
プログラム
６月16日（土）
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理事長講演 13：15～13：25　第1会場（三重県総合文化センター　文化会館 1F　大ホール）

座長：竹村　洋典（  三重大学大学院医学系研究科家庭医療学・医学部附属病院総合診療科）

丸山　　泉（  一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会）

大会長講演 13：25～14：35　第1会場（三重県総合文化センター　文化会館 1F　大ホール）

日本に総合診療が必要と言える理由は？
Reasons why family medicine/general practice is essential in present-day Japan
座長：北村　　大（  三重大学医学部附属病院　総合診療科）

竹村　洋典  （三重大学大学院医学系研究科家庭医療学・医学部附属病院総合診療科）

メインシンポジウム1 14：45～16：15　第1会場（三重県総合文化センター　文化会館 1F　大ホール）

現在、地方が直面する医療問題、そして未来に向けてとるべき対策
座長・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・医学部附属病院総合診療科）

実行委員会企画

地域共生社会の実現に向けて
亀井　利克（  名張市）

未来の地域をめぐる対話とそれに基づくイノベーション：オランダのチャレンジを手がかりに
堀田　聰子（  慶応大学大学院健康マネッジメント研究科）

現在、地方が直面する医療問題、そして未来に向けてとるべき対策
武田　俊彦（  厚生労働省 医政局）

メインシンポジウム2 16：30～18：00　第1会場（三重県総合文化センター　文化会館 1F　大ホール）

現在、大都市、そして日本が直面する医療問題、そして未来に向けてとるべき対策
座長・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・医学部附属病院総合診療科）

実行委員会企画

進行中の医療・介護改革と今後の展望
中村　秀一（  国際医療福祉大学大学院）

医療の問題、地下にあるものを考える
細谷　辰之（  日本医師会総合政策研究機構）

シンポジウム1 8：30～10：00　第1会場（三重県総合文化センター　文化会館 1F　大ホール）

専門研修の課題とその解決に向けて
企画責任者：高柳　　亮（  群馬家庭医療学センター前橋協立診療所）

専門研修支援委員会、専攻医部会合同企画

少人数在籍プログラムとして～聖路加国際病院　病院総合医・家庭医プログラム～
富田　詩織（  聖路加国際病院）

多人数在籍プログラムとして～北海道家庭医療学センター 家庭医療学専門医コース～
髙石　恵一（  医療法人北海道家庭医療学センター　北星ファミリークリニック）

少数専攻医が在籍するプログラム　指導医のリアル　～医療生協家庭医療学レジデンシー・せとうち～
原　　穂高（  愛媛生協病院）

多数の専攻医・指導医が在籍するプログラムの一例～つくば家庭医・病院総合医プログラム
吉本　　尚（  筑波大学　医学医療系）

家庭医療専攻医が専門研修に求めるもの～専攻医部会のニーズ調査から～
山内　優輔（  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）

九州沖縄地区における月1回定例オンラインでのポートフォリオ勉強会「KOPe」の取り組み
金　　弘子（  頴田病院 総合診療科／飯塚・頴田 家庭医療プログラム）
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シンポジウム2 8：30～10：00　第6会場（三重県総合文化センター　文化会館 1F　レセプションルーム）

「総合診療専門医」の研修プログラムで在宅医療の研修をどう位置付けるか
　　　座長：川越　正平（  あおぞら診療所）
　　　　　　木村　琢磨（  北里大学医学部 地域総合医療学）
企画責任者：木村　琢磨（  北里大学医学部 地域総合医療学）

在宅医療委員会、日本在宅医学会合同企画

病院における在宅研修ー佐久総合病院でやっていることー
鄭　　真徳（  佐久総合病院 総合診療科）

診療所における在宅研修ー弓削メディカルクリニックでやっていることー
雨森　正記（  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）

総合診療専門医研修と在宅医療専門医研修の連動モデルの構築
平原佐斗司（  東京ふれあい医療生活協同組合 梶原診療所）

シンポジウム3 
 8：30～10：00　第10会場（三重県総合文化センター　男女共同参画センター 2F　セミナー室B）

English

徹底検証！国際交流の意義とは　～ Think globally, Act locally～
　　　司会：原田　直樹（  津ファミリークリニック／三重大学家庭医療学）
　　　　　　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）
企画責任者：原田　直樹（  津ファミリークリニック／三重大学家庭医療学）

国際キャリア支援委員会企画

若手が考える国際交流の意義とは
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）

ミクロ・メゾ・マクロで見るプライマリケア医としての国際交流の意義
長嶺由衣子（  千葉大学予防医学センター　社会予防医学部門）

若手家庭医に向けた国際活動のリーダーシップ、チームワーク、そして組織的活動
吉田　　伸（  医療法人博愛会 頴田病院）

Sonia Tsukagoshi（  Royal College of General Practitioners/公立大学法人福島県立医科大学医学部　地域・家庭医療学講座）

世界の家庭医に支えられて今がある
葛西　龍樹（  公立大学法人　福島県立医科大学医学部　地域・家庭医療学講座）

シンポジウム4 
 8：30～10：00　第11会場（三重県総合文化センター　男女共同参画センター 1F　多目的ホール）

地域包括ケア時代の多職種連携・協働のカタチ ～縦割・地域・境界を超えるには～
座長・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）

多職種協働委員会企画

プライマリ・ケア診療所看護師の立場から
後藤　智美（  大分県立看護科学大学）

連携・協働は多職種の役割を知ることから
坂口　眞弓（  みどり薬局）

リハビリテーションにおける、地域での連携の取り組み
渡部　和也（  寿都町立寿都診療所）

歯科医師の立場から
小玉　　剛（  公益社団法人　日本歯科医師会）
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シンポジウム5 8：30～10：00　第14会場（三重県総合文化センター　生涯学習センター 2F　視聴覚室）

災害時にプライマリ・ケア医は何をすべきか
　　　座長：古屋　　聡（  山梨市立牧丘病院）
　　　　　　齊藤　稔哲（  気仙沼市立本吉病院）
企画責任者：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）

災害医療システム委員会企画

災害とプライマリケア医
小早川義貴（  国立病院機構　災害医療センター）

自然災害大国日本において家庭医療・総合診療の役割とは
～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）

避難所における看護とプライマリ・ケア医のサポート
竹内　美妃（  キャンナス釧路）

亜急性期以降の地域包括ケアシステムの復旧・復興の重要性
～プライマリ・ケア医が求められる時・場とは～

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）

シンポジウム6 10：15～11：45　第1会場（三重県総合文化センター　文化会館 1F　大ホール）

総合診療プログラム運営・成功のコツ
　　　座長：日比野将也（  藤田保健衛生大学 救急総合内科）
　　　　　　横谷　省治（  北茨城市民病院附属家庭医療センター）
企画責任者：日比野将也（  藤田保健衛生大学 救急総合内科）

プログラム運営・FD委員会企画

家庭医療専門研修プログラムの運営側から
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）

プログラムの運営と発展のために～カリスマ不在で
大島　民旗（  淀川勤労者厚生協会西淀病院）

北海道家庭医療学センターにて専攻医受入れにあたり実践していること
高橋　宏昌（  北海道家庭医療学センター）

新設プログラムを修了して分かったこと　 ～（ほぼ）一人専攻として、専攻医部会幹事として～
今西　　明（  新潟大学医歯学総合病院　血液・内分泌・代謝内科）

シンポジウム7 10：15～11：45　第2会場（三重県総合文化センター　文化会館 1F　中ホール）
English

世界各国で必要とされる総合診療　－総合診療は世界の医療問題を解決できるかー
座長・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・医学部附属病院総合診療科）

2019年WONCA APR 実行委員会企画

The role of the Family Doctor in the Healthcare System during challenging times.
Kwok Tung Donald Li（  MBBS, FHKAM(Fam Med), FRACGP(Hon), FRCGP(Hon), FHKCFP, FFPH, President Elect, World 

Organization of Family Doctors(WONCA)）

The needs for general practice/family medicine worldwide: can it solve medical problems?
Young Sik Kim（  Department of Family Medicine, Asan Medical Center, University of Ulsan College of Medicine/Chair of the 

22nd WONCA World Conference 2018, Seoul）

Medical generalists:bringing forward a brighter future
伴　信太郎（  愛知医科大学　医学教育センター）
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シンポジウム8 10：15～11：45　第6会場（三重県総合文化センター　文化会館 1F　レセプションルーム）

はじめて研究に携わる人に贈る言葉
　　　座長：市川　周平（  三重大学医学部　名張地域医療学講座）
　　　　　　松島　雅人（  東京慈恵会医科大学　総合医科学研究センター　臨床疫学研究部）
企画責任者：市川　周平（  三重大学医学部　名張地域医療学講座）

和文誌編集委員会企画

研究の過程を俯瞰してみよう
市川　周平（  三重大学医学部　名張地域医療学講座）

Research questionの立案と研究指導
松島　雅人（  東京慈恵会医科大学　総合医科学研究センター　臨床疫学研究部）

倫理委員会で審査する内容～研究計画書作成のポイント～
佐藤　寿一（  名古屋大学大学院医学系研究科　総合診療医学）

臨床研究をうまくマネジメントするための10箇条
青木　拓也（  京都大学大学院医学研究科　医療疫学分野）

シンポジウム9 
 10：15～11：45　第11会場（三重県総合文化センター　男女共同参画センター 1F　多目的ホール）

薬剤耐性（AMR）対策におけるプライマリ・ケア医の役割
座長・企画責任者：宮崎　　景（  みえ医療福祉生活協同組合　高茶屋診療所）

実行委員会企画

薬剤耐性（AMR）対策で日本の医療はどう変わるか
大曲　貴夫（  国立国際医療研究センター病院）

臨床現場と地域で取り組む薬剤耐性（AMR）対策
具　　芳明（  国立国際医療研究センター病院　AMR臨床リファレンスセンター）

日常診療で実践する薬剤耐性（AMR）対策
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）

シンポジウム10 10：15～11：45　第14会場（三重県総合文化センター　生涯学習センター 2F　視聴覚室）

ポリファーマシー対策は進んでいるのか？ ～現場での取り組みと課題～
　　　座長：宮田　靖志（  愛知医科大学　地域医療教育学寄附講座）
　　　　　　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）
企画責任者：宮田　靖志（  愛知医科大学　地域医療教育学寄附講座）

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

病院勤務の薬剤師と医師・歯科医師が行うポリファーマシー対策
仲井　培雄（  医療法人社団和楽仁芳珠記念病院）

病院が主導するポリファーマシー是正
吉岡　睦展（  宝塚市立病院　薬剤部）

診察室から地域へ―まず自ら行動することに意義がある
福士　元春（  武蔵国分寺公園クリニック）

ポリファーマシー対策－診療所薬剤師による処方提案と医薬連携－
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）
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シンポジウム11 10：15～11：45　第15会場（三重県総合文化センター　生涯学習センター 2F　小研修室）

みんなでつくろう地域ケアレシピ集・第４弾～レシピを吟味しよう～
　　　座長：井階　友貴（  福井大学医学部地域プライマリケア講座）
　　　　　　鈴木　　央（  鈴木内科医院）
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）

地域ケア事例集作成プロジェクトチーム企画

東京の「下町」谷中・根津・千駄木におけるソーシャルキャピタルを活用したCBPR
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 医学教育学部門）

多世代コミュニティの場「おーい、ココロンくらぶ」の取り組み
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（CFMD））

僻地での訪問リハビリテーションの導入～住民のニーズに向き合う～
森　　冬人（  福島県立医科大学医学部　地域・家庭医療学講座/只見町国民健康保険朝日診療所）

シンポジウム12 10：15～11：45　第16会場（三重県総合博物館（MieMu)　博物館 3F　レクチャールーム）

個人の「診療範囲」と病院・地域の「診療範囲」を考える
　　　　　座長：齋藤　　学（  合同会社ゲネプロ）
コメンテーター：Tarun Sen Gupta（  College of Medicine & Dentistry, James Cook University）
　アドバイザー：杉山　賢明（  東北大学大学院歯学研究科 　歯学イノベーションリエゾンセンター）
　　企画責任者：橋本　修嗣（  名張市立病院　総合診療科）

実行委員会企画

離島・へき地型の家庭医の立場から
本村　和久（  沖縄県立中部病院　総合診療科）

離島・へき地型総合診療医の立場から
山口　純子（  長崎県離島医療医師の会 離島・へき地医療開発部）

都市型家庭医の立場から
金子　　惇（  浜松医科大学　地域家庭医療学講座）

都市型病院総合診療医の立場から
石丸　裕康（  天理よろづ相談所病院 総合診療教育部 ）

シンポジウム13 10：15～11：45　第18会場（三重県総合博物館（MieMu)　博物館 2F　実習室）

プライマリ・ケア領域で活躍する診療看護師
座長・企画責任者：久保　徳彦（  国立病院機構　別府医療センター　総合診療科）

公募企画

診療看護師（NP）とは　
～大学院修士課程における診療看護師（NP）教育～

甲斐　博美（  大分県立看護科学大学　専門看護学講座　成人・老年看護学（NPコース））

離島における診療看護師の役割
―トータルマネジメントできる診療看護師―

庄山　由美（  国立病院機構　長崎医療センター・前)長崎県壱岐病院）

総合病院における診療看護師の役割
村田　美幸（  国立病院機構　高崎総合医療センター　統括診療部　診療看護師）

診療看護師はプライマリ・ケアで活躍できるか
～将来の可能性と展望について～

和泉　泰衛（  国立病院機構　長崎医療センター　総合診療科・総合内科）
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シンポジウム14 14：45～16：15　第14会場（三重県総合文化センター　生涯学習センター 2F　視聴覚室）

大人になった障害者たちのケア　～プライマリケアの出番ですよ！！～
座長・企画責任者：洪　　英在（  三重県立一志病院）

実行委員会企画

在宅医療的ケア児者のためのシームレスな地域医療連携体制
岩本彰太郎（  三重大学医学部附属病院　小児トータルケアセンター）

成人期以降の知的障害者の健康を支えるために医療機関へのつながりを求めて
金　　壽子（  神奈川県立保健福祉大学健康福祉学部看護学科）

知的・発達障害者の移行期の現状と課題
樋端　佑樹（  信州大学医学部附属病院子どものこころ発達医学講座）

シンポジウム15 14：45～16：15　第16会場（三重県総合博物館（MieMu)　博物館 3F　レクチャールーム）

プライマリ・ケア看護学の今後について
　　　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）
　　　　　　北西　史直（  トータルファミリーケア北西医院／富士地域ケア総合医療センター）
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）

プライマリ・ケア看護師養成プロジェクトチーム企画

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）

診療所看護師研修プログラムを試行して
後藤　智美（  大分県立看護科学大学）

診療看護師（NP）への道
田平　絵里（  ホームケアクリニック横浜港南）

三重県のプライマリ・ケアエキスパートナース
澁谷　咲子（  三重県立一志病院）

シンポジウム16 
 16：30～18：00　第11会場（三重県総合文化センター　男女共同参画センター 1F　多目的ホール）

アドバンス・ケア・プラニングの光と影　～ちょっと立ち止まってみませんか？～
座長・企画責任者：湯浅　美鈴（  三重大学大学院医学系研究科　地域医療学講座）

実行委員会企画

シナリオのない看取り
越智　晶俊（  越智医院）

ここがヘンだよACP
川口　篤也（  函館稜北病院 総合診療科）

これからのエンドオブライフケアを考える
横江由理子（  いきいき在宅クリニック）



42

プ
ロ
グ
ラ
ム 

6
月
16
日
（
土
）

シンポジウム17 
 16：30～18：00　第13会場（三重県総合文化センター　生涯学習センター 4F　第2小研修室）

WHO健康の社会的決定要因（SDH）報告書からニコチン依存をタバコ・フリー WGとともに考える
　　　座長：加藤　正隆（  かとうクリニック）
　　　　　　野村　英樹（  金沢大学附属病院　総合診療部）
企画責任者：門田耕一郎（  重工記念長崎病院）

タバコ・フリーワーキンググループ企画

Social determinant of Health (健康の社会的決定要因)とタバコー社会疫学的視点からー
三瓶舞紀子（  国立成育医療研究センター 社会医学研究部）

世代を超える喫煙の影響について
郷間　　巌（  堺市立総合医療センター　呼吸器疾患センター・呼吸器内科）

グローバルなSDHとしてのタバコエピデミック　
-2016年東ティモールでの喫煙状況を通して-

田那村雅子（  医療法人社団　至心会　田那村内科小児科医院）

喫煙と受動喫煙における格差是正のために何ができるだろう
高野　義久（  たかの呼吸器科内科クリニック）

薬剤師の立場から「WHO健康の社会的決定要因（SDH）報告書からニコチン依存」にどのように関われるか考える
村山　勝志（  むらやま薬局）

シンポジウム18 16：30～18：00　第15会場（三重県総合文化センター　生涯学習センター 2F　小研修室）

三重宣言2018：日本プライマリ・ケア連合学会による「健康格差に対する見解と行動指針」
　　　座長：武田　裕子（  順天堂大学医学部医学教育研修室）
　　　　　　近藤　尚己（  東京大学）
　特別発言：丸山　　泉（  一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会）
企画責任者：武田　裕子（  順天堂大学医学部医学教育研修室）

健康の社会的決定要因検討委員会企画

本行動指針作成に至った経緯について
近藤　尚己（  東京大学）

「健康格差に対する見解と行動指針」声明文の構成と健康格差の現状
西岡　大輔（  東京大学大学院 博士課程）

5つの領域（予防活動・診療、教育、研究、パートナーシップ、アドボカシー）における行動指針・実践例
小松　裕和（  JA長野厚生連　佐久総合病院）

教育講演1 8：30～10：00　第2会場（三重県総合文化センター　文化会館 1F　中ホール）

医療支援のためのAIやICT
座長・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・医学部附属病院総合診療科）

実行委員会企画

医療への応用、光と影
高橋　優三（  兵庫医科大学 医学教育センター）

IBMにおけるヘルスケアリサーチ
髙木　啓伸（  日本IBM東京基礎研究所　シニアマネージャー　ヘルスケアリサーチリーダー）

人間中心のAI・ITの研究開発による医療高度化のためのエビデンスと知の創出
竹林　洋一（  静岡大学創造科学技術大学院）

病院はAIを食べさせていけるのか？
黒田　知宏（  京都大学医学部附属病院）
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教育講演2 8：30～10：00　第16会場（三重県総合博物館（MieMu)　博物館 3F　レクチャールーム）

チーム医療を推進するチームコーチングとチームステップス～個人からチームを対象としたトレー
ニングへ～
　　　座長：名倉　功二（  関東労災病院）
企画責任者：田口　智博（  三重大学医学部附属病院 総合診療科）

実行委員会企画

チーム医療を推進するメディカルチームコーチング～卓越した成果創りにチャレンジする～
田口　智博（  三重大学医学部附属病院 総合診療科）

チームSTEPPSに基づいたチーム医療の基本を知る
－チームで共通のメンタルモデルを持つために－

鈴木　　真（  亀田総合病院）

教育講演3 10：15～11：45　第5会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　小会議室）

こどものけいれんをしっかり診る！　“その対応、その説明、保護者を不安にさせていませんか？ ”
司会 兼 コメンテーター：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）
　　　　コメンテーター：小島　隆浩（  小島小児科医院）
　　　　　　企画責任者：宮本　雄策（  川崎市立多摩病院小児科）

公募企画

こどものけいれん性疾患～簡単な分類法の提案と家族への説明のポイント～
宮本　雄策（  川崎市立多摩病院小児科）

教育講演4 10：15～11：45　第13会場（三重県総合文化センター　生涯学習センター 4F　第2小研修室）

費用対効果分析の基本的概念と実際
企画責任者：森　　隆浩（  東千葉メディカルセンター総合診療科/筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分

野）
公募企画

森　　隆浩（  東千葉メディカルセンター総合診療科/筑波大学医学医療系ヘルスサービスリサーチ分野）

教育講演5 14：45～16：15　第6会場（三重県総合文化センター　文化会館 1F　レセプションルーム）

プライマリ・ケアの医療現場での外国人診療の課題
　　　座長：堀　　成美（  国立国際医療研究センター）
企画責任者：北村　　大（  三重大学医学部附属病院　総合診療科）
　　　　　　堀　　成美（  国立国際医療研究センター）

実行委員会企画

外国人患者受入体制整備の現状と課題
堀　　成美（  国立国際医療研究センター）

外国人患者に対する法的課題
大磯義一郎（  浜松医科大学 ）

医療機関の特性と多言語対応ニーズ～石川県実証事業の事例～
澤田　真弓（  一般社団法人ジェイ・アイ・ジー・エイチ）
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教育講演6 14：45～16：15　第11会場（三重県総合文化センター　男女共同参画センター 1F　多目的ホール）

プライマリ・ケアにおける押さえておきたい古典的文献（第２弾）
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）企画

大浦　　誠（  南砺市民病院）

神山　佳之（  沖縄県立中部病院　地域診療科）

近藤　　猛（  名古屋大学医学部附属病院総合診療科／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）

岡田　唯男（  鉄蕉会　亀田ファミリークリニック館山）

教育講演7 16：30～18：00　第2会場（三重県総合文化センター　文化会館 1F　中ホール）

総合診療医のクリニカルパール（それぞれの立ち位置から）
座長／対談者：鈴木　富雄（  大阪医科大学地域総合医療科学寄附講座／大阪医科大学附属病院総合診療科）
　企画責任者：北村　　大（  三重大学医学部附属病院　総合診療科）
　　　　　　　鈴木　富雄（  大阪医科大学地域総合医療科学寄附講座／大阪医科大学附属病院総合診療科）

実行委員会企画

大学病院総合診療科でのクリニカルパール
内藤　俊夫（  順天堂大学　医学部　総合診療科）

小病院における総合診療医のクリニカルパール
上田　剛士（  洛和会丸太町病院　救急・総合診療科）

とって隠岐の離島医療
白石　吉彦（  隠岐広域連合立隠岐島前病院長）

教育講演8 16：30～18：00　第6会場（三重県総合文化センター　文化会館 1F　レセプションルーム）

家庭医と家庭医指導医に必要な発達障害実践
座長・企画責任者：高村　昭輝（  金沢医科大学 医学教育学）

実行委員会企画

家庭医として発達障がいの子ども（と大人）を診療するためにできること
小林　穂高（  名張市立病院小児科／関西医科大学地域小児医療支援講座）

もし指導医が発達障害の視点を医学教育に活用したら
市河　茂樹（  亀田メディカルセンター /安房地域医療センター）

教育講演　総合診療・家庭医療コアシリーズ1 
 8：30～10：00　第7会場（三重県総合文化センター　文化会館 B1F　小ホール）

包括性からの臨床推論
　　　座長：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）
　　　　　　矢吹　　拓（  国立病院機構 栃木医療センター）
企画責任者：北村　　大（  三重大学医学部附属病院　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）
　　　　　　橋本　修嗣（  名張市立病院　総合診療科）

実行委員会企画

臨床推論の全体像、および臨床上の意思決定におけるエビデンスと価値
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）

情報の参照や他の医療職との相談の意義
矢吹　　拓（  国立病院機構 栃木医療センター）
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教育講演　総合診療・家庭医療コアシリーズ2 
 10：15～11：45　第7会場（三重県総合文化センター　文化会館 B1F　小ホール）

日本における多職種協働の学術的視点
　　　座長：森　　洋平（  三重大学医学部附属病院総合診療科）
　　　　　　後藤　道子（  三重大学大学院医学系研究科地域医療学講座）
企画責任者：森　　洋平（  三重大学医学部附属病院総合診療科）

実行委員会企画

多職種連携教育・協働を学際的・メタレベルで捉える
春田　淳志（  筑波大学　医学医療系）

非医療専門職の観点から捉えた多職種協働
吉見　憲二（  佛教大学社会学部現代社会学科）

介護施設の連携協働で明らかになった職種役割を超える連携協働プロセス－エスノグラフィーによる質的研究－
後藤　亮平（  筑波大学　医学医療系）

教育講演　総合診療・家庭医療コアシリーズ3 
 14：45～16：15　第7会場（三重県総合文化センター　文化会館 B1F　小ホール）

地域志向から地域指向のケアへ～実践と理論を結ぶ～
　　　　　座長：家　　研也（  川崎市立多摩病院　総合診療科）
コメンテーター：藤沼　康樹（  医療福祉生協連家庭医療学開発センター）
　　企画責任者：家　　研也（  川崎市立多摩病院　総合診療科）

実行委員会企画

在宅医療の文化を醸成するミッションを持った公設公営診療所
三浦　太郎（  富山市まちなか診療所）

福井県高浜町における地域志向のケアの実践～地域主体に進める健康のまちづくりの取り組み
井階　友貴（  福井大学医学部地域プライマリケア講座）

地域指向性ケアの現代的展開
藤沼　康樹（  医療福祉生協連家庭医療学開発センター）

教育講演　総合診療・家庭医療コアシリーズ4 
 16：30～18：00　第7会場（三重県総合文化センター　文化会館 B1F　小ホール）

日常診療で必ず役立つ家族志向型ケア
　　　座長：若林　英樹（  三重大学大学院医学系研究科地域医療学講座）
　　　　　　鈴木美砂子（  岐阜県総合医療センター 臨床心理士）
企画責任者：若林　英樹（  三重大学大学院医学系研究科地域医療学講座）

実行委員会企画

プライマリ・ケアにおける家族研究のトピックスと困った家族へのタイプ別アプローチ
竹中　裕昭（  竹中医院）

家族志向のケアを診療システムに組み込む方法
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）
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未来研究リーダー人材育成プロジェクト報告会 
 8：30～10：00　第17会場（三重県総合博物館（MieMu)　博物館 2F　交流活動室）

　　　座長：青木　拓也（  京都大学大学院医学研究科　医療疫学分野）
　　　　　　佐藤弘太郎（  北海道家庭医療学センター 本輪西ファミリークリニック）
企画責任者：前野　哲博（  筑波大学　医学医療系　地域医療教育学）

本部企画

妊娠前ケアの実践向上に向けた対象者の認識およびニーズの探索：探索的順次デザインによる混合型研究
柴田　靖美（  静岡家庭医養成プログラム）

井上真智子（  浜松医科大学　地域家庭医療学講座）

腹痛部位と診断される疾患の関連
山下　　駿（  佐賀大学医学部附属病院　総合診療部）

多胡　雅毅（  佐賀大学医学部附属病院　総合診療部）

ソーシャルネットワーキングサービス（Facebook）を用いた禁煙外来終了後の再喫煙防止の為の前向き観察研究
立花　祐毅（  赤穂市民病院/公立浜坂病院）

一瀬　直日（  赤穂市民病院）

高齢者虚弱構成要素のスクリーニングと入院期間との関連
堀之内　登（  大分大学医学部　総合診療・総合内科学）

塩田　星児（  大分市医師会立アルメイダ病院）

研究実践Aコース　中間報告
福原　俊一（  京都大学大学院医学研究科 医療疫学分野）

インタレストグループ1 
 8：30～10：00　第18会場（三重県総合博物館（MieMu)　博物館 2F　実習室）

リバーストCPC
　　　運営：下　　正宗（  医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院）
　　　　　　小谷　和彦（  自治医科大学　地域医療学部門）
　　　出題：本田　孝行（  信州大学医学部　病態解析診断学）
企画責任者：下　　正宗（  医療法人財団東京勤労者医療会　東葛病院）

公募企画

 回答者：継松　太河（  大泉生協病院）

星野礼央和（  利根中央病院）

寺裏　寛之（  自治医科大学）

インタレストグループ2 
 14：45～16：15　第5会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　小会議室）

多職種連携における医療・介護従事者のコミュニケーション向上のためのアンガーマネジメント
企画責任者：髙橋　直子（  立命館大学 薬学部）

公募企画

髙橋　直子（  立命館大学 薬学部）

坂口　眞弓（  みどり薬局）

宮原　　洋（  有限会社　ひおき調剤薬局）

鈴木　秀明（  有限会社弘法薬局 あんず薬局知立店）

相馬　　渉（  ファルマ弘前薬局）
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インタレストグループ3 
 14：45～16：15　第17会場（三重県総合博物館（MieMu)　博物館 2F　交流活動室）

学生・研修医×わかて医師のつどい @三重
企画責任者：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）

医学生・若手医師支援委員会、ジェネラリスト80大学行脚プロジェクト、学生・研修医部会合同企画

吉本　　尚（  筑波大学　医学医療系）

来住　知美（  国立病院機構　大阪医療センター感染症内科）

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）

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）

田中いつみ（  洛和会音羽病院ジュニアレジデント）

山田　祐揮（  横浜市立大学医学部医学科）

今江　章宏（  北海道家庭医療学センター　寿都町立寿都診療所）

渡部　　健（  秋田大学　アカデミック家庭医療・総合診療育成プログラム/市立大森病院）

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）

五嶋　　嶺（  大阪母子医療センター  小児科専攻医）

村山　　愛（  君津中央病院 総合診療科）

高瀬　義祥（  南砺家庭地域医療センター）

宇井　睦人（  東千葉メディカルセンター総合診療科/順天堂緩和医療学研究室）

近藤　　諭（  三重大学医学部附属病院総合診療科）

岡崎　友里（  おかざき内科）

インタレストグループ4 
 14：45～16：15　第18会場（三重県総合博物館（MieMu)　博物館 2F　実習室）

プライマリケアにおける小児食物アレルギーのみかた
企画責任者：武石　大輔（  城北病院　総合診療部　小児科）

公募企画

武石　大輔（  城北病院　総合診療部　小児科）

インタレストグループ5 
 16：30～18：00　第17会場（三重県総合博物館（MieMu)　博物館 2F　交流活動室）

若手医師のしゃべり場☆
　　　司会：松島　和樹（  関西家庭医療学センター／金井病院）
企画責任者：藤谷　直明（  宮崎医院/大分大学　総合診療・総合内科学講座）

専門医部会若手医師部門企画

松島　和樹（  関西家庭医療学センター／金井病院）

藤谷　直明（  宮崎医院/大分大学　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）

阿部　計大（  東京大学大学院　公衆衛生学）

三浦　太郎（  富山市まちなか診療所）

森川　　暢（  東京城東病院）

豊田　喜弘（  喜多方市地域・家庭医療センター ほっと☆きらり）

長野　広之（  洛和会丸太町病院　救急総合診療科）

加藤　大祐（  三重大学大学院医学系研究科地域医療学講座）

高石　恵一（  北海道家庭医療学センター /北星ファミリークリニック）

高瀬　義祥（  とやまNANTO-RENKEI総合診療医養成プログラム専攻医　南砺家庭・地域医療センター）
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インタレストグループ6 
 16：30～18：00　第18会場（三重県総合博物館（MieMu)　博物館 2F　実習室）

地域への一歩を踏み出そう！～コミュニティナース活動からヒントを得る～
企画責任者：玉井友里子（  岡山家庭医療センター　上山診療所／湯郷ファミリークリニック）

公募企画

十時　奈々（  特定非営利活動法人　みんなの集落研究所）

小原　恵美（  ホウカンTOKYOビジネスサービス）

インタラクティブセッション1 
 8：30～10：00　第5会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　小会議室）

M＆M (Mortality and Morbidity)カンファレンスを開いてみよう！
司会・企画責任者：東　　光久（  福島県立医科大学　白河総合診療アカデミー）

公募企画

宮下　　淳（  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）

林　　理生（  白河総合診療アカデミー）

鈴木　龍児（  白河総合診療アカデミー）

インタラクティブセッション2 
 8：30～10：00　第15会場（三重県総合文化センター　生涯学習センター 2F　小研修室）

プライマリ・ケアにおける演劇の可能性を考える　～病院・診療所から学校、コミュニティまで～
　　　司会進行：岡崎研太郎（  名古屋大学大学院医学系研究科　地域医療教育学講座）
コメンテーター：蓮　　　行（  劇団衛星／大阪大学）
　　企画責任者：岡崎研太郎（  名古屋大学大学院医学系研究科　地域医療教育学講座）

公募企画

井上真智子（  浜松医科大学　地域家庭医療学講座）

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 医学教育学部門）

渡邉　奈穂（  東京慈恵会医科大学　医学部看護学科）

インタラクティブセッション3 
 10：15～11：45　第10会場（三重県総合文化センター　男女共同参画センター 2F　セミナー室B）

みんなで支え合う救急外来のLIFE SUPPORT
　　　座長：鈴木　　諭（  利根中央病院 総合診療科/群馬家庭医療学センター）
　　　司会：大矢　　亮（  耳原総合病院 救急総合診療科）
　　　　　　佐藤　健太（  勤医協札幌病院）
企画責任者：小松　真成（  鹿児島生協病院　総合内科）

公募企画

芦野　　朱（  さいたま総合診療医・家庭医センター）

井村　春樹（  京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻健康情報学分野）

落合　甲太（  西淀病院）

杉原　大輔（  長野中央病院）

原田　侑典（  獨協医科大学病院 総合診療科）

幌　沙小里（  公益社団法人北海道勤労者医療協会 勤医協苫小牧病院 看護部）

水本　潤希（  愛媛医療生活協同組合 愛媛生協病院 内科・家庭医療科）



49

プ
ロ
グ
ラ
ム 

6
月
16
日
（
土
）

インタラクティブセッション4 
 10：15～11：45　第17会場（三重県総合博物館（MieMu)　博物館 2F　交流活動室）

家族歴から読み解く家族性腫瘍：総合診療医の役割と必要最低限の知識
司会・企画責任者：鳴本敬一郎（  菊川市立総合病院産婦人科／静岡家庭医養成プログラム）

公募企画

岩泉　守哉（  浜松医科大学　臨床検査医学）

福江　美咲（  浜松医科大学医学部附属病院　遺伝子診療部）

インタラクティブセッション5 
 14：45～16：15　第10会場（三重県総合文化センター　男女共同参画センター 2F　セミナー室B）

体験してみよう！プライマリ・ケア×家族療法
企画責任者：若林　英樹（  三重大学大学院医学系研究科地域医療学講座）

実行委員会企画

山田　宇以（  聖路加国際病院　心療内科）

鈴木美砂子（  岐阜県総合医療センター）

中富　尚宏（  三重大学大学院　地域医療学講座）

永嶋有希子（  滋賀家庭医療学センター 弓削メディカルクリニック）

加藤　大祐（  三重大学大学院医学系研究科地域医療学講座）

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）

後藤　道子（  三重大学大学院医学系研究科地域医療学講座）

インタラクティブセッション6 
 14：45～16：15　第13会場（三重県総合文化センター　生涯学習センター 4F　第2小研修室）

日常診療における利益相反について多職種で考える
座長・企画責任者：南郷　栄秀（  東京北医療センター　総合診療科）

利益相反委員会企画

南郷　栄秀（  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）

大生　定義（  新生病院）

向原　　圭（  久留米大学医療センター　総合診療科）

斉藤さやか（  国立病院機構 霞ヶ浦医療センター）

五十嵐　俊（  横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 薬剤部）

インタラクティブセッション7 
 14：45～16：15　第15会場（三重県総合文化センター　生涯学習センター 2F　小研修室）

English

Integrating Qualitative and Quantitative Approaches in Mixed Methods Evaluations
Moderator：Fetters Michael（  Department of Family Medicine, University of Michigan）

実行委員会企画

Crabtree Benjamin（  Department of Family Medicine and community health, Rutgers University）

Inoue Machiko（  Department of Family and Community Medicine, Hamamatsu University School of Medicine）
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インタラクティブセッション8 
 16：30～18：00　第5会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　小会議室）

The best is yet to come　- お楽しみはこれからだ！
オトナの総合診療医のための生涯学習術
　　　　　　　　　　　座長：森　　洋平（  三重大学医学部附属病院総合診療科）
　　　　　　　　　　　　　　朝倉健太郎（  健生会　大福診療所）
コメンテーター・共同企画者：宮崎　　仁（  宮崎医院）
　　　　　　　　　　　　　　松村　真司（  松村医院）
　　　　　　　　　　　　　　北西　史直（  トータルファミリーケア北西医院／富士地域ケア総合医療センター）
　　　　　　　　　　　　　　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）
　　　　　　　　企画責任者：森　　洋平（  三重大学医学部附属病院総合診療科）

実行委員会企画

中西　重清（  中西内科）

西村　真紀（  川崎医療生協・川崎セツルメント診療所）

古屋　　聡（  山梨市立牧丘病院）

インタラクティブセッション9 
 16：30～18：00　第10会場（三重県総合文化センター　男女共同参画センター 2F　セミナー室B）

選ぶ？選ばない？ジェネリック医薬品
司会・企画責任者：坂口　眞弓（  みどり薬局）

公募企画

川末　真理（  ひまわり薬局　弘大病院前）

小泉　達勇（  合同会社小泉ジェネリック医薬品情報研究所）

山岡　和幸（  医療法人　前橋北病院　薬局）

緒方　宏泰（  明治薬科大学　名誉教授）

インタラクティブセッション10 
 16：30～18：00　第14会場（三重県総合文化センター　生涯学習センター 2F　視聴覚室）

プライマリ・ケアでの働き方改革に必要な労働法制の理解
企画責任者：賀來　　敦（  社会医療法人清風会　岡山医療センター）

公募企画

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）

宮田　靖志（  愛知医科大学　地域医療教育学寄附講座）

里見なつき（  東海大学　教育計画部　伊勢原教学課）

蓮沼　直子（  秋田大学医学部 総合地域医療推進学講座）
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16
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（
土
）
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インタラクティブセッション11 
 16：30～18：00　第16会場（三重県総合博物館（MieMu)　博物館 3F　レクチャールーム）

Top 5 List for Family Medicine:  Choosing wisely in Japan に向けて
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・患者安全委員会企画

落合　甲太（  淀川勤労者厚生協会附属西淀病院）

小泉　俊三（  東光会七条診療所（京都）/佐賀大学名誉教授）

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）

岡田　唯男（  鉄蕉会　亀田ファミリークリニック館山）

キャリアCafé 三重県総合文化センター　文化会館 2F　大ホール 2F ロビー

企画責任者：村田亜紀子（  男女共同参画委員会/専門医部会キャリア支援部門）
　　　　　　大塚　亮平（  男女共同参画委員会）
　　　　　　矢部　千鶴（  男女共同参画委員会）
　　　　　　西村　真紀（  男女共同参画委員会）

男女共同参画委員会、病院総合医委員会、薬剤師部会、専門医部会、専攻医部会等合同企画

濱口　杉大（  病院総合医委員会）

尾原　晴雄（  病院総合医委員会）

宇井　睦人（  医学生若手医師支援委員会）

朝倉健太郎（  支部支援委員会）

石井　絵里（  プライマリ・ケア看護師養成プロジェクトチーム）

宮沢麻有加（  プライマリ・ケア看護師養成プロジェクトチーム）

小見川香代子（  薬剤師部会）

北山　　周（  専門医部会　キャリア支援部門）

吉田　　伸（  専門医部会　国際活動部門）

島　　直子（  専攻医部会　キャリア支援部門）
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日野原賞　日野原賞候補演題 
 14：45～16：15　第2会場（三重県総合文化センター　文化会館 1F　中ホール）

座長：福原　俊一（  京都大学 大学院 医学研究科 ）
　　　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 医療免疫学分野）

H-1 医療介護関連肺炎で入院した患者における1年以内死亡のリスク因子は何か？
渡邊　　仁（  国立病院機構　東埼玉病院　総合診療科）

H-2 日本語版the Consultation and Relational Empathy(CARE) Measureの評価者間信頼性の検討
松久　貴晴（  名古屋大学大学院医学系研究科　総合医学専攻　総合診療医学分野）

H-3 高齢入院患者における身体拘束と日常生活動作能力（ADL）低下の関連
添野　祥子（  福島県立医科大学　白河総合診療アカデミー／公立小野町地方綜合病院）

H-4 地域臨床実習における学生の目標到達度を測定する自己評価尺度の開発
若林　崇雄（  JCHO札幌北辰病院　総合診療科）

H-5 プライマリ・ケア外来に通院する非がん慢性疾患患者のAdvance Directiveに対する意識とその関連要因の
検討
濱田　修平（  筑波大学大学院　人間総合科学研究科　疾患制御医学専攻　地域医療教育学）

H-6 医療過疎地での家庭医療診療所の開設が当該地区での救急搬送件数におよぼす影響
市川　周平（  三重大学医学部　名張地域医療学講座）

一般演題（口演）1　在宅医療① 
 8：30～10：00　第3会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　大会議室）

座長：喜瀬　守人（  家庭医療学開発センター（CFMD）/久地診療所）
　　　前田　隆浩（  長崎大学病院総合診療科）

O-001 社会的処方の事例と効果に関する系統的レビュー：普及に向けた課題整理
西岡　大輔（  東京大学大学院　医学系研究科　健康教育・社会学分野）

O-002 非がん患者の在宅看取りに関する要因
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-003 居住系施設における看取りの実態調査および今後の課題に関して
西　あてな（  豊田地域医療センター）

O-004 在宅医療において、医師が「老衰」と診断する際の不安・葛藤・迷いと関連する因子は何か？
今永　光彦（  国立病院機構東埼玉病院総合診療科）

O-005 島根県中山間地域における病院からの在宅医療が地域に与える影響
笠　　芳紀（  雲南市立病院　地域ケア科）

O-006 在宅医療における廉価版タブレット型エコーの可能性
孝田　雅彦（  日野病院組合日野病院）

O-007 在宅医療における患者家族の不安感を軽減するために必要なことは何か
大倉　佳宏（  徳島大学病院　総合診療部）

一般演題（口演）2　メンタルヘルス・終末期のケア 
 8：30～10：00　第4会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　中会議室）

座長：佐藤　寿一（  名古屋大学医学部附属病院総合診療科）
　　　西城　卓也（  岐阜大学医学教育開発研究センター）

O-008 ダイオキシンによる健康被害である油症における不眠とレストレスレッグス症候群
近藤　英明（  長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　地域医療学分野／九州大学病院　油症ダイオキシン研究診療センター）

O-009 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（  聖路加国際病院内科）

O-010 我が町における死亡の現状と当院の果たす役割について
柴田　和香（  東庄町国民健康保険東庄病院）
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O-011 介護施設入居者の亡くなる場所を左右するものは？　～当院が関わった55名の検討～
郡山　晴喜（  山下医院）

O-012 人生の最終段階における医療に関する意識調査研究
宇都宮理恵（  大分大学医学部　総合診療・総合内科学講座）

O-013 特別養護老人ホームでアドバンスケアプランニングを実施すると、緊急受診件数と看取り件数がどう変わる
か？
関口　健二（  信州大学医学部附属病院　総合診療科／市立大町総合病院　総合診療科）

O-014 側弯症と諸症状の関連、及び筋骨格系愁訴と内科的愁訴の相関に関する検討
西迫　　尚（  川崎市立多摩病院　総合診療センター）

一般演題（口演）3　教育① 
 8：30～10：00　第8会場（三重県総合文化センター　男女共同参画センター 3F　セミナー室C）

座長：西村　真紀（  川崎医療生協・川崎セツルメント診療所）
　　　菅野　啓司（  広島大学病院 総合内科・総合診療科）

O-015 診療所設定で実施するPBLテュートリアルの教育効果
池上亜希子（  千葉大学医学部附属病院　総合診療科）

O-016 日本の医学生の製薬会社との関係性に関する意識調査
朴　　大昊（  鳥取大学　医学部　地域医療学講座）

O-017 夏季休暇を利用した地域医療実習における、地域医療マインド醸成に寄与する要因の探索
八幡　晋輔（  神戸大学大学院　医学研究科　地域医療教育学部門）

O-018 地域医療実習の受け入れ先を拡充するために求められることとは
桐ケ谷大淳（  宮崎大学医学部　地域医療・総合診療医学講座）

O-019 地域臨床実習の到達度自己評価を高める実習内容及び実習環境の検討
若林　崇雄（  JCHO札幌北辰病院　総合診療科）

O-020 2週間の地域医療実習における、地域医療マインド醸成に寄与する要因の検討
樫木　孝次（  神戸大学大学院医学研究科　地域医療教育学部門）

O-021 総合診療専門医プログラム教育関連施設における院内保育・短時間勤務（部分休業）制度についての1例調査
田中　道徳（  岡山家庭医療センター）

一般演題（口演）4　患者中心の医療・他 
 8：30～10：00　第9会場（三重県総合文化センター　男女共同参画センター 2F　セミナー室A）

座長：鈴木　富雄（  大阪医科大学附属病院総合診療科）
　　　廣瀬　英生（  県北西部地域医療センター　国保和良診療所）

O-022 総合病院の外来に通院する患者は「お薬手帳」をどのように利用しているか
青木　昭子（  東京医科大学八王子医療センター　リウマチ科／東京医科大学八王子医療センター　総合診療科）

O-023 医学生は地域医療体験実習で医療現場の患者中心性をどう捉えているか？
井上　和興（  鳥取大学医学部地域医療学講座）

O-024 医療における決断を経験した人の「コンフリクト体験」に関する質的研究　－第1報－
菊地　真実（  早稲田大学人間科学総合研究センター）

O-025 診療時間外に医師不在となる離島の高齢者のAdvance Care Planningと家族の居住形態の関連
杉山　賢明（  東北大学大学院歯学研究科歯学イノベーションリエゾンセンター／ Society　and　Health　in　Miyagi／医療法人

陽気会網小医院）

O-026 診療所におけるCOPCの試み～トランスレーショナルリサーチ　第一報
宮崎　　景（  高茶屋診療所）

O-027 慢性疾患薬服用者を対象とした「残薬」および「災害に備えた医薬品備蓄」に関する調査
中島　範宏（  東京女子医科大学　医学部　医療・病院管理学教室）



54

プ
ロ
グ
ラ
ム 

6
月
16
日
（
土
）

一般演題（口演）5　プライマリ・ケアにおける疫学① 
 10：15～11：45　第3会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　大会議室）

座長：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）
　　　井上真智子（  浜松医科大学地域家庭医療学講座）

O-028 都市部無床診療所における重症患者の特徴と傾向：後ろ向きコホート研究
里井　義尚（  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　久地診療所／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）

O-029 ソーシャルキャピタルと喘息コントロールの関連
井口清太郎（  新潟大学大学院　医歯学総合研究科　新潟地域医療学講座）

O-030 地域住民の時間外診療需要にプライマリ・ケアはどれだけ対応できるのか？　へき地における過去起点記述研究
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-031 沖縄県宮古島市における外国人観光客の受け入れ状況
山中　裕介（  沖縄県立宮古病院　　総合診療科）

O-032 当院総合診療科におけるmultimorbidityと入院日数の検討
氏家　美保（  佐久総合病院　総合診療科）

O-033 DPCデータを用いた虫垂切除術を受けた妊婦における画像診断の解析
太田　孝志（  大阪医科大学　救急医学教室）

O-034 OPQRST方式からの胸痛患者の診断精度、各種検査のchoosing wisely の検討～大学病院総合外来でのケー
ス～
脇田　嘉登（  愛知医科大学　総合診療科）

一般演題（口演）6　診療の質改善・診療所・病院経営 
 10：15～11：45　第4会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　中会議室）

座長：藤沼　康樹（  医療福祉生協連家庭医療学開発センター）
　　　寺澤　佳洋（  豊田地域医療センター /藤田保健衛生大学病院）

O-035 大学病院総合診療科外来における初診予約キャンセル調査
塚本　知子（  千葉大学医学部附属病院　総合診療科）

O-036 ウツタイン様式による病院外心停止患者の検討
布野　慶人（  島根大学医学部　地域医療支援学講座）

O-037 診療所における患者満足研究
佐々木貫太郎（  奈良市立都祁診療所）

O-038 地理情報を用いた医療機関名称・診療科目の変更が新来患者の受療行動に及ぼす影響分析
佐瀬　雄治（  北海道情報大学　医療情報学部）

O-039 診療所看護職の就業継続に関連する探索的検討
菊地　慶子（  浜松医科大学　医学部看護学科　地域看護学講座）

O-040 コンサルテーションからみた大学病院総合診療部の役割に関する研究（1）総合診療部から他科へのコンサルト
北　啓一朗（  富山大学附属病院総合診療部）

O-041 コンサルテーションからみた大学病院総合診療部の役割に関する研究（2）他科から総合診療部へのコンサルト
清水　洋介（  富山大学　富山プライマリ・ケア講座）

一般演題（口演）7　教育② 
 10：15～11：45　第8会場（三重県総合文化センター　男女共同参画センター 3F　セミナー室C）

座長：大滝　純司（  北海道大学医学研究院）
　　　家　　研也（  川崎市立多摩病院総合診療内科）

O-042 日本の医学生におけるへき地医療従事のための自己効力尺度の開発
川本　龍一（  愛媛大学医学部地域医療学講座）

O-043 日本の医学生の製薬企業との関係についての捉え方：全国調査
齋藤さやか（  筑波大学大学院人間総合科学研究科地域医療教育学）
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O-044 iExaminer systemを用いた眼底鏡の診察手技向上効果
鋪野　紀好（  千葉大学大学院　医学研究院　診断推論学　千葉大学医学部附属病院　総合診療科）

O-045 「総合診療医人材確保・養成事業」が医学生のキャリア選択に与えた影響の考察
竹内　優貴（  手稲家庭医療クリニック／手稲渓仁会病院）

O-046 ホストファミリーから見た，ホームステイ型地域医療実習の検証―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）

O-047 家庭医療専門医における後期研修中の郡部勤務期間とその後の勤務地との関連（北海道でのパイロット研究）
貴島　啓介（  まどかファミリークリニック）

O-048 新専門医制度「総合診療専門医」の臨床業務・特徴に関する診療所医師と病院医師の認識の差違
木村　琢磨（  北里大学医学部　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（口演）8　急性期・急性疾患のケア 
 10：15～11：45　第9会場（三重県総合文化センター　男女共同参画センター 2F　セミナー室A）

座長：齊藤　裕之（  山口大学医学部附属病院 総合診療部）
　　　楠川加津子（  福井大学医学部附属病院 総合診療部）

O-049 総合内科医からみたPCI後の消化管出血の検討～消化管出血の治療を含めて～
寒川　浩道（  橋本市民病院　循環器科／橋本市民病院　総合内科／橋本市民病院　内視鏡センター）

O-050 小病院のプライマリ・ケア外来におけるトリアージスコアの妥当性検証
西園　久慧（  麻生飯塚病院　総合診療科　家庭医療プログラム／頴田病院）

O-051 正常血糖 DKA と高血糖 DKA の臨床所見の比較
宮松　弥生（  名張市立病院　初期研修医）

O-052 一次病院から三次病院へ転院搬送になった症例の分析
松本　朋樹（  飯塚病院　総合診療科／頴田病院　総合診療科）

O-053 顕性誤嚥性肺炎と不顕性誤嚥性肺炎は予後に違いがあるか
若林　崇雄（  JCHO札幌北辰病院　総合診療科／ APSG-J）

O-054 初診時に重症SRE(skeletal Related Events)をきたした肺癌症例の予後予測因子の検討
國政　　啓（  大阪国際がんセンター　呼吸器内科）

O-055 良性発作性頭位めまい症に対して急速補液を行うと入院を回避できる
南郷　栄秀（  東京北医療センター　総合診療科）

一般演題（口演）9　プライマリ・ケアにおける疫学② 
 14：45～16：15　第3会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　大会議室）

座長：井村　　洋（  飯塚病院 総合診療科）
　　　三澤　美和（  大阪医科大学附属病院　総合診療科）

O-056 地域で高齢者の自宅復帰を支える訪問診療と小規模多機能病院
菅谷　　涼（  気仙沼市立本吉病院）

O-057 中山間地域におけるアルコール関連疾患症例の社会的背景
周佐　峻佑（  利根中央病院　総合診療科）

O-058 プライマリ・ケアでの非定型病原体による気道感染症の疫学調査
鈴木　　諭（  利根中央病院　総合診療科／群馬家庭医療学センター）

O-059 患者の経済状態を把握するための，簡易質問項目の開発
大髙　由美（  津軽保健生活協同組合健生病院　総合診療科）

O-060 ロコモ25と要介護認定の関連
丹羽　治男（  東栄町国民健康保険東栄病院）

O-061 「独居」は悪性腫瘍患者の短期間での死亡に関連する要因である
麻生久美子（  福岡大学病院　総合診療部）

O-062 糖尿病の所得格差：日本の高齢者約1万人の健診データJAGES2010より
長嶺由衣子（  千葉大学予防医学センター　社会予防医学研究部門）



56

プ
ロ
グ
ラ
ム 

6
月
16
日
（
土
）

一般演題（口演）10　診療の質改善 
 14：45～16：15　第4会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　中会議室）

座長：四方　　哲（  三重県立一志病院）
　　　斎木　啓子（  ふれあいファミリークリニック）

O-063 プライマリ・ケアにおけるPatient Experienceが入院及び救急室受診に及ぼす影響：多施設前向きコホート
研究
金子　　惇（  医療福祉生協連家庭医療学開発センター（CFMD）　むさし小金井診療所／東京慈恵会医科大学　臨床疫学研究部）

O-064 当院通院患者さんにおける睡眠障害についての調査
大森　浩二（  医療法人　大森医院）

O-065 診療所薬剤師による介護施設におけるプロトコールに基づく薬物治療管理（PBPM）
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）

O-066 保護者(親)による子供のインフルエンザ自己診断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／弘前大学大学院医学研究科　総合診療医学講座）

O-067 訪問薬剤管理指導業務の質評価に向けたQuality Indicator候補の開発
藤田　健二（  シドニー大学　薬学部）

O-068 救急病棟から総合診療部に転科した入院患者のプロブレムリスト解析
佐藤　悠紀（  富山大学附属病院総合診療部）

O-069 遠隔皮膚科疾患診断支援サービスを使った皮膚科専門医と非皮膚科医の皮膚疾患に対する認識調査
竹村　昌敏（  東京医科歯科大学　整形外科／株式会社exmedio）

一般演題（口演）11　教育③ 
 14：45～16：15　第8会場（三重県総合文化センター　男女共同参画センター 3F　セミナー室C）

座長：横谷　省治（  北茨城市民病院附属家庭医療センター）
　　　小比賀美香子（  岡山大学病院 総合内科）

O-070 実施チェックシートは眼底鏡検査手技の自信を向上させるか
横川　大樹（  千葉大学大学院　医学研究院　診断推論学　千葉大学医学部附属病院　総合診療科）

O-071 一般内科外来における愁訴に関する多施設共同研究（第3報）～復帰医師の外来研修に向けて～その1
西村　真紀（  高知大学）

O-072 一般内科外来における愁訴に関する多施設共同研究（第3報）その2～復職医師の外来研修に向けて～
関口由希公（  医療生協さいたま　さいわい診療所）

O-073 日本の男性医師と育児
神廣　憲記（  医療法人北海道家庭医療学センター　栄町ファミリークリニック／京都大学大学院医学研究科　医学教育・国際化

推進センター）

O-074 離島診療所に単独赴任する若手医師の「不安」に関する質的研究
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-075 研修医のプライマリ・ケア医への指向性の変化と、地域医療研修が及ぼす影響についての検討
中桶　了太（  長崎大学病院　へき地病院再生支援・教育機構／国民健康保険　平戸市民病院）

O-076 地域の診療所における医学生の総合診療研修カリキュラムのパケージ化
宮崎　　景（  高茶屋診療所（三重家庭医療センター　高茶屋）／三重大学　家庭医療学講座）

一般演題（口演）12　急性期・急性疾患のケア・診断と検査 
 14：45～16：15　第9会場（三重県総合文化センター　男女共同参画センター 2F　セミナー室A）

座長：森川　　暢（  JCHO東京城東病院総合診療科）
　　　本村　和久（  沖縄県立中部病院）

O-077 日本の急性期病院における入院期間延長にかかわる要因の網羅的検討：コホート研究
富田　詩織（  聖路加国際病院　一般内科）

O-078 一次救命処置訓練による職種間の自信獲得の違いに関する検証
豊岡　晃輔（  思誠会　渡辺病院）
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O-079 食欲低下は伝染性単核球症における重症度の臨床指標である
崎原　永志（  福岡大学病院　総合診療部）

O-080 腹部超音波検査にて器質的疾患を認めない腹痛症例の検討
豊田　英樹（  ハッピー胃腸クリニック）

O-081 後壁梗塞診断における導出18誘導心電図の有用性
河野　佑典（  愛媛県立今治病院　循環器内科）

O-082 急性腎盂腎炎における腎周囲脂肪織濃度上昇は臨床経過に影響するのか？
谷崎隆太郎（  三重大学大学院名張地域医療学講座）

O-083 Reticulocyte Indexは貧血の鑑別に役立たない
海永　千怜（  東京北医療センター）

一般演題（口演）13　その他① 
 16：30～18：00　第3会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　大会議室）

座長：平山　陽子（  東京ほくと医療生活協同組合 王子生協病院）
　　　小見川香代子（  アップル薬局）

O-084 公開データを用いた生態学的研究を実施するためのワークショップ
片岡　裕貴（  兵庫県立尼崎総合医療センター呼吸器内科・臨床研究推進ユニット／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-085 総合診療に興味を持ちつつ、臓器別専門医を選んだ医師の進路決定要因に関する質的研究
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-086 時間外受診の90%はプライマリ・ケアで対応できる：後ろ向きオープンコホート研究
金子　　惇（  医療福祉生協連家庭医療学開発センター（CFMD）むさし小金井診療所／東京慈恵会医科大学　臨床疫学研究部）

O-087 総合診療科入院患者における長期入院の危険因子の探索
若林　崇雄（  JCHO札幌北辰病院　総合診療科）

O-088 模擬診療を用いた医療コミュニケーションにおける情動と決断および相互信頼との関連に関する分析
飯岡　緒美（  国立病院機構　東京医療センター　臨床疫学研究室）

O-089 患者の検査要望に対して『医師たちはどう考えるか』
中田由紀子（  佐久総合病院総合診療科）

O-090 小規模離島における重症化患者発生予防の背景～情報の流れ・情報源に関する質的研究～
黒田　　萌（  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）

一般演題（口演）14　教育④・他 
 16：30～18：00　第8会場（三重県総合文化センター　男女共同参画センター 3F　セミナー室C）

座長：宮崎　　景（  みえ医療福祉生活協同組合　高茶屋診療所）
　　　濱井　彩乃（  安房地域医療センター総合診療科/亀田ファミリークリニック館山）

O-091 初期研修医が入院カンファレンスでプレゼンテーションすることの教育効果
合田　　建（  兵庫県立柏原病院　内科）

O-092 2010-2012年の日本プライマリ・ケア連合学会（JPCA）学術大会における抄録論文化率：後ろ向き観察研究
矢吹　　拓（  国立病院機構　栃木医療センター　内科）

O-093 臨床技能としての退院時要約(サマリー )記載力の臨床評価(Clinical audit)
齊木　好美（  地域振興医療協会　練馬光が丘病院）

O-094 機能的/伝達的/批判的ヘルスリテラシーとmultimorbidityの関連調査：多施設共同横断研究
吉田　秀平（  北足立生協診療所）

O-095 小学校への感染対策指導によるインフルエンザ予防効果の検討
星野礼央和（  利根保健生活協同組合　利根中央病院　総合診療科）

O-096 CVC(central venous catheterization)研修会がCVC関連合併症及び感染症の発症に与える効果に関する検討
鈴木　　諭（  利根中央病院　総合診療科／群馬家庭医療学センター）

O-097 当院での総合診療科ローテ研修医・クリクラ生の意識調査～総合診療科とは～
脇田　嘉登（  愛知医科大学総合診療科）
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一般演題（口演）15　診断と検査 
 16：30～18：00　第9会場（三重県総合文化センター　男女共同参画センター 2F　セミナー室A）

座長：南郷　栄秀（  東京北医療センター 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-098 膠原病の主観的症状を問う簡易質問票の膠原病スクリーニングにおける診断特性
堀端　　謙（  福岡大学病院　総合診療部）

O-099 「ピロリ菌検診」における便中抗原検査の有用性と課題
珍田　大輔（  弘前大学大学院　医学研究科　消化器血液内科学講座）

O-100 へき地診療における領域横断的な超音波検査の利用が紹介判断に及ぼす影響
多田　明良（  国保北山村診療所）

O-101 一般内科外来における慢性咳嗽の原因別症状の検討
松原　英俊（  医仁会武田総合病院　慢性疲労科）

O-102 早期Parkinson病及びLewy小体型認知症における脳血流SPECT 3DSSP解析を用いた検討
岡田　幸法（  聖マリアンナ医科大学　放射線医学）

O-103 大学病院総合診療科入院加療患者における酸塩基平衡異常の分布と特徴
黒木　和哉（  佐賀大学医学部附属病院　総合診療部）

O-104 当院の総合診療外来で診断し得た副腎皮質機能低下症の臨床的特徴に関する検討
島田　史生（  大阪医科大学　附属病院　総合診療科）

International Session1(口演)　 
 16：30～18：00　第4会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　中会議室）

座長：Tsuneari Hayasi（  Imamura General Hospital, Department of Emergency Room / General Internal Medicine）
　　　Nobutaka Hirooka（  Saitama Medical University, Department of General Internal Medicine）

IS-O-01 Association between physicians’ scope of practice and patient quality of life and healthcare 
utilization
Kenya Ie（  1.Division of General Internal Medicine, Department of Internal Medicine, St. Marianna University School of 

Medicine／ Tama General Practice Center, Kawasaki Municipal Tama Hospital, Kanagawa, Japan／ Department of 
Family Medicine, Mie University School of Medicine, Mie, Japan）

IS-O-02 Cost-effectiveness of intravenous zoledronic acid compared with oral alendronate for elderly 
osteoporotic women in Japan
Takahiro Mori（  Eastern Chiba Health Services Research Center/General Internal Medicine, Eastern Chiba Medical Center）

IS-O-03 Prevalence of pressure ulcers in Japanese older people: a population-based cross-sectional study
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-04 The Effect of Exposure to a Home Care Programme on Medical Students’ Knowledge and Attitude
Suat Yee Kwek（  Singapore General Hospital）

IS-O-05 Association between daily salt intake of 3-year-old children and that of their mothers: a cross-
sectional study
Toshihiko Takada（  Department of General Medicine, Shirakawa Satellite for Teaching And Research (STAR), Fukushima 

Medical University／ Department of Healthcare Epidemiology, School of Public Health in the Graduate 
School of Medicine, Kyoto University）

IS-O-06 Knowledge and Attitude of Health Care Providers for Korean National Health Examination
Seo Young Kang（  Department of Family Medicine, Asan Medical Center, University of Ulsan College of Medicine）

IS-O-07 Evaluation of Primary Health Care in Cuba
Yu Koarashi（  Oita University）

IS-O-08 Depression was prevalent and co-morbid with insomnia in sleep out-patient units.
Hiroshi Kadotani（  Department of Sleep and Behavioral Sciences, Shiga University of Medical Science／ Sleep out-patient unit, 

Nagahama City Hospital）
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一般演題（ポスター）症例報告１　急性期・急性疾患のケア① 
 10：15～11：45　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：岡崎研太郎（  名古屋大学大学院医学系研究科地域医療教育学寄附講座）

P-症-001 下顎神経領域の帯状疱疹の1例
小佐見光樹（  朝来医療センター）

P-症-002 薬物離脱症候群の原因としてブロモバレリル尿素を鑑別に挙げる必要性を認識した1例
千嶋　　巌（  独立行政法人国立病院機構　栃木医療センター　内科／生協ふたば診療所）

P-症-003 多発性筋肉内血腫で死亡したアルコール性肝硬変の1例
中村　晃久（  自治医科大学附属さいたま医療センター　総合診療科）

P-症-004 結核感染症が原因での球後視神経炎の治療について
石井　　彰（  自治医科大学附属さいたま医療センター　総合診療科）

P-症-005 グリセリン浣腸による直腸損傷から溶血性腎不全を発症した2例
有井　　薫（  高知赤十字病院　内科）

P-症-006 飲んだ牛乳が鼻から出てくることを主訴に来院したForestier病の一例
三澤　美和（  大阪医科大学附属病院　総合診療科）

一般演題（ポスター）症例報告2　急性期・急性疾患のケア② 
 14：45～16：15　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：小﨑真規子（  堀川病院）

P-症-007 スケーリング・ルートプレーニング後に化膿性腰椎椎間関節炎を発症した1例
小田井　剛（  横浜旭中央総合病院　リウマチ科）

P-症-008 多系統萎縮症による気道緊急を呈した1例
吉山　直政（  岐阜大学医学部附属病院　高度救命救急センター）

P-症-009 高度偶発性低体温症による徐脈性ショックの復温に難渋した一例
西澤芙美香（  済生会横浜市南部病院　救急診療科）

P-症-010 カテーテル関連尿路感染症として加療されたのち尿道周囲膿瘍と診断された在宅患者の一例
金久保祐介（  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-症-011 救命救急業務を兼任することで初診時から社会復帰まで継続的に関わることのできた救急事例
児玉　貴之（  佐久医療センター　救命救急センター／小海分院／佐久総合病院　総合診療科）

P-症-012 無症候性尿道クラミジア感染による反応性関節炎の一例
田中　源八（  中部徳洲会病院）

一般演題（ポスター）症例報告3　急性期・急性疾患のケア③ 
 10：15～11：45　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：野口　善令（  名古屋第二赤十字病院 総合内科）

P-症-013 食餌により十二指腸憩室炎および小腸イレウスをきたした一例
早坂　知美（  独立行政法人国立病院機構　東京医療センター）

P-症-014 スコア評価と腹部超音波検査所見から急性穿孔性虫垂炎を疑い、緊急手術に至った小児の症例
長谷川順一（  頴田病院　総合診療科）

P-症-015 帯状疱疹発症後に腹部膨隆を認めた一例
幕内安弥子（  大阪市立大学　総合診療センター／総合医学教育学）

P-症-016 高齢者のメッケル憩室炎の1例
山之上弘樹（  静岡徳洲会病院　内科）

P-症-017 インフルエンザウイルスA型感染直後にトキシックショックシンドローム(TSS)を来した若年女性の1例
原田和歌子（  広島市立安佐市民病院　総合診療科）

P-症-018 再膨張性肺水腫をきたした左乳癌・癌性胸水の一症例
遠武　孝章（  武蔵村山病院　総合診療科）
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一般演題（ポスター）症例報告4　急性期・急性疾患のケア④ 
 14：45～16：15　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：田中　啓太（  みえ医療福祉生活協同組合 津生協病院）

P-症-019 胸膜炎との鑑別を要した片側性胸水を伴う傍椎体膿瘍の1例
鈴木　清澄（  日本大学医学部総合内科・総合診療医学分野／上尾中央総合病院　救急総合診療科）

P-症-020 意識障害で搬送され、診断に難渋した一症例
泉　　　学（  済生会宇都宮病院）

P-症-021 腹痛を主訴に受診したオウム病の1例
安藤　　諭（  名古屋医療センター）

P-症-022 当クリニック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-症-023 先天性メトヘモグロビン血症の一例
中田　円仁（  那覇市立病院）

P-症-024 酸化マグネシウムの長期内服により著明な高Mg血症を呈した腎機能正常患者の一例
川越　亮承（  筑波メディカルセンター病院　総合診療科）

一般演題（ポスター）症例報告5　在宅医療 
 10：15～11：45　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：杉谷　真季（  桜新町アーバンクリニック）

P-症-025 初期研修医として急性期から在宅看取りまでの一連の経過に関わることができた多発転移性肝腫瘍の一例
山口　実穂（  利根中央病院　総合診療科）

P-症-026 超高齢の慢性貧血症例に入院輸血療法と在宅訪問診療を反復併施した一例
竹内　宏樹（  千鳥橋病院　総合内科）

P-症-027 退院当日に在宅医導入が行われ、自宅での看取りが行われた膵癌末期の1例
岩浪　　悟（  多摩総合医療センター　救急・総合診療センター／武蔵国分寺公園クリニック）

P-症-028 サービスを利用して入院を免れた高齢者の発熱
辻　マリコ（  沖縄県立中部病院　プライマリ・ケア）

P-症-029 中山間地域の訪問看護ステーションにおける在宅看取りを困難にさせる要因の検討
古津三紗子（  訪問看護ステーションコミケア）

P-症-030 障害者支援施設での看取りの経験
川本　京子（  健和会　町上津役診療所）

一般演題（ポスター）症例報告6　緩和ケア 
 14：45～16：15　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：田原　正夫（  岩倉駅前たはらクリニック）

P-症-031 癌性疼痛に対するデュロキセチンとフェンタニルの併用により、セロトニン症候群を発症した一例
濱井　彩乃（  安房地域医療センター　総合診療科／亀田ファミリークリニック館山　家庭医診療科）

P-症-032 在宅において非がん疾患でモルヒネ持続皮下注等積極的症状緩和により最終的に自宅看取りを行えた2事例
児玉麻衣子（  福井大学医学部附属病院　がん診療推進センター）

P-症-033 難治性癌性胸・腹水に対するKM-CARTの経験
柿添　三郎（  医理会　柿添病院　外科）

P-症-034 僻地における高流量鼻カヌラ使用の経験
吉川美佐子（  身延町早川町組合立飯富病院）

P-症-035 KM-CARTによる大量腹水の緩和ケアから在宅診療に移行したアルコール性肝硬変・肝臓癌の一例
高垣　伸匡（  千春会病院　内科）
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一般演題（ポスター）症例報告7　身体診察・外傷のケア 
 10：15～11：45　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：林　　寛之（  福井大学医学部附属病院 総合診療部）

P-症-036 高齢者の病歴聴取、身体診察に関する考察～発熱以外の随伴症状、診察所見に乏しかった肺炎の症例を通じて～
朴澤　憲和（  加計呂麻徳洲会診療所／瀬戸内徳洲会病院）

P-症-037 当院で経験した副甲状腺機能低下症の3症例
白水　雅彦（  県立南部医療センター・こども医療センター　総合内科）

P-症-038 橈骨神経障害による手指関節・手関節背屈困難症例（下垂指、下垂手）の診断方法
本永　英治（  沖縄県立宮古病院総合診療科）

P-症-039 出生から41年間看過されていた重症下垂体機能低下症の症例
北條　伸子（  登米市立豊里病院　内科）

P-症-040 へき地における刺傷事件<救急隊と警察との連携>
小川　　信（  国民健康保険　大和診療所）

P-症-041 保存的に治療しえた鈍的腹部外傷による遅発性小腸狭窄の1例
岩田　臣弘（  南奈良総合医療センター　総合内科）

一般演題（ポスター）症例報告8　診断と検査① 
 14：45～16：15　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：原田和歌子（  広島市立安佐市民病院総合診療科）

P-症-042 尿検査により早期に診断しえた抗甲状腺薬によるMPO-ANCA関連血管炎の4例
森尾比呂志（  成田赤十字病院　総合内科）

P-症-043 その腹部膨満感は剣状突起痛かもしれません。
水本　潤希（  愛媛医療生活協同組合　愛媛生協病院　内科・家庭医療科）

P-症-044 本邦初の遺伝子変異を認めたWerner症候群の1例
岸田　雅之（  岡山市立市民病院　総合内科）

P-症-045 胸痛を訴える脊椎硬膜内髄外腫瘍の3例
得丸　幸夫（  得丸医院）

P-症-046 アスペルギルス硬膜外膿瘍・インプラント感染の一例
水木　真平（  明石医療センター　総合内科）

P-症-047 胸腹部リンパ節腫脹を認める発熱患者における可溶性IL2-R検査の診断的価値
小楠　美帆（  久留米大学医療センター　総合診療科）

一般演題（ポスター）症例報告9　診断と検査② 
 10：15～11：45　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：来住　知美（  国立大阪医療センター 感染症内科）

P-症-048 前皮神経絞扼症候群と思われた大網捻転症の一例
田中　啓太（  みえ医療福祉生活協同組合　津生協病院）

P-症-049 Cowden病の1例
今井　　泰（  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／豊田地域医療センター　消化器内科）

P-症-050 次世代シークエンサーにより、遺伝子診断が行われ、確診にいたった地中海熱の一例
林　　松彦（  慶應義塾大学医学部総合診療教育センター）

P-症-051 総合外来研修中に経験した深頸部感染症の2例
伊藤　泰斗（  JA長野厚生連佐久医療センター　初期研修医）

P-症-052 腎機能障害を認めない患者に対するバラシクロビル投与により、急性腎障害・バラシクロビル脳症を生じた一例
池田　智成（  長崎県上五島病院　内科）

P-症-053 下肢静脈血栓を合併した卵円孔開存症による奇異性脳塞栓症の一例
小野　亮佑（  名張市立病院　総合診療科）
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一般演題（ポスター）症例報告10　診断と検査③ 
 14：45～16：15　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：桑野　路矢（  亀山市立医療センター）

P-症-054 局所肋骨痛から見つかった胸壁Fibromatosisの一例
一瀬　直日（  赤穂市民病院　総合診療科）

P-症-055 餅による食餌性腸閉塞9例のケースシリーズ研究
木村　紀志（  茨城県厚生連総合病院　水戸協同病院）

P-症-056 甲状腺ホルモンの偽性高値を呈した1症例
岩田　仁志（  藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院／藤田保健衛生大学病院／豊田地域医療センター）

P-症-057 甲状腺の圧痛を伴わない破壊性甲状腺炎が悪寒戦慄を伴う不明熱の原因となった一例
孫　　　瑜（  筑波メディカルセンター病院／筑波大学附属病院　総合医コース）

P-症-058 全身に「目」を向け患者の訴えに「耳」を傾けよう～消化器症状で発症したCogan症候群の1例
海老原　稔（  神栖済生会病院　内科）

P-症-059 脊髄終糸症候群の一例～プライマリケアの頭痛診断～
山田　早紀（  愛知医科大学病院　卒後臨床研修センター）

一般演題（ポスター）症例報告11　診断と検査④ 
 10：15～11：45　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：菊地　由花（  広島大学病院 総合内科・総合診療科）

P-症-060 呼吸器感染症を契機に発症しフルボキサミンが効果を認めたストレス性高体温症の40歳女性例
舩越　　慶（  獨協医科大学　神経内科）

P-症-061 当院における一過性全健忘の症例についての検討
杉本　裕史（  聖路加国際病院　臨床研修部）

P-症-062 乙字湯による薬剤性肺障害を来した1例
齊藤　航平（  埼玉医科大学病院　総合診療内科）

P-症-063 海外渡航後の発熱で診断に苦慮した結節性多発動脈炎の1例
出川　龍哉（  日本医科大学付属病院　総合診療科）

P-症-064 皮疹が初発症状であった悪性リンパ腫の3例
小林　真也（  奈良県総合医療センター　血液腫瘍内科）

P-症-065 半年間他院で診断がつかなかった労作時呼吸困難に対して神経・筋疾患を疑い診断に至った一例
石川　廉太（  三重大学医学部附属病院　臨床研修・キャリア支援センター）

一般演題（ポスター）症例報告12　メンタルヘルス・その他① 
 14：45～16：15　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：福士　元春（  武蔵国分寺公園クリニック）

P-症-066 自閉スペクトラム症（ASD）傾向を背景に職場不適応となった2例
佐藤　　研（  弘前大学大学院　医学研究科　消化器血液内科）

P-症-067 自傷行為を繰り返す思春期の精神障害患者に対する介入事例
村田　祥子（  沖縄県立中部病院附属津堅診療所）

P-症-068 食欲減少・体重減少を主訴に受診し初老期うつ病の診断に至り、電気けいれん療法により症状改善を得た1例
米倉　宏昭（  東京都立多摩総合医療センター）

P-症-069 ステロイドや免疫抑制薬を使用せずに寛解に持ち込んだ原因不明の筋膜炎の一例
松田　宗也（  赤穂市民病院　総合診療科）

P-症-070 searching satisficingのため診断が遅れた気胸の一例～診断エラーを分析する～
坂野　福奈（  愛知医科大学病院　卒後臨床研修センター）

P-症-071 幻覚症状を契機に甲状腺機能低下症と診断できた一例
鵜木　友都（  飯塚病院　総合診療科）



63

プ
ロ
グ
ラ
ム 

6
月
16
日
（
土
）

一般演題（ポスター）症例報告13　その他② 
 10：15～11：45　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：中村　太一（  三重県立一志病院/三重県総合診療地域医療学講座）

P-症-072 当院の緩和ケアチームが介入した、超緊急コンサルト症例についての検討
神山　佳之（  沖縄県立中部病院　地域診療科）

P-症-073 頸部リンパ節腫脹と紅斑を契機に診断し子宮頸癌を合併した口腔咽頭梅毒の1例
石丸　直人（  明石医療センター　総合内科）

P-症-074 腎機能調整していたにも関わらずセフェピム脳症を生じた一例
新里　　到（  飯塚病院　総合診療科／産業医科大学　救急科）

P-症-075 猫ひっかき病と診断され紹介されたが、壊死性リンパ節を伴う悪性リンパ腫であった1例
朝日　公一（  獨協医科大学　埼玉医療センター　総合診療科）

P-症-076 入院中の禁煙指導が退院後の禁煙外来受診につながった2例
久賀　孝郎（  豊田地域医療センター／中部ろうさい病院）

P-症-077 若年男性のHIV・HBV重複感染の一例
松田　圭史（  公立玉名中央病院　総合診療科）

一般演題（ポスター）症例報告14　その他③ 
 14：45～16：15　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：小宮山　学（  医療法人 感謝の郷 ありがとうみんなファミリークリニック平塚）

P-症-078 卒後研修におけるピットフォール3症例
水嶋　丈雄（  水嶋クリニック）

P-症-079 宗教的背景により偽性副甲状腺機能低下症の診断が遅れ、医療介入に難渋した男児例
竹川賢太郎（  沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　総合内科／沖繩県立南部医療センター・こども医療センター　

小児総合診療科）

P-症-080 鉄キレート療法により血球回復した再生不良性貧血
亀井悠一郎（  西伊豆健育会病院）

P-症-081 嚥下障害の原因として食道アカラシアを診断、バルーン拡張術後、嚥下障害と喘息症状が軽快した2例
畑　　伸弘（  和歌山生協病院　内科）

P-症-082 呼吸困難を主訴に救急外来を受診した高齢者の胸水を伴う気胸の治療方針決定に難渋した一例
山本　敬祐（  赤穂市民病院）

P-症-083 大学病院総合診療科外来診療における漢方の有用性
新美　理恵（  名古屋大学　医学部附属病院　総合診療科／医療法人親理会　中町クリニック）

一般演題（ポスター）活動報告1　薬剤ケア・他 
 14：45～16：15　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：山城　清二（  富山大学附属病院 総合診療部）

P-活-001 当院薬剤部における急性薬物中毒患者への取組みと薬剤師教育への活用
二瓶　大輔（  平塚市民病院　薬剤部）

P-活-002 当院における薬剤総合評価調整加算症例からみるポリファーマシー対応の実態
長嶋　真美（  千葉市立青葉病院）

P-活-003 薬剤関連問題の抽出による入院時持参薬のスクリーニング～多剤併用への介入の切り口を考える～
田中　洋平（  医療法人徳洲会　瀬戸内徳洲会病院）

P-活-004 グループホームにおけるプライマリケア―多職種連携の必要性
阿部　太哉（  医療法人心の郷　穂波の郷クリニック）

P-活-005 在宅生活を支援する訪問リハビリテーション　－“そばにいる”を目指して－
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）

P-活-006 中野区における摂食・えん下機能推進協議会の活動とその現状
中川　美和（  中野共立病院）
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一般演題（ポスター）活動報告2　教育① 
 10：15～11：45　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：高村　昭輝（  金沢医科大学 医学教育学）

P-活-007 プライマリ・ケアの現場における指導医評価表（360度評価）の開発
福留　恵子（  高知大学医学部　家庭医療学講座）

P-活-008 病院前救護とメディカルラリー～訪問診療中に交通事故を目撃したらどうする？～
近藤　誠吾（  NABARI　E.M.S　Team　SHIN　～心～）

P-活-009 診療所看護師研修プログラムを試行して
後藤　智美（  生協浮間診療所／大分県立看護科学大学）

P-活-010 赤穂市民病院の初期研修医に対する「救急外来における振り返り勉強会」の教育効果に関する介入研究
野田　万理（  赤穂市民病院）

P-活-011 地域で作る地域オリジナルシミュレーショントレーニングの実践
溝尾　妙子（  思誠会　渡辺病院）

P-活-012 「診療所マネジメント・プログラム」の活動報告
関口由希公（  医療生協さいたま　さいわい診療所）

一般演題（ポスター）活動報告3　教育② 
 14：45～16：15　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：清水　郁夫（  信州大学医学部附属病院 医療安全管理室）

P-活-013 地域医療志向を有する医師の育成　～熊本大学の取り組み～
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／地方独立行政法人くまもと県北病院機構　公立玉

名中央病院）

P-活-014 三重県プライマリ・ケアエキスパートナース研修会に関する活動と成果
西田　智珠（  三重県プライマリ・ケアセンター／三重大学）

P-活-015 「生活まるっとカンファランス」～患者の生の生活を実感してみよう！～
加藤　　寿（  祐ホームクリニック）

P-活-016 市中病院における心身医学卒後教育プログラムの開発の試み
大武　陽一（  堺市立総合医療センター　総合内科・心療内科）

P-活-017 「家庭医療専門薬剤師レジデンシー」を研修して (その3)　～レジデント2期生による薬局での多職種連携～
河南　真依（  株式会社マスカット薬局）

P-活-018 都市部の急性期病院における「『地域完結型』地域医療研修プログラム」の立ち上げ
浅川　麻里（  堺市立総合医療センター　総合内科）

一般演題（ポスター）活動報告4　教育③ 
 10：15～11：45　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：平山　陽子（  東京ほくと医療生活協同組合 王子生協病院）

P-活-019 人事異動がほとんど無い中小病院に異動した卒後20年以上の医師がどのように成長していくか？
杉野　敏之（  大津赤十字志賀病院　内科）

P-活-020 地域基盤型教育における“研修のコツ”ランキング―揖斐の17のTipsを用いて―
菅波　祐太（  地域医療振興協会　揖斐郡北西部地域医療センター）

P-活-021 総合診療科における初期研修医に対する初診外来研修の報告
飯島　研史（  利根中央病院　総合診療科／群馬家庭医療学センター）

P-活-022 WONCA Pattaya 2017プレカンファレンス報告～ワールドカフェを用いて海外の若手家庭医のニーズを聴
取して～
今藤　誠俊（  日本医療生協連合会　家庭医療学開発センター／本田診療所）

P-活-023 超体験型地域医療研修で初期研修医のbio-medicalの鎧を壊す！
光田　栄子（  諏訪中央病院）
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P-活-024 専攻医の研究支援体制としてのPBRN-Tsukubaプロジェクト
小曽根早知子（  筑波大学医学医療系）

一般演題（ポスター）活動報告5　教育④ 
 14：45～16：15　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：吉澤　瑛子（  亀田ファミリークリニック館山）

P-活-025 過疎地域中規模病院において医学生総合診療実習を立ち上げてみて
堀　　好寿（  新潟県立十日町病院）

P-活-026 京都大学医学部の臨床実習「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（続報）
森下真理子（  京都大学大学院　医学研究科　医学教育・国際化推進センター　博士課程）

P-活-027 「場の多様性」の追体験を通して態度領域の教育を行うワークショップの試み
大西　規史（  諏訪中央病院）

P-活-028 皮膚科におけるアクティブラーニングを目指した臨床実習
古結　英樹（  宮崎大学　医学部　皮膚科）

P-活-029 課題解決先進地における高校生のキャリア教育と地域医療(活動報告)
笠　　芳紀（  雲南市立病院　地域ケア科）

P-活-030 医学生の薬局実習プログラムの検討と構築
荒木　史郎（  高茶屋薬局／三重大学大学院医学系研究科家庭医療学分野）

一般演題（ポスター）活動報告6　予防医療・健康増進① 
 10：15～11：45　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：小嶋　秀治（  三重大学医学部亀山地域医療学講座/亀山市立医療センター）

P-活-031 当クリニックの職員における結核基礎知識調査と感染制御チームの立ち上げ
原　　史郎（  プラーナクリニック　総合診療内科）

P-活-032 将来、屋外業務に従事する学生に対する破傷風トキソイド接種勧奨の取り組み
岡田　　悠（  亀田ファミリークリニック館山　家庭医診療科）

P-活-033 プレコンセプショナルケアに関する意識調査：看護師の知識と患者教育へのモチベ―ション
村山　　公（  総合病院南生協病院）

P-活-034 『ぱいぬ島健康プラン21 in竹富島』～健康長寿復活を目指した小さな島の取組み～
佐野　史典（  竹富町立竹富診療所）

P-活-035 地域小規模病院におけるローテーション専攻医外来患者のヘルスプロモーションの連続性について
山田　恭裕（  地域医療振興協会　地域医療研修センター）

P-活-036 イイトコ発見プロジェクト～島根県雲南市におけるヘルスプロモーション活動～
岡本　茉由（  訪問看護ステーション　コミケア）

一般演題（ポスター）活動報告7　予防医療・健康増進②・プライマリ・ケアにおける疫学 
 14：45～16：15　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：石丸　直人（  明石医療センター総合内科）

P-活-037 プレイフルケアの効能，やりたくなるプログラム『くちビルディング選手権』の取り組みから
児島満理奈（  一般社団法人グッドネイバーズカンパニー）

P-活-038 「元気で老後！考えよう！働く世代の喫煙と生活習慣病」をテーマに行った市民公開講座
寺﨑　由香（  北辰会　有澤総合病院　内科）

P-活-039 移動式屋台を用いたカフェ型ヘルスコミュニケーションの取り組み
守本　陽一（  自治医科大学医学部医学科）

P-活-040 肥満および生活習慣病改善に対する運動習慣　フィットネス利用頻度からの検討
中村　貴信（  在宅支援いむらクリニック／メディカルフィットネス登美ヶ丘）
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P-活-041 総合診療科設立時の臓器別専門医からの院内ニーズ　- 院内紹介状の分析・評価を通して -
下川　純希（  山口大学医学部附属病院　総合診療部／宇部興産中央病院　総合診療科）

P-活-042 総菜店が原因施設となった腸管出血性大腸菌O157食中毒事例への対応
土屋　久幸（  埼玉県熊谷保健所／日本大学医学部社会医学分野）

一般演題（ポスター）活動報告8　高齢者ケア 
 10：15～11：45　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：市川　聡子（  医療法人明医研 ハーモニークリニック）

P-活-043 高齢者施設入所胃瘻患者におけるPIMsの検討
山田奈穂子（  滝沢中央病院　薬剤科）

P-活-044 家族の付き添いに関する取り組み
山本　政和（  高茶屋診療所）

P-活-045 認知症専門医のいない小病院での認知症ケアチームの活動報告
金子　一明（  市立大町総合病院　総合診療科）

P-活-046 弾性チューブ包帯を用いた点滴自己抜去予防の効果
廣畑　　静（  紀南病院　看護部）

P-活-047 在宅医療における保険調剤薬局の役割―管理栄養士による訪問栄養指導と薬剤師の連携
森尾裕美香（  薬樹薬局飯田橋）

P-研-001 「地域資源を総動員して取り組む医学生に対する地域医療教育」の考察－実習指導者のアンケートから－
村瀬　奈美（  哲西町診療所）

一般演題（ポスター）活動報告9　在宅医療① 
 10：15～11：45　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：竹田　　啓（  亀山市立医療センター）

P-活-048 ICT利用で薬剤管理情報の自動作成・自動送信による共有
水野　正子（  大和新薬株式会社　チューリップ薬局平針店）

P-活-049 当院における在宅看取りの現状と課題
小堀　勝充（  熊谷生協病院）

P-活-050 豊田加茂医師会の地域医療体制強化の取り組みと成果（特に在宅医療について）
加藤　真二（  一般社団法人　豊田加茂医師会）

P-活-051 「人体シミュレーターを用いた在宅医療研修会～在宅医療スキル＆シミュレーションコース」活動報告
三輪真砂子（  宮崎大学医学部附属病院／訪問看護ステーション葵／公益社団法人宮崎市郡医師会　宮崎市郡医師会病院／独立行

政法人地域医療機能推進機構　宮崎江南病院）

P-活-052 家庭医療専攻医による終末期患者の訪問診療の振り返りからの在宅看取りでの阻害要因の考察
鳥居　　旬（  市立大町総合病院）

P-活-053 当院の在宅医療における時間外往診の現状と課題
松尾　良子（  高崎中央病院／群馬家庭医療学センター）

一般演題（ポスター）活動報告10　多職種連携 
 14：45～16：15　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：山本　由布（  セントラル総合クリニック/筑波大学総合診療グループ）

P-活-054 エコーを用いた鍼灸臨床の安全管理教育～肺・腎臓・小腸・神経・血管の施術前後評価～
吉村　亮次（  一般社団法人　日本超音波鍼灸協会／ bright鍼灸院／筋膜性疼痛症候群研究会）

P-活-055 多職種連携教育コーディネーター「ごちゃまぜ師」養成講座
桐ケ谷大淳（  宮崎大学医学部　地域医療・総合診療医学講座）

P-活-056 クリニカルパスを用いた誤嚥性肺炎の地域連携の取り組み
相馬　俊介（  青森県立中央病院　総合診療部）
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P-活-057 名張市在宅医療支援センター主催多職種連携研修の振り返り
御前　秀和（  名張市立病院総合診療科／名張市立病院地域医療教育研修センター／三重大学家庭医療学講座）

P-活-058 糖尿病の重症化予防を目的とした、「健康おたすけ隊」（多職種連携チーム）の活動報告
山内　理紗（  六ヶ所地域家庭医療センター／青森県立中央病院　総合診療部）

P-活-059 認知症診療と高次脳機能障害診療が連携する自動車運転能力回復支援
坂本　興美（  桜十字病院）

一般演題（ポスター）活動報告11　地域包括ケア① 
 10：15～11：45　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：切畑屋友希（  下北山村国保診療所 所長）

P-活-060 カンボジアの医療視察をしてPattayaのWONCAに参加した
東條　環樹（  北広島町雄鹿原診療所）

P-活-061 がん医療・ケア資源マップの作成
三宅　　岳（  多可赤十字病院）

P-活-062 行政主導に頼らない住民主導のまちづくり～市町合併による行政サービス低下を補うNPO
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-活-063 グループ診療の無床診療所における地域包括診療料算定とその課題と対策
岩間　秀幸（  医）鉄蕉会　亀田ファミリークリニック館山）

P-活-064 古和浦診療所を再開して　～医療の谷間に灯をともす第一歩～
中川　十夢（  町立南伊勢病院）

P-活-065 健康サポート薬局と診療所の連携により実践できること
清田　実穂（  川崎医療生活協同組合　あさお診療所／医療福祉生協連家庭医療学開発センター（CFMD））

一般演題（ポスター）活動報告12　診療所・病院経営 
 14：45～16：15　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：松井　善典（  浅井東診療所/関西家庭医療学センター）

P-活-066 医療機能の継続をめざした地域小病院での取り組み
山添　尚久（  町立南伊勢病院　内科）

P-活-067 プライマリ・ケア医の中小病院経営への関与～コミュニティホスピタルジャパン:厚木市 亀田森の里病院～
金城謙太郎（  医療法人鉄蕉会　亀田森の里病院／亀田総合病院／東海大学医学部付属病院総合内科／慶應義塾大学医学部総合診

療科）

P-活-068 プライマリ・ケア教育としての富士山救護所研修
岡部　夏樹（  市立甲府病院）

P-活-069 未来の地域医療を創る診療所事務研修:Jネット
寺田　　豊（  くろまつないブナの森診療所）

P-活-070 コミュニティホスピタルに家庭医が赴任してからの3年間
松島　和樹（  金井病院／関西家庭医療学センター）

P-活-071 職場実践共同体の心理的安全を高める：ある新参者による、協議のあり方を通した、改善の試み
園　　真廉（  神戸市立医療センター　中央市民病院　救命救急センター　(救急科)）

一般演題（ポスター）活動報告13　ICT・遠隔医療① 
 10：15～11：45　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：三浦　太郎（  富山市まちなか診療所）

P-活-072 Google mapと地理情報システム（GIS）を用いた地域診断マッピング（方法）
安藤　崇之（  安房地域医療センター　総合診療科／亀田ファミリークリニック館山）

P-活-073 Google mapと地理情報システムを用いたマッピングによる医療・買物難民のスクリーニング（事例）
安藤　崇之（  安房地域医療センター　総合診療科／亀田ファミリークリニック館山）
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P-活-074 AI/IoTを用いた在宅見守りシステムの開発～よりよいプライマリ・ケアのために～
織田　良正（  社会医療法人　祐愛会織田病院／佐賀大学医学部附属病院　総合診療部）

一般演題（ポスター）活動報告14　実践報告① 
 14：45～16：15　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：今村　弥生（  杏林大学医学部精神神経科学教室）

P-活-075 一般住民と行う医療倫理カンファレンスの活動報告
宮田　智仁（  津生協病院）

P-活-076 自らの生き方と社会貢献を調和させる医師を目指して～人の縁×歴史×テクノロジー～
並木　宏文（  公益社団法人　地域医療振興協会　十勝いけだ地域医療センター）

P-活-077 ADDIEモデルを用いた家庭医療学夏期セミナー・ワークショップの実践報告
芦野　　朱（  医療生協さいたま　埼玉協同病院　教育研修センター）

P-活-078 第8回学術大会（高松市）の経験を活かす
本田　壮一（  美波病院　内科）

P-活-079 多職種が育ちあう”共育“診療所として　～研修受け入れを通した職場づくりの実践～
佐川　　拓（  勤医協月寒ファミリークリニック）

P-活-080 当院におけるポリファーマシーの実態と今後の課題
松本　明男（  笠間市立病院）

一般演題（ポスター）活動報告15　実践報告② 
 10：15～11：45　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：武者幸樹子（  かえでファミリークリニック）

P-活-081 総合診療医の中小病院における在宅医療 ～コミュニティホスピタルジャパン：豊田地域医療センター～
大杉　泰弘（  藤田保健衛生大学　総合診療・家庭医療プログラム／豊田地域医療センター／藤田保健衛生大学）

P-活-082 進化型総合診療構想
齋藤　孝仁（  山中胃腸科病院）

P-活-083 地域の薬局でプライマリ・ケアを実践できる薬剤師になる　第4報　～家庭環境が患者の健康に影響する～
田中　　綾（  株式会社　マスカット薬局）

P-活-084 海外若手研修生家庭医療研修の振り返りと提案　-充実した研修にするために-
伊東　知子（  総合病院　南生協病院　家庭医療・総合診療科／よってって在宅診療所／星崎診療所）

P-活-085 豊川家庭医療プログラムの運営報告
伊藤　義久（  豊川市民病院）

P-活-086 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」での展開第三報
鈴木　富雄（  大阪医科大学附属病院地域総合医療科学寄附講座）

一般演題（ポスター）活動報告16　その他① 
 14：45～16：15　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：玉井　杏奈（  台東区立台東病院）

P-活-087 熊本大学医学部附属病院における学童保育のニーズ調査
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）

P-活-088 へき地市中病院における専門性を越えた勤務医の役割
山本　達人（  都志見病院　外科）

P-活-089 第7・8回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会ワークショップ「選ぶ?選ばない?ジェネリック医薬品」
の成果
小泉　達勇（  ド）小泉ジェネリック医薬品情報研究所）

P-活-090 プライマリ・ケア認定取得者の病院薬剤師としての活動状況調査
佐藤　倫亮（  公益社団法人　地域医療振興協会　十勝いけだ地域医療センター　薬剤室）
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P-活-091 総合診療病棟における入院患者の検討～総合診療病棟に求められる役割とは～
志村　直子（  甲府共立病院　総合診療部）

P-活-092 ホームレス医療支援活動を通して医学生は何を考えたか
有馬　泰治（  千鳥橋病院　総合内科）

International Session(ポスター )　 
 14：45～16：15　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：Haruhiro Uematsu（  Kameda Family Clinic Tateyama）
　　　Nobutaka Hirooka（  Saitama Medical University, Department of General Internal Medicine）

IS-P-01 Activity report: Distant project learning - "Education Cafe"
Takeshi Kondo（  Center for Postgraduate Clinical Training and Career Development, Nagoya University Hospital）

IS-P-02 Health seeking behaviour of elderly living in 1 room rental flats in Singapore
Lian Leng Low（  Department of Family Medicine and Continuing Care, Singapore General Hospital）

IS-P-03 Severe paraesophageal hiatal hernia occasionally require surgery
Takahiko Fukuchi（  Division of General Medicine Jichi Medical University, Saitama Medical Center）

IS-P-04 Successful treatment across the border in a patient with acute coronary syndrome.
Junya Shimamoto（  General Practitioner, United States Naval Hospital Yokosuka）

IS-P-05 A variant form of Lemierre syndrome: femoral vein thrombophlebitis
Hiroaki Wakakuri（  Department of General Medicine＆Health Science, Nippon Medical School）

IS-P-06 A case of the sepsis-associated encephalopathy due to Escherichia coli infection with pyometra 
after hysteroscopic surgery in a 48-year-old woman
Yuki Sato（  Department of General Medicine, University of Toyama Hospital）

IS-P-07 The career sought by Japanese general medical doctors ascertained from the questionnaire 
survey.
Yuichi Takahashi（  General Medicine, Juntendo University Faculty of Medicine）

IS-P-08 A case of calcific tendinitis of the rectus femoris presenting as left groin pain
Naoki Miyahara（  Department of primary care, Okinawa Chubu Hospital）

IS-P-09 Influence of factors of Work-Life Balance on Subjective Health among Japanese Workers
Kunihiko Hayashi（  Ewel, Inc., Japan）

学生セッション①(ポスター )　 
 10：15～11：45　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：石川　鎮清（  自治医科大学医学教育センター）

SP-01 雪かきは健康に良いのか？雪かきと握力、社会的役割の関係について―魚沼市における聞き取り調査より―
上原　優斗（  新潟大学医学部医学科）

SP-02 高齢者のうつ、ソーシャルキャピタルと外出頻度の関係―魚沼市における聞き取り調査より―
小林　賢人（  新潟大学医学部医学科）

SP-03 地域で生涯自分らしく暮らすための住民調査
島田　直英（  島根大学　医学部　医学科）

SP-04 慈恵医大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（第十一報）
松原　龍輔（  東京慈恵会医科大学　疫学研究会）

SP-05 医学生1年生を対象として学生自らで立案実施したワークライフ・バランスアンケート調査
梶木保乃加（  島根大学医学部医学科　1年）

SP-06 四国4県のプライマリ・ケアに関心を持つ学生を主体とした交流会の開催
櫻間　康太（  徳島大学　医学部医学科）

SP-07 日本初、家庭医療のInterest Group 「FMIG宮崎」の3年間の活動報告と、今後の展望・課題
古谷　空也（  宮崎大学医学部医学科）

SP-08 医学生への情報発信プラットフォーム構想に関して
品川真璃恵（  慶應義塾大学環境情報学部）
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学生セッション②(ポスター )　 
 14：45～16：15　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：木村　琢磨（  北里大学医学部地域総合医療学）

SP-09 Doctors’ Style～学生時代に見つけるそれぞれの医師像～
岡本　　賢（  順天堂大学　医学部医学科）

SP-10 Generalist　Party　for　the　Young ！！学生による学生のためのキャリア相談会
溝越けやき（  東京女子医科大学医学部／日本プライマリ・ケア連合学会　　学生・研修医部会　　関東支部（PCs関東））

SP-11 地域診断を取り入れた新しい熊本県夏期地域医療特別実習の取り組み
松尾　淳一（  熊本大学　医学部　医学科）

SP-12 地域枠学生の他地域での実習の意義、また低学年における地域医療実習の重要性の考察と実習報告
太田真柚子（  愛知医科大学　医学部）

SP-13 長崎大学医学部地域枠学生の入学後初期段階での活動報告
鋸﨑　翔太（  長崎大学医学部医学科）

SP-14 九州山口家庭医療・総合診療セミナーでの学生セッション活動報告～プライマリ・ケア看護/在宅医療の啓発～
奈須　彩乃（  宮崎大学　医学部　看護学科）

SP-15 琉球大学地域医療研究会による八重山高校交流会の活動報告
石渡　奈菜（  琉球大学　医学部　医学科）

SP-16 学生のへき地・地域医療への取り組み
栃村　亮太（  自治医科大学　医学部）

国際キャリア支援①(ポスター )　 
 10：15～11：45　ポスター会場（三重県総合文化センター　文化会館 2F　第1ギャラリー）

座長：葛西　龍樹（  公立大学法人 福島県立医科大学医学部 地域家庭医療学講座）

PI-01 Hyung Jun Park（  Seoul National University Hospital, South Korea）

PI-02 Kye Yeung Park（  Hanyang University Hospital, South Korea）

PI-03 Mi So Jang（  National Cancer center, South Korea）

PI-04 Alexander Zarko Zaharievski（  North Oxfordshire General Practice Vocational Training Scheme, 
Oxfordshire, UK）

PI-05 Mezhen Ko（  Burton General Practice Vocational Training Scheme, West Midlands, UK）

PI-06 Sumera Angus（  St Helier General Practice Vocational Training Scheme, South West London, UK）

PI-07 Joseph Freer（  Tower Hamlets Vocational Training Scheme/Queen Mary, University of London, UK）

PI-08 調整中（  Royal College of General Practitioners, UK）


