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6 月 13 日（金）

市民公開講座

14：00～ 15：30　第1会場（3Fコンベンションホール）

演題：「最期まで尊厳をもって生きるために」
座長：岡山県医師会副会長 丹羽　国泰

演者：さわやか福祉財団理事長 堀田　　力

6 月 14 日（土）

会長講演

11：00～ 11：30　第1会場（3Fコンベンションホール）

演題：「プライマリ・ケアの課題」
座長：第 31回日本プライマリ・ケア学会会頭
　　　岡山県医師会会長 井戸　俊夫

演者：日本プライマリ・ケア学会会長
　　　北海道大学大学院医療システム学分野教授 前沢　政次

特別講演

13：30～ 14：40　第1会場（3Fコンベンションホール）

演題：「人間的な良い医療を目指して」
座長：川崎医科大学名誉教授 平野　　寛

演者：実地医家のための会創立者 永井友二郎

特別シンポジウム

14：50～ 17：50　第1会場（3Fコンベンションホール）

演題：「後期高齢者医療～切れ目のない地域ケア構築をめざして～」
座長：日本大学医学部医療管理学教授 大道　　久
　　　第 31回日本プライマリ・ケア学会会頭
　　　岡山県医師会会長 井戸　俊夫
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シンポジスト：

　　厚生労働省医政局総務課課長 二川　一男
　　日本医師会常任理事 藤原　　淳
　　日本プライマリ・ケア学会理事 野中　　博
　　ケアタウン小平クリニック院長 山崎　章郎
　　社団法人認知症の人と家族の会岡山県支部代表 妻井　令三 

教育講演

教育講演①　9：30～ 10：30　第2会場（2Fレセプションホール）

演題：「糖尿病と運動」
座長：岡山県医師会理事 田中　茂人

演者：岡山県南部健康づくりセンター運動支援係長 西河　英隆

教育講演②　9：30～ 10：30　第3会場（1Fイベントホール西）

演題：「病院における癒しの環境」
座長：岡山済生会総合病院総合教育長 浜家　一雄

演者：岡山県病院協会会長
　　　財団法人操風会岡山旭東病院院長 土井　章弘

教育講演③　9：30～ 10：30　第4会場（1Fイベントホール東）

演題：「楽しみと安らぎを与えるロボット・セラピー
　　　～介護福祉に貢献するロボットの現状と将来～」

座長：岡山県医師会専務理事 笠井　英夫

演者：産業技術総合研究所・知能システム研究部門主任研究員 柴田　崇徳

教育講演④　9：30～ 10：30　第5会場（3F301会議室）

演題：「在宅医療に必要な緩和ケアの実際」
座長：岡山県医師会理事 糸島　達也

演者：岡山済生会総合病院緩和ケア担当医長 石原　辰彦
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教育講演⑤　9：30～ 10：30　第7会場（4F405会議室）

演題：「発達障害－見えない障害への支援－」
座長：岡山市保健所健康づくり課課長補佐 澤田　文江

演者：岡山市・まな星クリニック院長 中島　洋子

教育講演⑥　9：30～ 10：30　第8会場（4F407会議室）

演題： 「いのちと暮らしをつなぐ地域包括ケアシステムの構築を目指して」
座長：川崎医療福祉大学保健看護学科准教授 塚原　貴子

演者：美作大学福祉のまちづくり学科教授・学科長 小坂田　稔

シンポジウム

シンポジウム①　13：30～ 16：00　第3会場（1Fイベントホール西）

3 学会関連シンポジウム
テーマ：「ジェネラリストの臨床能力－コア能力とプラス －」

座　長：名古屋大学医学部附属病院総合診療部教授 伴　信太郎
　　　　木戸医院、日本プライマリ・ケア学会副会長 木戸　友幸

シンポジスト：

　　独立行政法人国立病院機構長崎医療センター総合診療科医長 濱田　久之
　　医療法人北海道家庭医療学センター　理事長 草場　鉄周
　　奈義ファミリークリニック　所長 松下　　明
　　東京医科大学　教授 大滝　純司

シンポジウム②　13：30～ 16：00　第4会場（1Fイベントホール東）

テーマ：「後期高齢者の医療と介護そして口腔ケアの展開」
座　長：岡山大学医学部・歯学部附属病院副病院長（教育・研究担当） 窪木　拓男
　　　　岡山県歯科医師会理事、公衆衛生部（高齢者・介護） 藤澤　伸彦

シンポジスト：

　　東京歯科大学社会歯科学研究室教授 石井　拓男
　　米山歯科クリニック院長 米山　武義
　　国立長寿医療センター病院先端医療部　口腔機能再建科医長 角　　保徳

日歯生涯研修認定

α
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シンポジウム③　15：00～ 17：30　第6会場（3F302会議室）

テーマ：「プライマリ・ケアを実践する有床診療所」
座　長：全国有床診療所連絡協議会会長 内藤　哲夫
　　　　岡山県有床診療所協議会専務理事、岡山県医師会理事 木村　　丹

シンポジスト：

　　医療法人幸義会岡山東部脳神経外科理事長、赤磐医師会副会長 滝澤　貴昭
　　鈴木内科医院副院長、日本プライマリ・ケア学会理事 鈴木　　央
　　広島県医師会常任理事、医療法人松村循環器・外科医院理事長 松村　　誠
　　全国有床診療所連絡協議会専務理事 鹿子生健一
　　日本医師会総合政策研究機構主任研究員 江口　成美

シンポジウム④　13：30～ 16：00　第7会場（4F405会議室）

テーマ：「これからの地域包括ケアのあり方と課題」
座　長：社会福祉法人岡山県社会福祉協議会地域福祉部地域福祉部長 山本　茂樹
　　　　岡山県訪問看護ステーション連絡協議会副会長 重平　典子

シンポジスト：

　　岡山県総社市社会福祉協議会事務局次長 佐野　裕二
　　ポリーライフケアサービス㈲代表取締役 川邉久美子
　　岡山デイナーシング看護協会主任 黒田喜美代

パネルディスカッション

13：30～ 16：00　第5会場（3F301会議室）

テーマ：「岡山モデル」による、地域緩和ケア連携の新しい試み
座　長：岡山市医師会 安田　英己

パネラー：

　　かとう内科並木通り診療所院長 加藤　恒夫
　　岡山大学医学部・歯学部附属病院医療情報部副部長 合地　　明
　　医療法人片岡内科医院理事長 片岡　　廉
　　岡山訪問看護ステーション看護協会所長 菅﨑　仁美
　　ひかり薬局介護相談事務所管理者、介護支援専門員 内藤さやか
　　かとう内科並木通り診療所、MSW介護支援専門員 横山　幸生
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ワークショップ

ワークショップ1　14：50～ 17：50　第2会場（2Fレセプションホール）

テーマ：「プライマリ・ケア開業術」
　　　　～ベテランからルーキーへ～

座　長：実地医家のための会前世話人代表、矢吹クリニック院長 矢吹　清人
　　　　実地医家のための会世話人代表、石橋クリニック院長 石橋　幸滋

演　者：益田診療所副院長 外山　　学
　　　　村田メディカルクリニック院長 村田　洋二
　　　　松村医院院長 松村　眞司
　　　　岡田医院院長 水野　　融

ワークショップ8　13：30～ 17：00　第8会場（4F407会議室）

日本プライマリ・ケア学会主催

テーマ：「地域ケアネットワークづくり」
座　長：日本プライマリ・ケア学会理事・研修委員長 野中　　博
コーディネーター：日本プライマリ・ケア学会副会長 青木　佳之
　　　　　　　　　岡山県介護支援専門員連絡協議会会長 堀部　　徹

演　者：香川県綾川町国民健康保険陶病院院長 大原　昌樹
　　　　広島県尾道市立市民病院副院長 山脇　泰秀
　　　　大阪府高槻市なかじま診療所院長 中嶋　啓子
　　　　三重県四日市市南地域包括支援センター長 西元　幸雄

ワークショップ9　16：15～ 17：30　第3会場（1Ｆイベントホール西）

テーマ：「プライマリ・ケア現場でどうやって病名を付けるべきか」
座　長：千葉大学医学部附属病院地域医療連携部准教授 藤田　伸輔
　　　　洲本市応急診療所院長 山岡　雅顕

ランチョンセミナー

ランチョンセミナー①　11：40～ 12：30　第2会場（2Fレセプションホール）

演題：「糖尿病の地域医療のあり方
　　　－糖尿病対策推進会議の活動と戦略研究を踏まえて」

座長：東北労災病院名誉院長 豊田　隆謙

演者：富山大学附属病院院長 小林　　正
共催：小野薬品工業（株）
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ランチョンセミナー② 　11：40～ 12：30　第3会場（1Fイベントホール西）

演題：「ARBによる血管年齢改善とアンチエイジング」
座長：木本内科医院院長 木本　克彦

演者：大阪大学大学院医学系研究科遺伝子治療学助教 中神　啓徳
共催：第一三共（株）

ランチョンセミナー③　11：40～ 12：30　第4会場（1Fイベントホール東）

演題：「不眠診療の向上をめざして
　　　～睡眠の質と日常生活機能の観点から」

座長：岡山赤十字病院副院長 忠田　正樹

演者：代々木睡眠クリニック院長 井上　雄一
共催：サノフィ・アベンティス（株）アステラス製薬（株）

ランチョンセミナー④ 　11：40～ 12：30　第5会場（3F301会議室）

演題：「うつと社会復帰」

座長：国際医療福祉大学医療福祉学部教授 上島　国利

演者：産業医科大学医学部精神医学教室教授 中村　　純
共催：旭化成ファーマ（株）

ランチョンセミナー⑤　11：40～ 12：30　第6会場（3F302会議室）

演題：「在宅酸素療法」

座長：岡山大学血液腫瘍・呼吸器内科学准教授 木浦　勝行

演者：日本医科大学呼吸器内科学教授 木田　厚瑞
共催：帝人在宅医療（株）帝人ファーマ（株）

ランチョンセミナー⑥　11：40～ 12：30　第7会場（4F405会議室）

演題：「患者満足度をあげる頭痛診療のコツ
　　　～頭痛患者 9000 例の治療経験から～」

座長：川崎医科大学附属病院神経内科教授 砂田　芳秀
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演者：斐水会　ながせき頭痛クリニック院長 永関　慶重
共催：ファイザー（株）

○ランチョンセミナー⑫　11：40～ 12：30　第8会場（4F407会議室）

演題：「プライマリ・ケアにおける快便を得るための方策」

座長：川崎医科大学内科学食道・胃腸科教授 春間　　賢

演者：国立国際医療センター国府台病院院長 松枝　　啓
共催：アボットジャパン（株）アステラス製薬（株）

6 月 15 日（日）

特別講演

9：00～ 10：20　第1会場（3Fコンベンションホール）

演題：「外来診断学－その教育と問題点－」
座長：岡山大学病院総合診療内科教授 小出　典男

演者：千葉大学医学部附属病院総合診療部教授 生坂　政臣

11：50～ 13：00　第1会場（3Fコンベンションホール） 

演題：「響き合う心－喜びと悲しみを共有し合って－」
座長：第 31回日本プライマリ・ケア学会副会頭 青木　佳之

演者：川崎医療福祉大学教授 佐々木正美

記念講演

10：30～ 11：50　第1会場（3Fコンベンションホール）

演題：「かかりつけ医の症例バザール」
座長：第 31回日本プライマリ・ケア学会副会頭 小谷　秀成

演者：野の花診療所院長 徳永　　進
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総括シンポジウム

13：00～ 15：30　第1会場（3Fコンベンションホール） 

演題：「いのち 健康支援から看取りまで」
座長：岡山大学名誉教授 青山　英康
　　　日本プライマリ・ケア学会理事 牛久保美津子

シンポジスト：

　　島根大学医学部環境予防医学教授 塩飽　邦憲
　　岡山市保健所医療専門監 松岡　宏明
　　ナカノ在宅医療クリニック院長 中野　一司
　　NPO法人総合ケアシーザル理事長 宮原　伸二

特別発言：

　　聖隷三方原病院精神科 今村　弥生

教育講演

教育講演⑦　13：00～ 15：30　第8会場（4F407会議室）

演題：「後期高齢者施策におけるかかりつけ歯科の役割」
　　　～地域連携在宅ネットワークを視野に～

座長：東京歯科大学摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療支援科講師 石田　　瞭
　　　岡山大学医学部・歯学部附属病院特殊歯科総合治療部歯科医師 有岡　享子

演者：岡山大学大学院医歯薬学総合研究科咬合・有床義歯補
ほてつ

綴学分野教授 皆木　省吾
　　　岡山県歯科医師会公衆衛生部委員長 大森　　潤
　　　岡山県歯科医師会公衆衛生部副委員長 山下　　聡

日歯生涯研修認定

シンポジウム

シンポジウム⑤　9：00～ 11：30　第2会場（2Fレセプションホール）

テーマ：「今後の日本における医療のあるべき姿を模索する！」
座　長：岡山県病院協会会長、財団法人操風会岡山旭東病院院長 土井　章弘
　　　　医療法人和香会理事長、医療法人博愛会理事長、社会福祉法人優和会理事長 江澤　和彦

シンポジスト：

　　国際医療福祉大学医療経営管理学科准教授 山本　康弘
　　全日本病院協会会長 西澤　寛俊
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　　医療法人笠松会有吉病院理事長・院長 有吉　通泰
　　岡山県病院協会副会長・医療法人誠和会倉敷紀念病院院長 小出　尚志

シンポジウム⑥　9：00～ 11：30　第3会場（1Fイベントホール西）

テーマ：「特定健診・保健指導～開始直後の喫緊の課題と対策～」
座　長：島根大学医学部環境予防医学教授 塩飽　邦憲
　　　　岡山県医師国民健康保険組合常務理事 草野　　功

シンポジスト：

　　日本医師会常任理事 今村　　聡
　　厚生労働省健康局総務課保健指導室室長 勝又　浜子
　　厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室室長補佐 山本　英紀
　　岡山市医師会会長 丹治　康浩
　　岡山県南部健康づくり支援センター運動支援係長　健康運動指導士 西河　英隆

日医認定研修単位（申請中）産業医：生涯専門 2.5，健康スポーツ医 1

シンポジウム⑦　9：00～ 11：30　第4会場（1Fイベントホール東）

テーマ：「 これからの在宅ケアはチームケア～重度療養者が安心して
過ごせる地域を目指して～」

座　長：ナカノ在宅医療クリニック院長 中野　一司
　　　　岡山居宅介護支援センター看護協会所長 竹内　　恵
シンポジスト：

　　医療法人佐藤医院院長 佐藤　涼介
　　日本医療社会事業協会副会長、済生会京都府病院福祉相談室長 内藤　雅子
　　ひかり薬局介護相談事務所　介護支援専門員 山下由香理
　　NPO法人全国在宅医療推進協会理事長、神津内科クリニック 神津　　仁
　　岡山県歯科医師会理事・公衆衛生部（高齢者・介護） 藤澤　伸彦
　　株式会社アール・ケア代表取締役 山根　一人

シンポジウム⑧　9：00～ 11：30　第6会場（3F302会議室）

テーマ：「多職種による介護予防プログラムの発信」
座　長：大阪府四条畷保健所所長 柳　　尚夫
　　　　岡山市保健所医療専門監 松岡　宏明
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シンポジスト：

　　高知市保健所健康づくり課保健師 中越　美渚 
　　岡山県歯科衛生士会長寿社会対策部理事 小橋美由紀 
　　あいの里クリニック次長 森光　　大
　　和光市保健福祉部長寿あんしん課課長補佐 東内　京一

シンポジウム⑨　9：00～ 11：30　第7会場（4F405会議室）

テーマ：「在宅におけるターミナルケア～その実現と可能性～」
座　長：NPO法人総合ケアシーザル理事長 宮原　伸二
   　　　吉備国際大学看護学科准教授 橋本　眞紀

シンポジスト：

　　倉敷市・玉島医師会ヤスハラ医院院長 安原　尚蔵
　　くぼかわ病院地域ケア科 疋田　善平
　　社会福祉法人広島YMCA福祉会訪問看護ステーション・ピース所長 石口　房子
　　高齢者総合ケアセンターこぶし園総合施設長 小山　　剛
　　新見公立短期大学地域看護学専攻科講師 矢庭さゆり

シンポジウム⑩　9：00～ 11：30　第8会場（4F407会議室）

テーマ：「地域で活動するプライマリ・ケア医の思い
　　　　－持続可能な地域診療所の活動を考える－」

座　長：自治医科大学地域医療学センター地域医療支援部門准教授 三瀬　順一
　　　　新見市哲西支局参与、哲西町診療所所長 佐藤　　勝

シンポジスト：

　　新見市哲西支局参与、哲西町診療所所長 佐藤　　勝
　　むかわ町国民健康保険穂別診療所所長 一木　崇宏
　　島根県浜田市国民健康保険弥栄診療所所長 阿部　顕治

シンポジウム⑪　13：00～ 15：30　第2会場（2Fレセプションホール）

テーマ：「地域医療とセルフメディケーション－薬剤師の関わり－」
座　長：岡山県薬剤師会　薬局委員会委員長 緋田　哲治
基調講演：慶應義塾大学薬学部教授 中島　恵美

シンポジスト：

　　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科腎・免疫・内分泌代謝内科学准教授 四方　賢一
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　　岡山県薬剤師会渡辺薬局薬剤師 渡辺　大輔
　　山陽学園短期大学非常勤講師、保険薬局非常勤管理栄養士 中本　豊子
　　認知症の人と家族の会岡山県支部副代表者 景山富久子

ワークショップ

ワークショップ2　9：00～ 11：30　第5会場（3F301会議室）

テーマ：「災害救急のプライマリ・ケア」
　　　　～DMATを考える～

座　長：帝京平成大学大学院健康科学研究科　病院前救急医療学コース教授 小林　國男
   　　　岡山県医師会救急担当理事 前島　皎仁

演　者：AMDA代表 菅波　　茂
   　　　日赤救急救命センター長 石井　史子
   　　　小千谷市魚沼市川口町医師会理事 上村　伯人
　　　　国立病院機構災害医療センター救命救急センター部長 本間　正人

ワークショップ3　13：00～ 15：30　第3会場（1Fイベントホール西）

テーマ：「プライマリ・ケアにおける教育技法　ベテランからルーキーまで」
　　　　～多職種連携を通しての、生涯学習のやり方～

コーディネーター：

　　　　財団法人倉敷中央病院総合診療科・医師教育研修部主任部長 福岡　敏雄

ワークショップ4　13：00～ 15：30　第4会場（1Fイベントホール東）

テーマ：「事例に学ぶ職場改善ワークショップ」
演　題：「介護医療現場での作業管理改善事例」

座　長：岡山県医師会理事 道明　道弘

演　者：広島文教女子大学福祉工学教授 宇土　　博

演　題：「困難を極めたうつ病からの復職事例」

座　長：岡山県医師会理事 中島　豊爾

演　者：岡山済生会総合病院心療科・神経科主任医長 中島　　誠
日医認定産業医研修単位（申請中）生涯専門 2.5
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ワークショップ5　13：00～ 15：30　第5会場（3F301会議室）

テーマ：「行動変容をうながす患者教育」
コーディネーター：奈義ファミリークリニック所長 松下　　明

ワークショップ6　13：00～ 15：30　第6会場（3F302会議室）

テーマ：「健康づくりから地域づくりへ
　　　　～健康日本 21 の取り組みから見えてきたもの～」

コーディネーター：愛媛大学医学部附属病院医療福祉支援センター長 櫃本　真聿

ワークショップ7　13：00～ 15：30　第7会場（4F405会議室）

日本プライマリ・ケア学会主催

救急初療プライマリ・ケアコース－T&Aコース－
診療所で救急疾患に遭遇した時、あなたは何を考えどう動く？

コーディネーター：東京医科大学総合診療科助教 齊藤　裕之

ランチョンセミナー

ランチョンセミナー⑦　12：00～ 12：50第 2会場（2Fレセプションホール）

演題：「慢性腎臓病の降圧治療」
座長：岡山大学大学院医歯薬総合研究科腎・免疫・内分泌代謝内科学教授 槇野　博史

演者：近畿大学医学部附属病院高血圧・老年内科准教授 有馬　秀二
共催：ノバルティスファーマ（株）

ランチョンセミナー⑧　12：00～ 12：50　第3会場（1Fイベントホール西）

演題：「抑うつ的な患者の見立てから治療へ」
座長：岡山大学大学院医歯薬総合研究科精神神経病態学教室教授 黒田　重利

演者：名古屋大学大学院医学系研究科精神医学教授 尾崎　紀夫
共催：シオノギ製薬（株）日本イーライリリー（株）ＪＣＰＴＤ
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ランチョンセミナー⑨　12：00～ 12：50　第4会場（1Fイベントホール東）

演題：「認知症の理解と対応－治療的アプローチの多様性－」

座長：香川大学医学部精神神経医学教授 中村　　祐

演者：きのこエスポアール病院副院長 藤沢　嘉勝
共催：エーザイ（株）ファイザー（株）

ランチョンセミナー⑩　12：00～ 12：50　第5会場（3F301会議室）

演題：「ジェネリック医薬品の現状とボグリボース口腔内壊錠の臨床試験
　　　～ジェネリック医薬品の有効性と安全性～」

座長：安田女子大学薬学部臨床薬学講座教授
　　　（前倉敷中央病院薬剤部長・岡山大学薬学部臨床教授） 木邑　道夫

演者：名古屋掖済会病院糖尿病・内分泌内科医長 吉田　昌則
　　　安田女子大学薬学部臨床薬学講座教授
　　　（前倉敷中央病院薬剤部長・岡山大学薬学部臨床教授） 木邑　道夫

共催：沢井製薬（株）

ランチョンセミナー⑪　12：00～ 12：50 第 6会場（3F302会議室）

演題：「プライマリ・ケア医がうつ病を見逃さない為のコツ」

座長：川崎医科大学精神科学教室教授 青木　省三

演者：東邦大学医学部心身医学講座教授 坪井　康次
共催：ファイザー（株）
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第31回日本プライマリ・ケア学会学術会議2008岡山　ランチョンセミナー一覧

6月14日（土）　11：40 ～ 12：30

会　　　場 内　　　　　　　　　　容 共　催　社　名

ランチョンセミナー①
第 2会場

（2Fレセプションホール）

演　題：「 糖尿病の　地域医療のあり方－糖尿病対策推進
会議の活動と戦略研究を踏まえて」

座　長：東北労災病院　名誉院長 豊田　隆謙
演　者：富山大学附属病院　院長 小林　　正

小野薬品工業（株）

ランチョンセミナー②
第 3会場

（1Fイベントホール西）

演　題：「ARB による血管年齢改善とアンチエイジング」
座　長：木本内科医院　院長 木本　克彦
演　者： 大阪大学大学院医学系研究科遺伝子治療学　助教
 中神　啓徳

第一三共（株）

ランチョンセミナー③
第 4会場

（1Fイベントホール東）

演　題：「 不眠診療の向上をめざして～睡眠の質と日常生
活機能の観点から」

座　長：岡山赤十字病院　副院長 忠田　正樹
演　者：代々木睡眠クリニック　院長 井上　雄一

サノフィ・アベンティス（株）
アステラス製薬（株）

ランチョンセミナー④
第 5会場

（3F 301 会議室）

演　題：「うつと社会復帰」
座　長：国際医療福祉大学医療福祉学部　教授 上島　国利
演　者：産業医科大学医学部精神医学教室　教授 中村　　純

旭化成ファーマ（株）

ランチョンセミナー⑤
第 6会場

（3F 302 会議室）

演　題：「在宅酸素療法」
座　長：岡山大学大学院血液腫瘍呼吸器内科学　准教授
 木浦　勝行
演　者：日本医科大学呼吸器内科学　教授 木田　厚瑞

帝人在宅医療（株）
帝人ファーマ（株）

ランチョンセミナー⑥
第 7会場

（4F 405 会議室）

演題：「患者満足度をあげる頭痛診療のコツ
　　　～頭痛患者 9000 例の治療経験から～」
座長：川崎医科大学附属病院神経内科　教授 砂田　芳秀
演者：斐水会ながせき頭痛クリニック　院長 永関　慶重

ファイザー（株）

ランチョンセミナー⑫
第 8会場

（4F 407 会議室）

演題：「プライマリ・ケアにおける快便を得るための方策」
座長：川崎医科大学内科学食道・胃腸科　教授 春間　　賢
演者：国立国際医療センター国府台病院　院長 松枝　　啓

アボットジャパン（株）
アステラス製薬（株）
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6月 15日（日）　12：00 ～ 12：50

会　　　場 内　　　　　　　　　　容 共　催　社　名

ランチョンセミナー⑦
第 2会場

（2Fレセプションホール）

演題：「慢性腎臓病の降圧治療」
座長： 岡山大学大学院医歯薬総合研究科腎・免疫・内分泌代謝

内科学　教授 槇野　博史
演者：近畿大学医学部附属病院高血圧・老年内科　准教授
 有馬　秀二

ノバルティスファーマ（株）

ランチョンセミナー⑧
第 3会場

（1Fイベントホール西）

演題：「抑うつ的な患者の見立てから治療へ」
座長：岡山大学大学院医歯薬総合研究科精神神経病態学教室　教授
 黒田　重利
演者：名古屋大学大学院医学系研究科精神医学　教授
 尾崎　紀夫

シオノギ製薬（株）
日本イーライリリー（株）
ＪＣＰＴＤ

ランチョンセミナー⑨
第 4会場

（1Fイベントホール東）

演題：「認知症の理解と対応－治療的アプローチの多様性－」
座長：香川大学医学部精神神経医学　教授 中村　　祐
演者：きのこエスポアール病院　副院長 藤沢　嘉勝

エーザイ（株）
ファイザー（株）

ランチョンセミナー⑩
第 5会場

（3F 301 会議室 )

演題：「 ジェネリック医薬品の現状とボグリボース口腔内壊錠
の臨床試験～ジェネリック医薬品の有効性と安全性～」

座長：安田女子大学薬学部臨床薬学講座　教授
　　　（前倉敷中央病院薬剤部長・岡山大学薬学部臨床教授）

 木邑　道夫
演者：名古屋掖済会病院糖尿病・内分泌内科医長 吉田　昌則
　　　安田女子大学薬学部臨床薬学講座　教授
　　　（前倉敷中央病院薬剤部長・岡山大学薬学部臨床教授）

 木邑　道夫

沢井製薬（株）

ランチョンセミナー⑪
第 6会場

（3F 302 会議室）

演題：「プライマリ・ケア医がうつ病を見逃さない為のコツ」
座長：川崎医科大学精神科学教室　教授 青木　省三
演者：東邦大学医学部心身医学講座　教授 坪井　康次

ファイザー（株）
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ポスター発表

第 1日目（6月 14 日）　15：00 ～ 17：00　デジタルミュージアム 4F

　第1グループA　　日常病１・２

　○ 15：00 ～ 16：00 日常病１
  座長：愛媛県・西予市立野村病院　　川本　龍一

1A-01 尿路感染に伴う高アンモニア血症と意識障害の２症例
公立豊岡病院　　加藤　　健

1A-02 当科において入院加療を行った腎盂腎炎症例の検討
聖マリアンナ医科大学　　本間　千絵

1A-03 浮腫を主訴に受診した１１１例の症例検討
 ～ヒトパルボウイルスＢ１９感染症の１５例を含む

関西医科大学附属枚方病院　　田中　夏貴

1A-04 新規のベットサイド心機図装置による心尖拍動図の検討
自治医科大学地域医療学センター　　黒木　茂広

1A-05 岡山大学病院NST専門療法士研修プログラムにおける口腔ケア実習の試み
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　　縄稚久美子

1A-06

　○ 16：00 ～ 17：00 日常病２
  座長：高知県・いずみの病院　　夕部　富三

1A-07 伝染性単核症における脾腫について
自治医科大学地域医療学センター　　黒木　茂広

1A-08 逆流性食道炎における維持療法の必要性に関連する患者背景因子
医療法人大分厚生会 川崎内科　　工藤　欣邦

1A-09 救急車を利用せずに受診した急性心筋梗塞患者の臨床像についての検討
市立室蘭総合病院　　東海林哲郎

1A-10 高齢者や衰弱者に対する、在宅温熱療法としての低温岩盤浴治療の有用性　その１
 －なぜ低温がよいのか－

医療法人篠洋会 篠崎クリニック　　篠崎　洋二

1A-11    

1A-12    
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　第2グループB　　プライマリヘルスケアと在宅ターミナルケア

○ 15：00 ～ 16：00 プライマリヘルスケア
  座長：岡山県・これさわ内科医院　　是沢　俊輔

1B-01 哲西町診療所に赴任して～僻地医療のイメージを覆せ！～
哲西町診療所　　中　　圭介

1B-02 実際の倫理的事例における倫理委員会の役割
王子生協病院　　本村　和久

1B-03  地域中高年者が社会貢献性のある役割を新たに獲得することによる
 健康関連ＱＯＬの変化－予備的検討－

茨城県立医療大学　　今井　忠則

1B-04 腹囲からみたアセスメント－効果的な保健指導にむけて－
岡山県立大学　　冨岡加代子

1B-05 リハビリテーション専門職による感情労働について
大阪河﨑リハビリテーション大学　　富樫　誠二

1B-06    

　○ 16：00 ～ 17：00 在宅ターミナルケア
  座長：徳島県・近藤病院　　近藤　彰

1B-07 在宅ターミナル患者の分析－「自宅で看取るための準備とは？」－
河北総合病院東京・杉並家庭医療学センター　　一戸由美子

1B-08 在宅医療における終末期医療について（アンケート結果にもとづいて）
名古屋市医師会西区支部　　桜井　　敏

1B-09 継続する専門医との連携を通じて在宅で看取ったがん患者の一例
医療法人社団博腎会 野中医院　　安達　昌子

1B-10  無理のない在宅療養を可能にする条件
 －旭川市内の一診療所における在宅医療からの考察－

医療法人社団 今本内科医院　　今本千衣子

1B-11 在宅看取り症例の検討
真庭市国民健康保険湯原温泉病院　　川上　俊爾

1B-12 在宅で看取りを行った非癌終末期患者の一例
 ～モルヒネ使用による症状緩和の観点から～

国立病院機構東埼玉病院　　今永　光彦
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　第3グループＣ　　訪問活動

　○ 15：00 ～ 16：00 訪問看護
  座長：岡山県・訪問看護ステーションシーザル　　山下　幸恵

1C-01 在宅高齢糖尿病患者の血糖管理における訪問看護の関わり
医療法人旭会 そのだ訪問看護ステーション　　中村　洋子

1C-02 訪問看護７の提供制限による在宅高齢者への影響について
門司区医師会訪問看護ステーションやすらぎ　　中本　繁幸

1C-03 ＩＯＥ（間欠的経口食道栄養）を施行した４症例
徳島市民病院　　河野　光宏

1C-04 病棟看護師・歯科衛生士の連携した口腔ケアの実施とその効果
医療法人長光会 長島病院　　前田　知子

1C-05  離島への訪問看護、この一年を振り返って
 ～限られた状況での介護の現状と今後の課題～

きのこエスポアール病院　　石原　由美

1C-06    

　○ 16：00 ～ 17：00 訪問診療
  座長：岡山県・塚本内科医院　　塚本　眞言  

1C-07 在宅医療の実態と現状について
大阪府医師会 調査委員会　　中村　正廣

1C-08 在宅療養支援診療所としてのあおぞら診療所
あおぞら診療所新松戸　　和田　忠志

1C-09 往診・訪問診療における腹壁皮下点滴の有用性と合併症についての調査
協立クリニック医師　　坂戸慶一郎

1C-10 無床診療所において在宅医療を継続出来る要因について
医療法人宏友会　　古庄　えり

1C-11  在宅医療において歯科が果たすべき役割とは
 ～歯科の関わりにより全身機能が向上した症例～
 青木内科小児科医院 あいの里クリニック・歯科　　山本　道代

1C-12 在宅末期癌の症例～過去の失敗例を教訓に
富士医院　　菊池　　健



－ 28－

　第4グループD　　チームケアとＰＣ看護 

　○ 15：00 ～ 16：00 チームケア
  座長：岡山県・岡山市保健所健康づくり課　　難波　光

1D-01 途切れない連携をめざして～摂食・嚥下障害の一例を通じて～
青木内科小児科医院 あいの里クリニック・歯科　　水口　真実

1D-02 派遣管理栄養士による糖尿病患者への食事栄養指導の検討
坂井医院　　徳永　　剛

1D-03 褥瘡管理からＮＳＴへ
特定医療法人 金田病院・外科・ＮＳＴ　　三村　卓司

1D-04 パーキンソン病患者とともに地域支援ネットワーク作りを試みて
広島県病院薬剤師会　　土肥　　栞

1D-05 DESIGN分類を用いた施設で統一した治療方針のもと完治した難治褥瘡の一例
介護老人保健施設 しょうじゅの里大和　　澤田名美枝

1D-06 気になる外来患者チームカンファレンス（家庭医外来にむけて）
王子生協病院　　菅野　哲也

　○ 16：00 ～ 17：00 プライマリケア看護
  座長：鳥取県・森本外科脳神経外科医院　　金田　弘子  

1D-07 わが国におけるアニマルセラピーの研究動向
国立身体障害者リハビリテーションセンター　　佐藤　加奈

1D-08 運動機能の低下が難病患者の心身に及ぼす影響
東京女子医科大学病院　　河上　智恵

1D-09 在宅・医療機関・および入所施設間の看護情報共有様式の開発
札幌市立大学看護学部　　菊池ひろみ

1D-10 へき地診療所における看護師としてのやり甲斐
哲西町診療所　　高瀬　佳子

1D-11 褥瘡・虚血性皮膚病変等の管理
医療法人木本内科　　荒川　英子

1D-12    
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　第5グループE　　医療連携（薬剤）と栄養

　○ 15：00 ～ 16：00 医療連携（薬剤）
  座長：高知県・高知県薬剤師会　　藤原　英憲  

1E-01  宮崎県薬剤師会会員による第３０回プライマリ・ケア学会学術会議に対する試みと成果
社団法人 宮崎県薬剤師会　　松尾　吉剛

1E-02 岡山医薬懇話会１２年間の活動報告（１）
岡山県薬剤師会　　青山　　普

1E-03  岡山医薬懇話会１２年間の活動報告（２）
 連携の姿を見せて次世代に伝えるもの（学生・研修医アンケートから）

岡山県薬剤師会　　緋田　哲治

1E-04 岡山医薬懇話会１２年間の活動報告（３）
 SP 研修～医師から薬剤師への流れ～

岡山県薬剤師会　　中山　弥生

1E-05

1E-06

　○ 16：00 ～ 17：00 介護時栄養
  座長：岡山県・老人保健施設あいの里クリニック　　森光　大

1E-07 高齢者への満足度の高い食事の提供について～嗜好調査を行って～
須田医院　　宮澤　恵子

1E-08 経口摂食不能になった場合の意識調査：地域、性別、年齢別の検討
島根県立中央病院　　中村　　嗣

1E-09 経皮内視鏡的胃瘻増設術施行例：合併症と早期死亡例の検討
千鳥橋病院　　有馬　泰治

1E-10 在宅で始める簡便な半固形栄養法（胃瘻栄養）
いばらき診療所ひたち　　関根沙耶花

1E-11  施設入所高齢者の栄養状態と口腔内状態の関連性の横断的検討
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　　目黒　道生

1E-12  岡山県内の通所リハビリテーションにおける介護保険制度改正直後の栄養ケア・マメジ
メントへの取り組み

医療法人 青木内科小児科医院　　岡本　朋子
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　第6グループ F　　服薬指導と医薬分業

　○ 15：00 ～ 16：00 服薬指導
  座長：岡山県・岡山市薬剤師会　　高木　秀彦

1F-01 OSP（岡山で SPを使って服薬指導のスキルアップをはかる会）活動報告１
岡山県薬剤師会　　小笠原加代

1F-02 薬局における管理栄養士・栄養情報担当者（NR）の役割～栄養・食事指導の重要性～
こやま薬局（株式会社ケイ・クリエイト）　　渡辺　浩文

1F-03 服薬管理ツールとしてのカレンダー型調剤の可能性
岡山県薬剤師会　　小笠原加代

1F-04 甲状腺疾患患者の一般用医薬品に関する意識調査
株式会社ダイチク にいがた調剤薬局　　渡部　陽子

1F-05 薬局と介護系施設の連携の現状と今後の課題
有限会社メディカメント サカエ薬局・すみれ薬局　　中嶋慶八郎

1F-06 胃がんにより手術を行った患者の食生活の実態
東京女子医科大学病院　　篠　まどか

　○ 16：00 ～ 17：00 医薬分業
  座長：岡山県・岡山県薬剤師会　　三宅　悟

1F-07 続・神奈川県における偽造処方せんの現状と対策 2008
神奈川県薬剤師会リスクマネジメント委員会　　金　　泰烈

1F-08 後発医薬品の問題点～府民と医師との視点より～
大阪府医師会　　高村　知諭

1F-09 後発品降圧剤への切り替え時における先発品との同等性の検討
郡上市地域医療センター 国保和良診療所　　池場久美夫

1F-10    

1F-11    

1F-12    
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　第7グループG　　健康診断１・２

　○ 15：00 ～ 16：00 健康診断１
  座長：徳島県・日本プライマリ・ケア学会　板東　浩

1G-01 腰痛関節痛に関する後ろ向き研究、特にBMI、身体活動度に注目して
郡上市地域医療センター 国保和良診療所　　後藤　忠雄

1G-02 歯周組織の状態と空腹時血糖との関連
岡山大学病院　　山本　龍生

1G-03 VDT健診の必要性
藤山台診療所　　秋山　　昇

1G-04 体力がQOLに及ぼす影響について（学生夏期研修での調査）
萩市大島診療所　　原田　昌範

1G-05 当院での前立腺癌検診について
藤山台診療所　　中川　　讓

1G-06 前期高齢者と後期高齢者の健診結果の比較検討（老人保健法基本健康診査において）
聖マリアンナ医科大学　　鳥飼　圭人

　○ 16：00 ～ 17：00 健康診断２
  座長：岡山県・浅口市役所健康福祉センター健康推進課　　長安　つた子

1G-07 薬剤師による特定保健指導の意義と鎌倉市の現状
鎌倉市薬剤師会　　小宮　賢一

1G-08 歯科ドック体制整備のための歯周病検査としての血漿 IgG 抗体価検査の有用性
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　　工藤値英子

1G-09 特定健診・特定保健指導に対する大阪府医師会員の意識について
大阪府医師会　　安田　光隆

1G-10 特定健診・特定保健指導の北九州モデル
北九州市医師会　　田中　　裕

1G-11    

1G-12    
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　第8グループH　　臨床検査と生活習慣病

　○ 15：00 ～ 16：00 臨床検査
  座長：神奈川県・内科小児科むかひら医院　　向平　淳  

1H-01 当院における日本紅斑熱の経験
三重県立志摩病院　　山添　尚久

1H-02 岡山県医師会のＳＴＤ患者数調査
岡山県医師会　　藤田　慎一

1H-03  Common disease の細菌感染症に真剣に取り組む！
 ～外来診療におけるグラム染色のすすめ～

佐野内科リハビリテーションクリニック　　佐野　良仁

1H-04 骨粗鬆症と健康
須田医院　　五十嵐廣多

1H-05 即時型アレルギーが疑われる急性胃アニサキス症を再発した２例
海陽町宍喰診療所　　白川　光雄

1H-06 在宅虚弱高齢者の腎機能（GFR）と転倒に影響するバランス能力との関連について
筑波大学大学院人間総合科学研究科　　奥野　純子

　○ 16：00 ～ 17：00 生活習慣病
  座長：岡山県・岡山県医師会　　田中　茂人  

1H-07

1H-08 知的障害者の健康状況に関する研究
埼玉県立大学　　小澤　芳子

1H-09 知的障害者の地域医療に関する研究－保護者の要望－
埼玉県立大学　　小澤　芳子

1H-10 障害者の歯数について－厚労省歯科疾患実態調査との比較－
岡山大学病院　　森　　貴幸

1H-11 岡山県の血液透析患者の通院に関する実態調査
岡山県医師会透析医部会　　有元　克彦

1H-12 効果的な生活習慣病予防指導法
けいゆう病院　　川村　昌嗣
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　第9グループ I　　介護保険１・２

○ 15：00 ～ 16：00 介護保険１
  座長：岡山県・岡山県医師会　　道明　道弘

1I-01  愛知県下における地域包括支援センターの活動並びに連携等に関する実態調査結果につ
いて

愛知県医師会　　市川　朝洋

1I-02  介護予防は手段的予防方法の提唱だけで成功するのだろうか
 －「筋トレ」に関する新潟県下市町村アンケートの報告－

新潟県立看護大学　　吉山　直樹

1I-03 明石市医師会地域包括支援センターにおける活動と今後の課題
明石市医師会地域包括支援センター　　川口　智也

1I-04 介護保険制度における主治医意見書の全国市区町村調査
医療法人 谷掛整形外科　　葉梨　之紀

1I-05 在宅要介護者の区分支給限度基準額に関する一考察
居宅介護支援事業所 ケアプランよしの　　安井　純二

1I-06 主治医と介護支援専門員とのケアカンファレンスの重要性　Part2
旭竜クリニック　　菅原　茂昭

　○ 16：00 ～ 17：00 介護保険２
  座長：岡山県・岡山県美作県民局健康福祉部健康福祉課　　坂井　容子

1I-07 介護支援専門員になって思うこと
須田医院　　宮澤　和弥

1I-08 山形県介護支援専門員協会の活動と今後の課題
医療法人宏友会 老人保健施設うらら　　佐藤　裕邦

1I-09 グループホームでの入居者の急変時の対応について
須田病院　　山川　栄子

1I-10 ショートステイの意義と改善した例を示す
須田医院　　渡辺　　涼

1I-11 小規模多機能型居宅介護事業 ～ユートピア円城を開設して～
ユートピア円城　　清水美恵子

1I-12 在宅緩和ケアにおける介護保険制度活用の現状と課題
かとう内科並木通り診療所　　横山　幸生
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　第10グループJ　　在宅介護と総合診療

　○ 15：00 ～ 16：00 在宅介護
  座長：岡山県・岡山県介護福祉士会　　神宝　誠子  

1J-01  高齢者や衰弱者に対する、在宅温熱療法としての低温岩盤浴治療の有用性　その２
 －特に高齢者の進行癌の在宅治療における有効性について－

医療法人篠洋会 篠崎クリニック　　篠崎　洋二

1J-02 利用者送迎時の安全性の確保について
須田医院　　齋藤　紘一

1J-03 大田区地域包括支援センター大森医師会の活動と高齢者虐待の事例
大田区地域包括支援センター大森医師会　　佐々木順子

1J-04 介護予防事業における運動指導の有効性　第２報 運動指導の評価
長崎市医師会　　坂口　真紀

1J-05 介護予防事業における運動指導の有効性　第１報 体力評価の実際
長崎市医師会　　長沼　寿美

1J-06 在宅介護における介護者の負担感と被介護者の思いについて
山口大学医学部　　安藤由実子

　○ 16：00 ～ 17：00 総合診療とボランティア
  座長：岡山県・岡山県保健福祉部健康対策課　　則安　俊昭

1J-07 愛媛県立中央病院総合診療科初診患者の受療傾向－ ICPH-2 を用いて
愛媛県立中央病院　　大中　俊宏

1J-08 内科的な日常診療に IT（インテリジェンス・テクノロジー）を生かす
医療法人恵真会 鳥越医院　　鳥越恵治郎

1J-09 武蔵野赤十字病院における総合診療の通時的・共時的変遷
武蔵野赤十字病院　　羽田　俊彦

1J-10 地方自治体における災害ボランティアとの協働体制の整備状況調査
浜松医科大学医学部　　早坂　信哉

1J-11 行政主導から住民主導へのまちづくりへ・NPO法人の活動
NPOきらめき広場　　深井　　正

1J-12 地域と共に～地域に根ざしたデイサービスを目指して～
医療法人佐藤医院　　齋藤　綾子
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第 2日目（6月 15 日）　13：00 ～ 15：00　デジタルミュージアム 4F

　第1グループA　　卒前・卒後教育 

　○ 13：00 ～ 14：00 卒前・卒後教育 1
  座長：山口県・山口大学医学部附属病院総合診療部　　福本　陽平

2A-01 学生が自主的に行うハワイ大学式PBL
岡山大学医学部　医学科　　市川　愛育

2A-02 一般内科外来で患者が医師に求める診療行動と患者満足度との比較
山口大学医学部　医学科３学年　　關　　友恵

2A-03  相補代替医療（CAM）の卒前教育とプライマリ・ケア第 2報：Mixed Method Approach
つるかめ診療所　　鶴岡　浩樹

2A-04 医学教育はプライマリ・ケア医のサブスペシャリティになり得るか ?
～英国モデルを参考に～

東京大学医学教育国際協力研究センター　　錦織　　宏

2A-05 緩和医療医学部用カリキュラムの更なる開発と試用
かとう内科並木通り診療所　　加藤　恒夫

2A-06 PCFMネットの学生・研修医の実習・研修受け入れの現状について
奈良市立月ヶ瀬診療所　　藤原　靖士

　○ 14：00 ～ 15：00 卒前・卒後教育 2
  座長：宮城県・公立黒川病院　　山田　隆司

2A-07 地域住民を対象とした体力測定テスト（試行）について
山口県健康増進課　　石丸　泰隆

2A-08 慈恵医大疫学研究会の医学生・看護学生による茨城県に於ける保健指導活動
東京慈恵会医科大学　疫学研究会　　石井　敬人

2A-09 大田市立病院における 2年間の医学生地域医療実習について
大田市立病院　院長　　岡田　和悟

2A-10 クリニカル・クラークシップにおける一般診療所実習の有用性
医療法人大分厚生会　川崎内科　　工藤　欣邦

2A-11 地域医療実習が学生の将来の進路選択に与える影響
いばらき地域医療研修ステーション　　栗原　　宏

2A-12 問診の重要性を再認識した妊婦の一例
聖マリアンナ医科大学附属病院　総合診療内科　　中津　智子



－ 36－

　第2グループB　　日常病3・4 

　○ 13：00 ～ 14：00 日常病 3
  座長：千葉県・萌生会　東武塚田クリニック　　林　直樹

2B-01 糖尿病患者の腎症病期分類と慢性腎臓病（CKD）病気分類の比較検討
津久井赤十字病院　内科　　伊藤　　俊

2B-02 医師の血糖目標値と患者の血糖コントロール
金沢大学医学部附属病院総合診療部　　尾山　　治

2B-03 兵庫県但馬地方における糖尿病調査
神戸大学大学院医学系研究科　内科学講座へき地医療学分野　　見坂　恒明

2B-04 沖縄県離島病院における糖尿病外来の現状
沖縄県立宮古病院　救急集中治療内科　　若竹　春明

2B-05 死亡された地域在宅高齢者のBNPを中心とする血液データに関する検討
新潟県労働衛生医学協会　　加藤　公則

2B-06 障害受容困難な脳梗塞の患者様への治療経験
須田医院　　笹原　成人

　○ 14：00 ～ 15：00 日常病 4
  座長：岡山県・中島内科小児科医院　　中島　豊

2B-07 当センターにおけるComplexSAS について
中川循環器科内科・OSAS センター　　中川　真吾

2B-08  プライマリ・ケアの現場における効率的な COPD 患者の早期発見の方法（地域の一般
病院での取り組みのまとめから）

東京健生病院　内科　　加藤　　冠

2B-09 慢性硬膜下血腫の五苓散による治療経験の 7例
西部総合病院　脳神経外科　　高野　尚治

2B-10 パーキンソン病患者のQOLに及ぼすうつの影響について
兵庫医科大学　総合診療内科学・総合診療部　　小畔美弥子

2B-11 頭痛外来を受診した頭痛症例の分析
茅ヶ崎徳洲会総合病院　神経内科　　伊藤　　恒

2B-12 総合診療科において診断し得た膠原病およびその類縁疾患
東京都立駒込病院　総合診療科　　久保田尚子
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　第3グループC　　リハビリテーションと在宅での看取り 

　○ 13：00 ～ 14：00 リハビリテーション
  座長：鳥取県・森本外科・脳神経外科医院　　森本　益雄

2C-01 脳卒中地域連携～療養病床における維持期リハビリテーションの視点から～
医療法人旭会　園田病院　　舘　　謙太

2C-02 循環器疾患に関連する作業療法の効果研究－データベースによる事例集積から－
社団法人日本作業療法士協会　　小林　　毅

2C-03 心臓血管リハビリテーションにおけるコメディカルの役割
誠潤会　城北病院　心臓血管リハビリテーションセンター　　青柳　幸江

2C-04 AKA博田法、体操療法による老人性脊柱疾患の治療
こたけもり整形外科　　小武守研二

2C-05 老人脊柱疾患の新しい体操療法
こたけもり整形外科　　小武守研二

2C-06  急性腰痛により動作能力が著明に低下した超高齢者に対し、訪問リハビリテーションを
行い、起居・移動動作に改善がみられた一症例

関西医療学園専門学校　理学療法学科　　廣瀬亜由美

　○ 14：00 ～ 15：00 在宅での看取り
  座長：岡山県・済生会吉備病院　　高田　真治

2C-07 グループホームでの医療・看取りに関する意識調査
医療法人アスムス　生きいき診療所　　冨山　宗徳

2C-08 在宅での看取りを叶える訪問看護師の役割－家族のゆらぎを支えた関わりを振り返る－
医療法人緑十字会　訪問看護ステーションくじば　　藤井　智子

2C-09 持続皮下注射は有力な治療手段と成り得るか
恵寿鳩ヶ丘病院　　高藤　早苗

2C-10 ご遺族が望む、お看取りを明らかにする
恵寿総合病院　　福島　智子

2C-11 お焼香における、在宅ケアの意味の再確認
医療法人　佐藤医院　　菊谷　英基

2C-12 在宅患者の終末期医療について（勤務医 98 名のアンケート調査より）
名鉄病院　　二村　良博
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　第4グループD　　心の病気と難病 

　○ 13：00 ～ 14：00 心の病気
  座長：東京都・じゅんせいクリニック　　渡辺　象

2D-01 東京都北多摩北部保健医療圏における認知症への取り組み
自治医科大学附属病院　　浅井　宏友

2D-02 プライマリ・ケア医が悩む不定愁訴～不安障害編～
沖縄県立中部病院　　山川宗一郎

2D-03 リウマチ患者における睡眠剤・安定剤の服用と疾患活動性
東邦大学薬学部　臨床病態学研究室　　定本　清美

2D-04 初診時問診票を活用した心身医療実践の試み
芝山内科　　芝山　幸久

2D-05 愛媛県自殺対策モデル事業「久万高原町の取り組み報告 1」
国民健康保険　久万高原町立病院　　宇都宮　慎

2D-06 施設入所に到った一人暮らしのアルツハイマー型認知症（AD）
得丸医院　　得丸　幸夫

　○ 14：00 ～ 15：00 難病と危機管理
  座長　　岡山県・岡山保健所　　二宮　忠矢

2D-07 神経難病を告知された患者の心理的特性に関する研究
NTT東日本関東病院　　宮前　里香

2D-08 外来通院する神経難病患者の心理的支援に関する事例検討
NTT東日本関東病院　　野上さとみ

2D-09 一般診療所における医療安全管理体制構築の検討
国立保健医療科学院　政策科学部　　石川　雅彦

2D-10 当院における医療事故防止の取り組み～イントラを活用した工夫・実践を中心に
医療法人徳州会　名古屋徳州会総合病院　　伊藤　　淳

2D-11 ERにおける警備員常駐による危機管理体制の構築
聖マリアンナ医科大学　救急医学教室　　児玉　貴光

2D-12  腸腰筋巨大血腫に対して外科的血腫除去術並びに血液凝固因子製剤補充療法を施行した
血友病Aの 1例

自治医科大学附属病院　総合診療部　　田中裕一郎



－ 39－

　第5グループE　　学校保健・母子保健と産業保健 

　○ 13：00 ～ 14：00 学校保健母子保健
  座長：岡山県・岡山県医師会　　大本　佐和子

2E-01 中食と生活習慣との関連性
愛知学泉大学　　黒谷万美子

2E-02 ある中学校での講演を通しての出会い
国立病院機構福井病院　小児科医師　　紫　　英人

2E-03 小児医療の中の保育
川崎医療短期大学　　宮津　澄江

2E-04 有病児デイケア（病児保育）「山陽ちびっこ療育園」20 年間の取り組み
医療法人　青木内科小児科医院　青木内科小児科医院　　安藤乃生子

2E-05

2E-06

　○ 14：00 ～ 15：00 産業保健
  座長　　岡山県・石川産婦人科　　石川　紘

2E-07 家族のABCDEアセスメントモデルと家族支援外来の経験
竹中医院　　竹中　裕昭

2E-08  当院職員（医師・看護師）の禁煙支援者としての役割と、「加濃式ニコチン依存度質問
表Ver.2」の有用性の検討

ファミリークリニックなごみ　　大島　民旗

2E-09 禁煙治療の成功と呼気CO濃度の乖離した症例の検討
 －尿中ニコチン代謝産物測定の結果の比較－

特定医療法人　新生病院　　佐藤　裕信

2E-10 企業における自殺事例のポストベンション
岐阜大学医学部附属病院精神神経科　　植木　啓文

2E-11 職場におけるメンタルヘルス・・・地方病院の現状と対策
知多厚生病院健康管理センター　　丹村　敏則

2E-12
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　第6グループ F　　医療連携1・2 

　○ 13：00 ～ 14：00 医療連携 1
  座長：広島県・広島大学病院医療情報部　　石川　澄

2F-01 入退院における高齢者医療の課題～プライマリ制による医療相談を行って～
財団法人共愛会　芳野病院　　中江　早智

2F-02 東京・大森地区における医療・介護ネットワークの構築とその評価
大森医師会　　渡辺　　象

2F-03 真庭市における胃瘻事情
特定医療法人　金田病院・外科　　三村　卓司

2F-04 100 歳以上の入院患者からみる都心の中規模急性期病院の役割
 ～医療連携の観点から～

東京保健生活協同組合東京健生病院　　岡部　敏彦

2F-05 医療法人財団　夕張希望の杜における歯科と医科との連携
医療法人財団夕張希望の杜夕張医療センター　歯科診療部　　八田　政浩

2F-06 地域医療における薬剤師の活動ー現状と将来ー
東邦大学薬学部　臨床病態学研究室　　高橋　瑞穂

　○ 14：00 ～ 15：00 医療連携（2）
  座長：岡山県・飛岡内科医院　　飛岡　宏

2F-07 当院における左主幹部（LMT）を責任病変とする急性冠症候群（ACS）の検討
済生会千里病院千里救命救急センター　　伊藤　賀敏

2F-08 プチ・メーリングリスト（プチML）を利用した在宅での医療連携
NPO法人長崎在宅Dr. ネット　　詫摩　和彦

2F-09 市町村合併による保健・医療・福祉サービスの変化とその対応に関する調査
浜松医科大学地域医療学講座　　古本　尚樹

2F-10

2F-11

2F-12
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　第7グループG　　救急と僻地・離島診療 

　○ 13：00 ～ 14：00 救急
  座長：徳島県・徳島県立中央病院地域医療支援センター　　鎌村　好孝

2G-01 地域救急医療連携における当院の取り組み
特定医療法人緑壮会　金田病院　外来師長　　山田　典子

2G-02 ICU 開設 24 ヶ月の離島中核病院における ICU患者の現状
沖縄県立宮古病院　救急集中治療内科　　若竹　春明

2G-03 「災害救急医療人的公用負担」―国民徴用V.S. 災害医療ボランティア―
長岡技術科学大学　生物系医用生体工学教室　　福本　一朗

2G-04 有床診療所における心肺停止者の救急搬送
須田医院　　渡辺　勝也

2G-05 総合病院救急科の現状と問題点
山形県立救命救急センター　　武田　健一郎

2G-06 沖縄県西表島におけるヘリコプターによる緊急搬送症例の検討
沖縄県立八重山病院附属西表西部診療所　　岡田　　豊

　○ 14：00 ～ 15：00 僻地・離島診療
  座長：岡山県・福嶋医院　　福嶋　啓祐

2G-07 鹿児島の離島地域における筋無力症候群の診断と治療
名瀬徳州会病院　内科　　木村　恵梨

2G-08 鹿児島県離島における一般住民の医療に対する満足度および受診行動
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　国際島嶼医療学講座　　小川　　信

2G-09 診療所スタッフの安全確保のために
沖縄県立中部病院　　田仲　　斉

2G-10 3 年目後期研修医の船医研修
公立丹南病院　　内山　　崇

2G-11 離島医療での研修医教育を通じて学んだこと
ハートライフ病院　　新城　勇人

2G-12 鹿児島県離島における母子および小児の保健・医療に関する満足度と受診行動
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　国際島嶼医療学講座　　中村　昭彦



－ 42－

　第8グループH　　かかりつけ医1・2 

　○ 13：00 ～ 14：00 かかりつけ医（1）
  座長：島根県・大田市立病院　　岡田　和悟

2H-01 女性高齢者のQOLは口腔健康と関係がある
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　インプラント再生補綴学分野　　上枝　麻友

2H-02 定期受診と緊急受診時のそれぞれの大病院志向の要因と差異（住民調査）
自治医科大学地域医療学センター　地域医療学部門　　松嶋　　大

2H-03 マムシ咬傷例について
須田医院　　須田　　暁

2H-04 家庭医による思春期外来の試み
亀田ファミリークリニック館山　　伊藤かおる

2H-05 在宅療養支援診療所の届出および算定の実態とその活動を阻害する要因
筑波大学大学院　人間総合科学研究科ヒューマン・ケア科学専攻　　柏木　聖代

2H-06 医師の政治への意識および変化～大阪府医師会員調査より～
大阪府医師会　調査委員会　　鈴木隆一郎

　○ 14：00 ～ 15：00 かかりつけ医（2）
  座長　　徳島県立中央病院地域医療センター　　木下　英孝

2H-07 夕張市立総合病院の破綻と地域医療再生の取り組み
夕張市立診療所　　永森　克志

2H-08 実地医家の経験～かかりつけ医を考察する～
医療法人社団養真会　上総記念病院　　本吉　光隆

2H-09 緊急臨時的医師派遣におけるプライマリ・ケア医の役割と問題点
医療法人青木内科小児科医院　　鳥越　弘幸

2H-10 在宅医療制度の問題点
烏山診療所　　今髙　國夫

2H-11

2H-12
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　第9グループ I　　介護福祉施設1・2 

　○ 13：00 ～ 14：00 介護福祉施設（1）
  座長：岡山県・福嶋リハビリテーション学院　　福嶋　裕美子

2I-01 一般住民検診における体重と腎機能との関係について
西予市立野村病院　　川本　龍一

2I-02  奈良県曽爾村国保診療所で実施したメタボリック症候群ハイリスク者に対する冬季保健
事業について

奈良県立医科大学医学部　医学科四年　　栗﨑　　基

2I-03 簡便な骨粗鬆症スクリーニングの検討
萩市大島診療所　　村田　和弘

2I-04 小郡市における多職種連携による健康づくり支援事業
福岡県小郡市健康課　　山口はるみ

2I-05 特定保健指導積極的支援型健康教室を振り返って
特定医療法人敬愛会　ちばなクリニック　　長谷川奈美

2I-06 当地域におけるBreslow の 7 つの生活習慣と総死亡との関連に関するコホート研究
郡上市地域医療センター　国保和良診療所　　廣瀬　英生

　○ 14：00 ～ 15：00 介護福祉施設（2）
  座長：岡山県・和香会　倉敷廣済病院　　江澤　和彦

2I-07 老人ホームでの現状とこれからの課題
須田医院　　金子　智佳

2I-08 高齢者施設介護職員の仕事への継続意思と職業満足感、職業意識の関連
筑波大学大学院　人間総合科学研究科福祉医療学分野　　堀田　和司

2I-09 グループホームでの横紋筋融解症の例
須田医院　　伊藤　拓矢

2I-10 介護老人保健施設におけるターミナルケア
介護老人保健施設　いるかの家リハビリテーションセンター　　西田　聖幸

2I-11 介護保険制度および地域連携等に関する豊田加茂医師会員の意識実態調査結果について
社団法人　豊田加茂医師会　　近藤　貴史

2I-12
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　第10グループJ　　病診連携と総合医療 

　○ 13：00 ～ 14：00 病診連携
  座長：新潟県・片貝医院　　根本　聡子

2J-01 医薬分業と在宅医療－在宅緩和医療を支援する医薬品提供体制－
昭和薬科大学　　串田　一樹

2J-02 外来初診患者の大病院志向の要因（医療機関調査）
自治医科大学地域医療学センター　地域医療学部門　　松嶋　　大

2J-03 地域の在宅ケアネットワークを利用した在宅ターミナルケア
古河福祉の森診療所　　赤荻　栄一

2J-04 中国瀋陽市におけるモデル地域病院の医療・保健・福祉の実態について
福嶋リハビリテーション学院　　張　　　瑩

2J-05 当院における慢性腎不全患者の病診連携の試み
みさと健和病院　　中村　博志

2J-06 家庭医による産婦人科領域についての患者ニーズ
医療法人鉄蕉会　亀田ファミリークリニック館山　　大原紗矢香

　○ 14：00 ～ 15：00 総合医療
  座長：岡山県・小谷医院　　小谷　重光

2J-07 プライマリ・ケア薬剤師育成のための国際交流の展開
北里大学薬学部　臨床薬学研究センター保険薬局学　　吉山　友二

2J-08 今後の医師のあり方について（私見）～研修医に関わって～
哲西町診療所　　中　　圭介

2J-09 総合診療科入院患者の特徴：臨床研修の到達目標についての検討
東京都立駒込病院総合診療科　　岡本　　朋

2J-10 幅広い入院症例を経験できる自治医科大学附属病院総合診療部－DPCデータより－
自治医科大学地域医療学センター地域医療学部門　　小松　憲一

2J-11 診療所研修で何を学んでいるか
 ～初期研修医が地域医療・保健研修中に経験した症例の ICPC-2 を用いた分析～

東京ほくと医療生活協同組合　王子生協病院　　平山　陽子

2J-12 亜急性期・慢性期の研修を主眼としたプログラムで研修医が学んだ内容に関する探索
国立病院機構東埼玉病院総合診療科　　木村　琢磨
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　第11グループK　　画像診断と医療システム 

　○ 13：00 ～ 14：00 画像診断
  座長：岡山県・成和会　粟井内科診療所　　粟井　佐知夫

2K-01 頚動脈硬化所見からみた日本と欧州の 2007 年版ガイドラインの比較
内科小児科むかひら医院　　向平　　淳

2K-02 一般内科医が経験した膀胱自然破裂の 2症例
盛岡医療生協川久保病院　　浮田　昭彦

2K-03 ペースメーカー挿入後における胸部レントゲン撮影時の工夫
愛媛県立中央病院　　大西　展樹

2K-04 急性腹症を呈したズボンのゴムの圧迫による大網梗塞、大網炎の一例
筑波メディカルセンター病院　　石丸　直人

2K-05

2K-06

　○ 14：00 ～ 15：00 医療システム
  座長：神奈川県・横浜市立大学附属市民総合医療センター　　寺崎　仁

2K-07 地域医療を考える県民フォーラムが参加者の意識へ与えた影響
自治医科大学地域医療学センター地域医療学部門　　藤原　真治

2K-08 住民・行政職員・保健医療福祉職員間の地域医療に対する意識の相違
自治医科大学地域医療学センター地域医療学部門　　藤原　真治

2K-09 自治体の国保被保険者の受診動向調査
高知大学医学部家庭医療学講座　　阿波谷敏英

2K-10 地域医療に携わる医師のキャリアチョイスに関する質的研究
北海道大学医学部医学科　　岡　　直美

2K-11 医師が地域医療に持続的に従事できるための要因に関する質的研究
北海道大学医学部医学科　　高橋　　聡

2K-12 総医療費について（医療費抑制策および財源策の方向性）
大阪府医師会調査委員会　　遠山　祐司
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学会記念企画展示

「美作の洋学、宇田川家三代と箕作家一族を中心として」

展示日時
　6月 14 日（土）  9：30 ～ 17：50
　6月 15 日（日）  9：00 ～ 16：00

医学史講演
　6月 14 日（土） 16：00 ～ 16：30

津山洋学資料館の紹介 津山洋学資料館　下山　純正

 16：40 ～ 17：40
美作の洋学 前日本医史学会理事　石田　純郎

　6月 15 日（日） 10：00 ～ 10：30
シーボルトに学んだ岡山の医人 5名の紹介 木村医院　木村　　丹

 10：40 ～ 11：40
岡山の蘭学 前日本医史学会理事　石田　純郎


