横井内科医院）

P-289	 東京、岐阜、宮城県でのホスピス緩和ケアの協働・支援（ケア・教育・啓発）の取り組み
田實　武弥（松原アーバンクリニック、田實オフィス、小笠原内科、穂波の郷クリニック）

P-290	 東京医療センターにおける後期研修医によるポートフォリオ勉強会の報告
渡邊　　仁（国立病院機構東京医療センター）

P-291	 「在宅導入外来」の開設により在宅医療へのアクセスが改善した報告
千葉明日香（公益財団法人宮城厚生協会　長町病院）

P-292	 子供にやさしいクリニックにするぞ！委員会の活動報告と今後の課題
辻川　衆宏（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-293	 当院における倫理サポートチーム（ethics	support	team：EST）の取り組みについて
森川日出男（独立行政法人国立病院機構東京医療センター）

一般演題（ポスター）50　多職種連携①�
 9：30～10：35　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：秋山　瞳（唐津市民病院きたはた）

P-294	 定期的な病棟看護スタッフへの教育が功を奏した一例～ヤコブ病の症例を通じて～
杉野　敏之（大津赤十字志賀病院　内科　療養内科）

P-295	 埼玉県深谷市における医師会と薬剤師会への吸入療法に関するアンケート調査
青木　康弘（プラーナクリニック　呼吸器内科）

P-296	 熊本県医療・保健・福祉連携学会の活動と熊本県プライマリ・ケア研究会、JPCA熊本支部の歴史
田中英一郎（せんだメディカルクリニック）

P-297	 地域包括ケアシステム実現に向けて　“ファシリテーションスキルを学ぶ”
定村美紀子（帝京科学大学）

P-298	 保険薬局薬剤師と多職種連携による認知症早期発見の仕組み作りに向けた取組み
安倉　　央（マスカット薬局　倉敷店）

P-299	 地域を基盤とした多大学協働、多職種連携のための one-day ワークショップ IDT-MIE の活動報告
後藤　道子（三重大学大学院医学系研究科地域医療学講座）

P-300	 当法人における在宅カンファレンスの導入および多職種協働への課題
川瀨　隆一（至誠堂総合病院内科）

一般演題（ポスター）51　多職種連携②�
 11：25～12：25　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：市川　聡子（医療法人明医研　ハーモニークリニック）

P-301	 当院における「バイタルリンク」を利用した多種職連携の活動報告
本馬　徳人（本馬医院）

P-302	 診療看護師による退院療養調整への関わり
薄井　美穂（独立行政法人　国立病院機構　名古屋医療センター）

P-303	 介護系職種との知識・情報の共有を目的とした連絡ノートによる成果
北村　正人（マスカット薬局）

P-304	 エコーによる炎症所見を根拠に鍼灸院からペインクリニックに紹介し治療連携で改善した肩部痛患者の一例
黒沢　理人（一般社団法人日本超音波鍼灸協会、トリガーポイント治療院、筋膜性疼痛症候群研究会）
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P-305	 家庭医療看護師勉強会の立ち上げと勉強会がもたらした多職種連携・業務改善
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 家庭医診療科）

P-306	 プライマリ・ケア看護学の勉強会が診療所看護師の自信や誇りに与える影響
加藤早里佳（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-307	 当法人における多職種連携実践～学生ワークショップのまとめ～
芦野　　朱（医療生協さいたま　さいたま総合診療医・家庭医センター）

一般演題（ポスター）52　多職種連携③�
 9：30～10：35　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：木村　年秀（まんのう町国民健康保険造田歯科診療所）

P-308	 地域包括ケア構築を目指した住民参加型研究 ToMEDプロジェクトによる多職種連携の定量的評価
杉山　賢明（東北大学大学院歯学研究科、やまと在宅診療所　登米）

P-309	 施設職員と協力し外来にて経口摂取再開となりQOLの向上に繋がった胃瘻造設後の一例
宮原　圭佑（津軽保健生活協同組合　健生病院）

P-310	 沖縄県の離島において多職種連携により独居を継続できた認知症患者の一例
酒井　達也（沖縄県立南部医療センターこども医療センター附属阿嘉診療所）

P-311	 多職種連携協働の評価ツールAITCS の日本語版の開発
山本　由布（筑波大学附属病院 総合診療グループ、笠間市立病院）

P-312	 へき地における看護部による多職種地域医療研修受け入れの試み
廣畑　　静（三重県公立紀南病院）

P-313	 地域連携を目的とした多職種研修会「残薬の『困った』をみんなで一緒に考えよう」開催についての報告
日下部明彦（横浜市立大学　総合診療医学）

P-314	 特養の介護士が理学療法士と協働する中で、どのような抵抗を示し、いかにリハビリの視点を開花させたか？
後藤　亮平（筑波大学 医学医療系 地域医療教育学）

P-315	 10年先を見据えた災害対策～紀南メディカルラリーの挑戦～
廣畑　　静（三重県公立紀南病院）

一般演題（ポスター）53　多職種連携④�
 10：35～11：25　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：森尾　真明（高知県立あき総合病院）

P-316	 地域の障害者支援施設と診療所のチームビルディングの取り組み
樋口　智也（くろまつないブナの森診療所、北海道勤医協家庭医療センター）

P-317	 日本老年医学会のガイドラインに沿って多職種連携でアプローチした認知症末期で経管栄養在宅患者の１例
大森　久紀（名南診療所）

P-318	 地域密着型病院における活動ビジョン作成のため多職種を交えたWSによって見えた総合診療医とNPの類似性
谷山　尚子（社会医療法人関愛会佐賀関病院）

P-319	 地域包括ケアにおけるポリファーマシーへの取り組みを目指した多職種による研修の実践報告
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、東京医科大学　公衆衛生学分野）

P-320	 開業医・門前薬局連携セミナーによる吸入指導連携促進の効果
高橋恵美利（高崎健康福祉大学、群馬吸入療法研究会）

P-321	 『一流』のプライマリケアNP養成のために必要な教育とは？	
～卒後研修カリキュラム構築の報告～
平山　匡史（大分大学医学部地域医療学センター）

P-322	 保険薬局における EBMの手法を用いた処方提案例
黄川田修平（NPO 法人アヘッドマップ、サンコウ調剤薬局）

P-323	 多職種カンファレンスから紐解く「対応困難と感じる要素」と参加職員にもたらす効果
大谷　紗代（大阪家庭医療センター、西淀病院）
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International�Session（Poster）③�
 9:30～10:35　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：Yuko Takeda（Division of Medical Education, Juntendo University School of Medicine）
 Hiroyuki Kobayashi（ Department of General Medicine, Mito kyodo General Hospital/ 

Mito Clinical Education and Training Center, Tsukuba University Hospital）

IS-P-13	 Reversible	blindness	and	severe	back	pain	in	a	patient	with	alcoholic	ketoacidosis
Hiroaki Wakakuri（Department of General Medicine ＆ Health Science, Nippon Medical School, Tokyo, Japan）

IS-P-14	 A	health	system	research:	comparison	of	formal	and	informal	time	of	long-term	care	for	the	frail	elderly	in	
Japanese	community
Mikiya Sato（Facalty of Medicine, University of Tsukuba）

IS-P-15	 Resident-centered	RAT	（Resident	as	Teacher）	curriculum	innovated	by	Residents
RYO OHSAWA（Kitaibaraki City Hospital/Tsukuba University Hospital）

IS-P-16	 演題取り下げ

IS-P-17	 Evaluation	of	nutritional	status	in	Japanese	home-care	patients	using	The	Mini	Nutritional	Assessment
Haruka Kuno（Department of General Medicine and Primary Care, University of Tsukuba Hospital）

IS-P-18	 Using	Proton	Pump	Inhibitors	Correlates	with	an	Increased	Risk	of	Chronic	Kidney	Disease:	Literature	
Review	and	Meta-Analysis
Shih-Fen Hung（Chen Ching Hospital Chung Kang Branch）

IS-P-19	 An	elderly	woman	with	severe	stomatitis	and	pancytopenia	due	to	methotrexate	dosing	error
Kiichiro Yoshida（University of Toyama Hospital, Department of General Medicine）

IS-P-20	 A	70-year-old	woman	with	zoledronate-induced	Fanconi	syndrome
Koshiro Fukuda（ Department of nephrology, Tokyo Metropolitan Cancer and Infectious Disease Center Komagome Hospital、

Department of general medicine, Tokyo Metropolitan Cancer and Infectious Disease Center Komagome Hospital）

International�Session（Poster）④�
 10:35～11:25　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：Hiroyuki Kobayashi（ Department of General Medicine, Mito kyodo General Hospital/ 
Mito Clinical Education and Training Center, Tsukuba University Hospital）

 Nobutaka Hirooka（Department of General Internal Medicine, Saitama Medical University）

IS-P-21	 Applicability	of	in-hospital	mortality	prediction	score	for	patients	with	hypothermia	in	a	Japanese	community	
hospital	setting.
Naoto Ishimaru（Akashi Medical Center）

IS-P-22	 SCREENING	FOR	DEPRESSION	IN	DIABETIC	PATIENTS
Mohammad Z AlBaik（Prince Sultan Medical Military City）

IS-P-23	 Retrospective	analysis	of	antibacterial	treatment	for	infectious	disease	of	200	cases	of	elderly	patients	in	the	
Noda	City	District.
Kazuki Taoka（Department of Hematology and Oncology, Graduate School of Medicine, The University of Tokyo/Noda Hospital）

IS-P-24	 Treating	upper	limb	spasticity	with	Botulinum	（BoNT-A）	toxin	to	avoid	bronchitis	and	gastrostomy	skin	
problem:	A	Case	Report
Tomoko Nakamura（Saganoseki Hospital）

IS-P-25	 A	case	of	paraneoplastic	pemphigus	associated	with	follicular	lymphoma
Ai Kawamura（Jichi Medical University Saitama Medical Center Department of General Medicine）

IS-P-26	 Choosing	Wisely	Campaign	in	Japan	~Students	Initiative~	
Mano Soshi（Osaka Medical College）
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学生セッション① 9：45～11：05　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：岡山　雅信（神戸大学大学院医学系研究科・医学部　地域医療教育学部門）

SP-01	 早期医療体験実習プログラムによる医学生のプロフェッショナリズムに対する理解と興味の変化についての研究
山添　紗希（三重大学医学部医学科４年生）

SP-02	 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
大原　昂洋（三重大学医学部医学科４年）

SP-03	 早期体験型医療実習による医学生の地域医療に対する理解と興味はどの程度、どのように、なぜ変化するのか？
愛知　千明（三重大学医学部医学科４年生）

SP-04	 早期医療体験実習で医学生の患者中心の医療に対する認識と興味はどの程度、どのように、なぜ変化するのか？
石谷　健人（三重大学医学部医学科４年生）

SP-05	 三重大学の医学生が三重県での勤務を志望することに関わる因子の検討
山口　高史（三重大学医学部医学科）

SP-06	 山間地域における終末期医療に関する意識調査
山手　敦史（愛媛大学医学部３年生）

SP-07	 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（第十報）
西ヶ谷温希（疫学研究会）

SP-08	 福井大学医学部学生による高浜中学校地域医療特別授業
吉本梓希子（福井大学医学部医学科）

SP-09	 兵庫県神崎郡神河町における「高校生と医学生のための地域医療体験実習」	
～２年間の取り組みを通じて～
荘子　万能（大阪医科大学医学部医学科）

SP-10	 未来のプライマリ・ケアへの架け橋　「長崎多職種連携・たまごの会」
内田　直子（長崎大学医学部医学科）

学生セッション② 11：05～12：25　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：大脇　哲洋（ 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科地域医療学分野）

SP-11	 トビタテ！留学 JAPANプログラムで留学したインドネシアでの臨床および公衆衛生実習
田井村依里（鹿児島大学医学部医学科）

SP-12	 ワールドカフェを用いたへき地医療研修会の取り組みと地域枠特別入学学生に及ぼす効果の検討
河合　紗和（愛知医科大学）

SP-13	 兵庫県養父市における学生を中心とした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）

SP-14	 医学生による “Choosing	Wisely” の実践	
～患者と医療者のより良い対話のために～
中原　　舜（大阪医科大学医学部医学科）

SP-15	 三重大学医学生団体MUSHによる子どもメディカルラリーの開催と得られた効果
畔柳　有里（三重大学）

SP-16	 認知症になっても地域で暮らし続けるために　～学生からの提言～
島田　直英（島根大学医学部医学科）

SP-17	 軽度皮膚炎の早期治癒に向けた強いクラスのステロイド外用剤の使用
西山　　愛（摂南大学薬学部）

SP-18	 横紋筋融解症を来たし重症管理を必要とした、パレコウイルスの４例
南　　幸治（愛知医科大学 医学部医学科）

SP-19	 運動を契機に発症した好酸球性浮腫の１例
森　　拓也（愛知医科大学　医学部医学科）

SP-20	 地域在住独居高齢者の社会的交流へ影響を与えるライフコースの考察−インタビューによる質的研究−
本間　　侑（浜松医科大学医学部医学科）
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