
⼀般演題（ポスター） 
9:45‒16:30 第 3 会場（1 階 多⽬的ホール）  ⼝頭発表 13:45-14:25 研究・症例報告 

14:35-15:15 活動報告 
カテゴリー 開始 

時刻 
演題 
番号 演 題 筆頭演者 所 属 

研 究 1  座⻑ 平野 千秋 きぬ医師会病院⼩児科 
 13:45 P-01 当院禁煙外来における禁煙成功因⼦に関しての調査 

 
江⼝ 忠志 国⽴病院機構 東京医療センタ

ー 
 13:53 P-02 造影 CT と急性腎障害の関係 ー造影剤は腎機能悪化に影響しな

い？ー 
遠武 孝章 武蔵村⼭病院 

 14:01 P-03 ⼤腸がん検診における便潜⾎検査について⾃施設での分析 
 

庄司 泉 ⼤⽉市⽴中央病院内科 

研 究 2  座⻑ 柳 久⼦ 筑波⼤学医学医療系 福祉医療学 准教授 
 13:45 P-04 『お茶のみ保健室』 には半数以上が⾷事を求めてきている ー効

果検証と今後の課題ー 
渡邉 健太 利根中央病院 総合診療科 

 13:53 P-05 薬局で受けたい検査から健康サポート薬局を検証する 
 

柴⽥ 淑⼦ みどり薬局 

 14:01 P-06 訪問診療患者における，Advance care planning 施⾏の有無に関
わる患者および介護者因⼦の検討 

直宮 修平 河北家庭医療学センター 

 14:09 P-07 在宅医療を受けた患者の看取り場所に影響する因⼦の検討 ⾦久保 祐介 ⻲⽥ファミリークリニック館
⼭ 家庭医診療科 

症例報告 1  座⻑ 海⽼澤 由⾹，名嘉 祐貴 
 13:45 P-08 治療中断を繰り返していたが，共通の理解基盤の構築により治療

介⼊･継続ができた神経性やせ症の⼀例 
名嘉 祐貴 医療法⼈沖縄徳洲会湘南鎌倉

総合病院総合診療科 
 13:53 P-09 エソメプラゾール⻑期内服後に急激な経過で低ナトリウム⾎症を

発症した ALS の⼀症例 
妹尾 紀⼦ コスモス在宅クリニック 

 14:01 P-10 サイトメガロウイルスによる伝染性単核球症に脾梗塞を合併した
1 例 

渡辺 智洋 ⾃治医科⼤学附属病院 総合
診療内科 

 14:09 P-11 若年成⼈の誤嚥性肺炎の原因として⾷道アカラシアがみつかった
⼀例 

川瀬 由華 ⽔⼾協同病院総合診療科初期
研修医 

 14:17 P-12 ⾼齢初発の⾷物依存性運動誘発アナフィラキシーの⼀例 
 

海⽼澤 由⾹ 筑波⼤学附属病院 総合診療
科 

症例報告 2  座⻑ ⻑⼭ 尚平，福岡 なつみ 
 13:45 P-13 B 群溶連菌菌⾎症を伴った化膿性胸鎖関節炎の⼀例 伊藤 有理 筑波⼤学附属病院総合診療グ

ループ 
 13:53 P-14 病歴から早期診断・治療に⾄ったレプトスピラ症の⼀例 福岡 なつみ 社会医療法⼈さいたま市⺠医

療センター 
 14:01 P-15 頭位変換に伴うめまいを主訴に来院したFanconi-Bickel症候群の

⼀例 
佐藤 彩加 済⽣会横浜市南部病院 

 14:09 P-16 古典的不明熱と少関節炎から GBS 菌⾎症および化膿性関節炎と
診断した 40 代男性 

福澤 ⽂駿 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 

 14:17 P-17 α-グルコシダーゼ阻害薬による腸管嚢胞性気腫症が疑われた⼀例 ⻑⼭ 尚平 社会福祉法⼈恩賜財団済⽣会
横浜市南部病院 

活動報告 1 座⻑ 川⽥ 尚吾，梶⽥ 匡史 
 14:35 P-18 地域包括ケアにおける，有床診療所の有⽤性と将来性 

 
梶⽥ 匡史 医療法⼈社団匡仁会 梶⽥医

院 
 14:43 P-19 受診区分の割り付けによる診療所受診患者の受療⽬的別統計の算

出⽅法の開発 
分部 敏 医療法⼈イオラナ ⼤井町ク

リニック 
 14:51 P-20 当院におけるポリファーマシー外来設⽴と運⽤，そこから⾒えた

問題点 
池⽥ 迅 ⽇本⼤学病院 内科 ポリファ

ーマシー外来 
 14:59 P-21 笠間市での地域住⺠との交流会「メディカルカフェ」の取り組み 

 
⽮萩 淑恵 笠間市⽴病院 

 
 15:07 P-22 北茨城市汐⾒ヶ丘団地における地域住⺠・⾏政・⼤学の 3 者協働

による地域ヘルスプロモーションの取り組み紹介 
川⽥ 尚吾 筑波⼤学医学医療系地域総合

診療医学講座 
活動報告 2  座⻑ ⽯川 輝，芦野 朱 
 14:35 P-23 さいたま総合診療医･家庭医センター(SGFAM)「プライマリ･ケア実

習」実践報告 ー事務発“魅せるプライマリ･ケア実習”のポイントー 
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 
 14:43 P-24 研修医の医療安全委員会参加による効果 ー研修医から始める医

療安全ー 
⾼橋 朋宏 利根保健⽣活協同組合 利根

中央病院 
 14:51 P-25 家庭医療後期研修プログラムの⼩児科研修における移⾏期医療の

経験 
⼭本 理⼦ ひばりクリニック 

 14:59 P-26 へき地で⾏う総合診療研修Ⅰが専攻医に与える効果 
 

⽯川 輝 さいたま市⺠医療センター 

活動報告 3  座⻑ ⼭⽥ 智輝，平野 千秋 
 14:35 P-27 防災対策における地域連携の取り組み ー関東東北豪⾬による病

院⽔没を経験してー 
平野 千秋 きぬ医師会病院⼩児科 

 14:43 P-28 職員の誰もが提供できる備蓄⾷ ー災害は時間を問わずにやって
くるー 

猪瀬 ⽂江 きぬ医師会病院 栄養管理室 

 14:51 P-29 ⼤規模⽔害時の医療連携について ⻘⽊ ⼣久代 医療法⼈寛正会 ⽔海道さく
ら病院 

 14:59 P-30 ｢関東・東北豪⾬災害」による復旧⾏動計画について ⼭﨑 俊男 医療法⼈寛正会 ⽔海道さく
ら病院 事務部 

 15:07 P-31 関東・東北豪⾬災害による建設・設備復旧について ⼭⽥ 智輝 医療法⼈寛正会 ⽔海道さく
ら病院 経営企画室 




