
一般演題（オンデマンド配信）
各演者　発表6分

セッション名 発表種別 カテゴリ 受付番号 氏名 ご所属 タイトル

一般演題 症例報告 23. 薬剤ケア C000006 二瓶　大輔 平塚市民病院　薬剤部 救急における薬剤師の関与：有機リン中毒に関わった3例

一般演題 研究 04. 多職種連携 C000009 金田　明子 横浜市立大学　医学部看護学科 地域の多職種が在宅要介護高齢者のエンド・オブ・ライフ期にケアマネジメントの視点から実践している内容

一般演題 症例報告 19. 緩和ケア C000011 根元　加恵 さんむ医療センター 緩和ケア病棟で患者のspiritual painに寄り添いつつ、在宅診療へ繋げた一例

一般演題 症例報告 27. 診療の質改善 C000012 及川　哲郎 東京医科大学病院総合診療科・漢方医学センター 機能性上部消化管疾患に対する漢方薬の応用～半夏厚朴湯と六君子湯について～

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000013 小川　克彦 日本大学医学部 内科学系 神経内科学分野 頭痛・霧視を呈し腰椎腹腔シャントにより症状が改善した特発性頭蓋内圧亢進症の 27 歳男性例

一般演題 症例報告 13. 慢性疾患のケア C000014 大呂　真史 株式会社マスカット薬局 晴れやかネットでの情報共有によりSGLT2阻害剤の導入につながった１症例

一般演題 活動報告 05. 予防医療・健康増進 C000017 犬塚　博貴 （株）トータル・メディカルサービス　さくら薬局大村店 薬局薬剤師による喫煙患者への禁煙指導がもたらす行動変容ステージの変化

一般演題 研究 04. 多職種連携 C000019 村上　学 北海道大学大学院医学研究院医学教育・国際交流推進センター へき地で持続可能な多職種連携教育を行っていくための問題点

一般演題 活動報告 29. 卒前教育（学生教育） C000020 村上　学 北海道大学大学院医学研究院医学教育・国際交流推進センター コロナ禍における北海道大学医学部医学科４年次講義「地域医療学」の取り組み

一般演題 症例報告 22. 栄養・食事 C000021 丸山　淳也 奈義ファミリークリニック/岡山家庭医療センター 嚥下機能評価から 経口摂取開始につながった経管栄養の3症例

一般演題 研究 20. 終末期のケア C000024 徳島　緑 佐賀大学医学部附属病院総合診療部 自宅で最期を迎えたい意思は、属性や環境に関連しない可能性がある

一般演題 研究 27. 診療の質改善 C000026 八板　静香 佐賀大学医学部附属病院総合診療部 急性期病院における転倒傷害予測モデルの開発と内部検証

一般演題 研究 33. SDH（Social Determinants of Health） C000027 西岡　大輔 大阪医科大学研究支援センター医療統計室 無料低額診療事業の利用者の社会背景と健康関連QOLの変化との関連：京都無料低額診療事業コホートより

一般演題 活動報告 35. へき地医療 C000028 菊池　徹哉 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 離島への院外薬局導入による診療業務変化と今後の展望

一般演題 研究 17. 高齢者ケア C000029 伊藤　史織 北海道家庭医療学センター 高齢患者の外来診察時の同伴者の有無と患者の認知・生活機能の関係に関する横断研究

一般演題 研究 20. 終末期のケア C000030 松本　百奈美 獨協医科大学病院総合診療科 介護保険新規申請・更新の際に実施した「人生の心づもりアンケート」から見えた要介護高齢者のACPに関する実態調査

一般演題 研究 06. 診断と検査 C000031 大田　貴弘 国立病院機構 旭川医療センター パーキンソン病診断の遅れに関与する初発運動症状の種類

一般演題 研究 11. 急性期・急性疾患のケア C000032 羽角　勇紀 東京北医療センター 誤嚥性肺炎入院患者における週末入院が絶食期間へ与える影響に関する観察研究

一般演題 活動報告 01. 患者中心の医療 C000034 五十野　博基 HITO病院 デザイン思考を用いてより良い受療体験を創造し、いきるを支える

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000035 鈴木　慎吾 千葉中央メディカルセンター 右上肢の持続性浮腫を呈した薬剤性血管性浮腫

一般演題 活動報告 28. ICT（Information and Communications Technology）・遠隔医療 C000036 五十野　博基 HITO病院 いきるを支えるオンライン診療、HITO病院での導入経験からみるメリット・デメリットと見通し

一般演題 活動報告 25. 診療所・病院経営 C000038 五十野　博基 HITO病院 我々は病院経営を意識してどのように働けるか。ビジネススクールの学びとHITO病院での取り組みから

一般演題 活動報告 37. その他 C000041 濱井　彩乃 安房地域医療センター総合診療科/亀田家庭医総合診療プログラム スポーツ運動医学委員会の発足と今後の展望

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000042 近藤　啓介 徳島大学大学院医歯薬学研究部総合診療医学分野 骨粗鬆症治療中に新たに高カルシウム血症を来して診断された原発性副甲状腺機能亢進症の１例

一般演題 研究 19. 緩和ケア C000043 柏木　秀行 飯塚病院　連携医療・緩和ケア科 総合診療専攻医、家庭医療専門医が必要とするサブスペシャリティとしての緩和ケアに関する探索的研究

一般演題 研究 07. プライマリ・ケアにおける疫学 C000044 川本　龍一 愛媛大学大学院医学系研究科 地域在住者における握力と大腿周囲径は死亡の予測因子である

一般演題 活動報告 32. 実践報告（活動報告のみ） C000045 伊藤　義久 豊川市民病院　総合診療科 豊川市民病院での総合診療科と集中治療科の合同診療体制

一般演題 研究 18. 在宅医療 C000047 佐伯　修二 ホームケアクリニック横浜港南 在宅緩和医療を行うも在宅看取りに至らなかった終末期がん症例の検討

一般演題 研究 30. 専門医養成 C000048 賀來　敦 社会医療法人清風会　岡山家庭医療センター 新家庭医療専門研修のできる総合診療専門研修プログラムは、4倍の採用実績を持つ

一般演題 研究 01. 患者中心の医療 C000051 金子　惇 横浜市立大学医学群データサイエンス研究科ヘルスデータサイエンス専攻 Expert Generalist Practiceに対する日本の家庭医の認識：質的研究

一般演題 研究 34. 災害 C000052 金子　惇 横浜市立大学医学群データサイエンス研究科ヘルスデータサイエンス専攻 COVID-19パンデミック早期における予防可能な入院への影響：DPC全国統計を用いた差分の差分分析

一般演題 研究 07. プライマリ・ケアにおける疫学 C000053 金子　惇 横浜市立大学医学群データサイエンス研究科ヘルスデータサイエンス専攻 超高齢者のecology of medical care： Yokohama Original Medical Databaseを用いた都市部75歳以上住民の悉皆調査

一般演題 活動報告 32. 実践報告（活動報告のみ） C000054 水間　美宏 兵庫県保険医協会 オンライン研究会「大邱医師会に聞く，新型コロナ対策」開催報告

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000055 五十野　桃子 HITO病院　総合診療科 重度の起立性低血圧から診断に至った続発性副腎皮質機能低下症の一例

一般演題 活動報告 04. 多職種連携 C000056 五十野　桃子 HITO病院　総合診療科 HITO病院の多職種連携、ICTのかけ算が、患者も医療者も笑顔にし、人のいきるを支える

一般演題 活動報告 29. 卒前教育（学生教育） C000058 松村　伸 まつむらファミリークリニック ICTを使用した家庭医療遠隔見学実習について

一般演題 活動報告 29. 卒前教育（学生教育） C000059 小宮山　学 ありがとうみんなファミリークリニック平塚 ITを用いた完全オンラインの地域医療研修の試み

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000060 笹尾　怜子 東京医科大学病院　総合診療科 発熱から3ヶ月後に全身性浮腫と腎障害をきたし、診断に至ったTAFRO症候群

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000062 上田　康雅 兵庫県立丹波医療センター 非特異的な疼痛及び低Na血症を契機に多腺性自己免疫症候群2型（Schmidt症候群）と診断した1例

一般演題 活動報告 32. 実践報告（活動報告のみ） C000063 滝井　健人 沖縄県立宮古病院 離島中核病院において総合診療医が行う神経筋電気診断

一般演題 症例報告 22. 栄養・食事 C000064 和田　史孝 山鹿中央病院 多職種の連携でリフィーディング症候群を回避できた1例

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000065 宮本　大地 高知医療センター 両側頸部リンパ節炎で紹介された高安動脈炎の一例

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000066 鈴木　森香 国立病院機構　仙台医療センター 大腿骨頸部骨折術後に進行した貧血を契機に診断した胸腺腫合併赤芽球癆の1例

一般演題 研究 07. プライマリ・ケアにおける疫学 C000067 中川　晃輔 淀さんせん会　金井病院 コミュニティホスピタルにおける家庭医療専門医・専攻医の患者紹介に関する調査

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000068 松本　百奈美 獨協医科大学病院総合診療科 薬剤誘発性血管性浮腫と紛らわしい臨床経過を呈した孤発性遺伝性血管性浮腫の一例

一般演題 研究 37. その他 C000070 櫻井　玲央 今立内科クリニック COVID-19流行期における診療所での正月当番日の外来診療体制の検討と実施、そして見えてきた課題。

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000071 鈴木　友輔 国立病院機構あわら病院 血性心膜液貯留後40か月後に大腿部皮下血腫形成を呈し診断に至った血液凝固第13因子（FⅩⅢ）欠損症の1例

一般演題 研究 27. 診療の質改善 C000072 井上　美晴 兵庫医科大学　臨床疫学 急性期一般病院に入院した成人患者における血清総蛋白値と入院中アウトカムとの関連

一般演題 活動報告 36. ダイバシティ C000073 久保　伸貴 亀田ファミリークリニック館山 総合診療研修中の男性医師の多様な働き方<br />～子育てと仕事の両立を目指した取り組みの報告～

一般演題 研究 04. 多職種連携 C000075 春田　淳志 慶應義塾大学医学部　医学教育統轄センター 多職種連携コンピテンシーと複雑な課題対応への自信との関連

一般演題 活動報告 04. 多職種連携 C000076 五十野　博基 HITO病院 医療クラークと総合診療科の協働で、HITOのいきるを支える

一般演題 研究 31. 卒後・生涯教育 C000077 川口　満理奈 社会医療法人清風会　岡山家庭医療センター コロナ禍による学術集会のonline化の動向

一般演題 症例報告 13. 慢性疾患のケア C000078 佐藤　新平 中津市立中津市民病院 パクリタキセル併用化学療法終了後の難治性末梢神経障害に対して、芍薬甘草湯が有効であった4症例

一般演題 活動報告 04. 多職種連携 C000081 小内　裕 医療法人小内医院 チーム力は無限大！地域・社会背景に配慮した糖尿病療養支援

一般演題 研究 09. 医療面接・コミュニケーション C000082 北　啓一朗 富山大学附属病院総合診療部 北信越地方での日常診療における方言に関するアンケート調査

一般演題 活動報告 04. 多職種連携 C000084 水野　正子 チューリップ薬局平針店　大和新薬株式会社 薬剤師と看護師の連携による在宅療養者支援の効果に関する事例調査

一般演題 研究 20. 終末期のケア C000085 稲葉　史明 静岡家庭医養成プログラム アドバンス・ケア・プランニング（Advance Care Planning: ACP）の多職種間の情報共有に関する横断調査

一般演題 研究 37. その他 C000088 廣瀬　英生 県北西部地域医療センター　国保白鳥病院 岐阜県自治医大卒業生における義務年限終了後のキャリアパスに影響する要因の検討

一般演題 活動報告 32. 実践報告（活動報告のみ） C000090 鈴木　智大 出石医療センター 診療所ヒアリング調査による地域ニーズを踏まえた院内・地域での教育的活動と訪問診療

一般演題 研究 06. 診断と検査 C000092 黒木　和哉 嬉野医療センター 当院におけるFocus不明の発熱精査目的の紹介例の検討



一般演題（オンデマンド配信）
各演者　発表6分

セッション名 発表種別 カテゴリ 受付番号 氏名 ご所属 タイトル

一般演題 活動報告 03. 地域包括ケア C000094 佐藤　優子 浜田市国保診療所連合体　波佐診療所 波佐・小国地域医療等課題検討協議会の取り組みについて

一般演題 研究 18. 在宅医療 C000097 長嶺　由衣子 東京医科歯科大学 大学院 医歯学総合研究科 介護・在宅医療連携システム開発学講座 コロナ禍に生じた訪問診療対象患者の睡眠障害と関連要因の探索的検証

一般演題 活動報告 30. 専門医養成 C000098 徳田　嘉仁 滋賀家庭医療学センター 外部機関によるオンラインメンタリングの活動報告

一般演題 研究 04. 多職種連携 C000100 後藤　亮平 筑波大学医学医療系 保健医療福祉専門職における多職種連携コンピテンシーの現状～職種別、勤務施設別の比較～

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000101 八嶌　駿 北海道家庭医療学センター/帯広協会病院総合診療科 病歴聴取と診断後の方針決定に苦慮した身寄りのない孤発性Creutzfeldt-Jakob病の一例

一般演題 活動報告 32. 実践報告（活動報告のみ） C000102 本永　英治 沖縄県立宮古病院 ベットサイド徒手筋力評価に対する臨床現場における専攻医への形成的評価の導入

一般演題 症例報告 11. 急性期・急性疾患のケア C000103 山之上　弘樹 静岡徳洲会病院 餅により腸閉塞をきたした3例

一般演題 活動報告 28. ICT（Information and Communications Technology）・遠隔医療 C000106 杉田　義博 日光市民病院 COVID-19患者の入院管理にモバイルデバイスを活用した経験

一般演題 研究 05. 予防医療・健康増進 C000107 武内　治郎 兵庫医科大学　臨床疫学 JPCAワクチン調査2019その3：プライマリ・ケア医のワクチン接種に関する知識とおたふくかぜワクチンの接種および推奨との関連

一般演題 症例報告 02. 家族志向型ケア C000108 青柳　佳奈子 佐久総合病院総合診療科 障害者である娘の介護ストレスを抱えた高齢女性のマネジメントにおける課題

一般演題 活動報告 18. 在宅医療 C000109 水間　美宏 兵庫県保険医協会 看護師による在宅遠隔超音波検査の試み

一般演題 活動報告 06. 診断と検査 C000114 武井　智昭 高座渋谷つばさクリニック COVID19流行下での発熱患者のマネージメント～適切なPCR検査適応判断と治療方針決定を目指して～

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000115 藤原　元嗣 佐賀大学医学附属病院総合診療部 片側性下腿浮腫を契機にMay-Thurner症候群が疑われた一例

一般演題 活動報告 32. 実践報告（活動報告のみ） C000116 竹内　幸治 唐津市民病院きたはた 総合診療科専攻医によるAdvance　Care　Planningの実践と普及への取り組み第１報

一般演題 活動報告 17. 高齢者ケア C000117 中嶋　浩二 牧野リハビリテーション病院 アルツハイマー型認知症の高齢患者における重症度評価<br />―遺言に関連した裁判例を踏まえて―

一般演題 研究 10. 身体診察 C000118 樋口　裕恭 昭和大学病院総合診療科 尿管結石の疑われる患者のCVA叩打痛の検討

一般演題 研究 06. 診断と検査 C000119 最勝寺　佑介 国立病院機構長崎医療センター総合診療科 血液培養検査において同一肢採血と別肢採血が菌血症の検出率に与える影響

一般演題 活動報告 25. 診療所・病院経営 C000121 坂口　公太 雲南市立病院 財務的視点から取り組んだ大曲診療所の経営活動報告

一般演題 研究 29. 卒前教育（学生教育） C000125 後藤　道子 三重大学大学院医学系研究科家庭医療学分野 三重大学医学部家庭医療学におけるエレクティブ、長期間地域滞在型地域医療実習（ LRCC）を選択した学生の進路に及ぼす影響

一般演題 研究 18. 在宅医療 C000128 孫　瑜 筑波大学大学院人間総合科学研究科疾患制御医学専攻ヘルスサービスリサーチ分野 家族介護者の心理的負担と関連する因子: 国民生活基礎調査を用いた研究

一般演題 研究 25. 診療所・病院経営 C000131 佐瀬　雄治 医療法人北海道家庭医療学センター ICPC-2コーディング情報を利用した予防接種を起点とする新来患者の再来行動分析

一般演題 活動報告 32. 実践報告（活動報告のみ） C000132 森田　みゆき (株)トータル・メディカルサービス ステロイド性骨粗鬆症（GIO）患者に対する、病薬連携と服用期間中フォローを通じた取り組み

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000138 関口　大樹 東京医科歯科大学医学部附属病院総合診療科 入院後早期に診断がつき、集団発生を防ぎえた角化型疥癬の一例

一般演題 活動報告 23. 薬剤ケア C000139 明保　洋之 天理よろづ相談所病院 総合内科 院内スマートフォンを用いた多職種による高齢患者のポリファーマシー対策の活動報告

一般演題 症例報告 19. 緩和ケア C000140 井上　友美 飯塚病院 難治性の筋原性の腰痛症に対し心理社会的アプローチを行い身体症状が緩和できた乳頭部末期癌の一例

一般演題 活動報告 05. 予防医療・健康増進 C000142 宮田　智仁 津生協病院 おとなのワクチン手帳

一般演題 研究 23. 薬剤ケア C000143 有馬　遥太朗 東北医科薬科大学病院　薬剤部 ポリファーマシー解消に向けた、服薬意識に関するアンケート調査の中間報告

一般演題 症例報告 11. 急性期・急性疾患のケア C000144 吉本　尚史 埼玉協同病院　総合診療科 当院で経験した急性・慢性ブロム中毒症例における考察

一般演題 症例報告 20. 終末期のケア C000146 園田　育未 兵庫県立丹波医療センター 内科 DOAC内服中にTrousseau症候群を発症し, ヘパリン皮下注射手技を獲得し自宅退院に成功した1例

一般演題 研究 34. 災害 C000147 島　祐子 イオン薬局登美ヶ丘店 調剤併設型ドラッグストアにおけるCOVID-19流行期の消費者及び医療機関受診患者の行動調査

一般演題 症例報告 02. 家族志向型ケア C000148 長島　弥加 北里大学病院　総合診療部 右大腿骨頚部骨折・脳幹梗塞によりADL全介助であったが夫との二人暮らしを希望し自宅退院を実現した一例

一般演題 活動報告 29. 卒前教育（学生教育） C000152 伊藤　真次 久道医院 ハワイ医学教育プログラム：ハワイ大方式医学生臨床実習の取り組みと課題

一般演題 研究 03. 地域包括ケア C000157 笠　芳紀 雲南市立病院 地域自主組織が与える影響と今後の課題に関する混合研究

一般演題 活動報告 28. ICT（Information and Communications Technology）・遠隔医療 C000159 蜜澤　邦洋 長野県立信州医療センター スマートフォンとウェブ会議システムを用いた直視型ファイバースコープの画像記録と遠隔共有

一般演題 症例報告 01. 患者中心の医療 C000160 大神　弘美 医療法人社団　星晶会　伊丹ゆうあい 要介護通院透析患者の身体的負担と介護者負担の軽減

一般演題 研究 07. プライマリ・ケアにおける疫学 C000161 樋口　智也 浜松医科大学 地域家庭医療学講座 へき地の家庭医療センターを受診する患者の受診理由と診療圏の関連についての横断調査

一般演題 症例報告 11. 急性期・急性疾患のケア C000162 菊池　明日香 愛媛大学大学院医学系研究科　地域医療学講座 糖尿病性舞踏病の1例

一般演題 研究 05. 予防医療・健康増進 C000166 三好　陽 医療法人社団　星晶会　愛正透析クリニック 透析患者の手指衛生の意識調査について

一般演題 活動報告 03. 地域包括ケア C000168 吉澤　朝弘 勤医協札幌西区病院 地域包括ケアの基盤となる医療・介護の多職種連携 ～札幌市「西区在宅ケア連絡会」２３年の活動から～

一般演題 研究 05. 予防医療・健康増進 C000171 山田　茜 医療法人社団　星晶会　愛正透析ｸﾘﾆｯｸ 外来透析患者の転倒予防への試み～転倒アセスメントスコアシートを導入して～

一般演題 活動報告 03. 地域包括ケア C000172 小川　太志 富山大学附属病院　南砺・地域医療支援学講座 非救急専門医による地域密着型ドクターカー運用の実績と課題

一般演題 活動報告 04. 多職種連携 C000174 土井　瑠奈 ㈱トータル・メディカルサービス レンバチニブ副作用で食欲不振を訴える外来患者に対し、病院と連携した薬局栄養士による栄養指導体制の検討

一般演題 研究 36. ダイバシティ C000175 森屋　淳子 東京大学 フィンランド女性医療職における「仕事と子育ての両立“非”困難感」の要因

一般演題 活動報告 33. SDH（Social Determinants of Health） C000178 幌　沙小里 勤医協札幌病院看護部 社会的バイタルサインを捉え患者の健康権を保障するカンファレンスの実践

一般演題 症例報告 11. 急性期・急性疾患のケア C000182 堀坂　美央 総合診療科 階段状進行を呈し、診断までに8日間を要したWallenberg症候群の一例

一般演題 活動報告 04. 多職種連携 C000183 高田　慎介 医療法人社団星晶会　伊丹ゆうあい 老健における透析患者の嚥下造影検査(VF)への取り組み<br />～多職種と連携し安全な食事摂取を目指して～

一般演題 研究 04. 多職種連携 C000185 倉橋　果樹 （医）星晶会星優クリニック　病棟臨床工学部 新人ＣEを病室透析病棟へ配置することの有益性

一般演題 活動報告 17. 高齢者ケア C000186 上野　芳子 医療法人社団星晶会　伊丹ゆうあい サ高住透析患者における居宅療養管理指導による栄養改善の取り組み

一般演題 活動報告 32. 実践報告（活動報告のみ） C000188 藤本　美香 道東勤医協　釧路協立病院 ACP含むSVS/IADL聞き取りを外来に導入したことで看護師にもたらした効果

一般演題 症例報告 11. 急性期・急性疾患のケア C000189 松尾　亮平 地域医療のススメ奈良 摂食障害による栄養障害に肺アスペルギルス症を合併した症例

一般演題 活動報告 32. 実践報告（活動報告のみ） C000191 小林　只 弘前大学医学部附属病院 実学派総合医による横断的活動～臨床・研究・教育および法務・知財を活用した学術活動・産学連携～

一般演題 研究 07. プライマリ・ケアにおける疫学 C000193 加藤　大祐 三重大学大学院医学系研究科臨床医学系講座家庭医療学分野 多疾患併存は要介護リスクを上昇させる：前向きコホート研究

一般演題 活動報告 32. 実践報告（活動報告のみ） C000194 伊東　孝恭 株式会社望星薬局 服薬指導依頼に対するトレーシングレポートを介した情報共有

一般演題 症例報告 08. 医療者‐患者関係 C000198 茂又　章徳 獨協医科大学病院総合診療科 不確実性への対応を通じて医師患者関係の深まりを感じた事例

一般演題 症例報告 24. リハビリテーション C000199 日髙　魁人 JA静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院 活動量管理に着目して患者と家族に教育を行った多発性筋炎の一症例

一般演題 症例報告 11. 急性期・急性疾患のケア C000201 窪田　泰輔 藤田医科大学　総合診療プログラム 侵襲性肺炎球菌感染症を発症した無脾症患者に対して予防的ワクチン接種と患者教育を行った1例

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000202 桑原　宏輔 飯塚病院　総合診療科 脳性麻痺がある若年成人で横行結腸腫瘍による腸重積症をきたした一例

一般演題 活動報告 35. へき地医療 C000209 伊左次　悟 県北西部地域医療医療センター国保白鳥病院 へき地拠点病院はへき地診療所を十分に支援できているか

一般演題 活動報告 18. 在宅医療 C000211 柴原　弘明 一般社団法人　豊田加茂医師会 豊田加茂医師会会員の意識調査（2020年）：在宅医療介護項目を中心に

一般演題 活動報告 03. 地域包括ケア C000215 早川　香菜美 熊本大学総合診療専門研修プログラム 天草版　多職種で取り組むまちづくり　チームコネクションの活動
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一般演題 活動報告 32. 実践報告（活動報告のみ） C000218 伊豆倉　遥 安房地域医療センター 家庭医療専攻医へのPOCUSコースの開催

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000220 渡邉　力也 北播磨総合医療センター　総合内科 治療に難渋した末、NSAIDsとトピラマートによりコントロールが安定した腹部片頭痛の一例

一般演題 活動報告 32. 実践報告（活動報告のみ） C000224 水谷　民奈 浜松佐藤町診療所 地域住民組織が関わった社会的処方の一例

一般演題 活動報告 18. 在宅医療 C000225 平野　貴大 国民健康保険大間病院 青森県最北端へき地における在宅看取りおよび施設看取りの現状

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000229 今西　明 新潟大学大学院医歯学総合研究科　新潟地域医療学講座　地域医療部門 正確な診断がアドヒアランス改善に影響を及ぼした遺伝性糖尿病の一例

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000230 金澤　三義 沖縄県立宮古病院 結核の診断に苦慮した一例

一般演題 症例報告 11. 急性期・急性疾患のケア C000231 中村　祐哉 北海道社会事業協会帯広病院 <em>Streptococcus intermedius</em>による腸腰筋膿瘍，大腿筋間膿瘍の一例

一般演題 研究 18. 在宅医療 C000238 近藤　千尋 藤田医科大学病院 同行看護師が訪問診療時間短縮に与える効果：前向きコホート研究

一般演題 症例報告 16. メンタルヘルス C000242 宮本　侑達 亀田総合病院 線維筋痛症を発症した60代女性に夫婦を主とした家族アプローチが奏功した事例

一般演題 症例報告 01. 患者中心の医療 C000243 福田　麻里奈 湘南鎌倉総合病院　総合診療科 患者中心の医療を実践することで禁酒を達成できたアルコール依存症の一例

一般演題 活動報告 32. 実践報告（活動報告のみ） C000252 中島　徹 北海道家庭医療学センター 物資が不足する社会情勢におけるCOVID-19クラスター対応

一般演題 症例報告 20. 終末期のケア C000253 馬場　優里 市立奈良病院 総合診療科(地域医療振興協会) 意思決定能力のある癌終末期患者に未告知のまま看取った症例

一般演題 活動報告 36. ダイバシティ C000254 濵田　春樹 亀田ファミリークリニック館山 総合診療研修中の男性医師の多様な働き方〜専攻医夫婦の出産への葛藤と勤務調整までの取り組みの報告〜

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000259 三井　宏明 兵庫県立丹波医療センター 内科 多剤併用によりミルクアルカリ症候群による高Ca血症を来した１例

一般演題 活動報告 29. 卒前教育（学生教育） C000261 後藤　忠雄 県北西部地域医療センター 高校生に対するオンラインを用いたへき地医療研修会を開催して

一般演題 活動報告 05. 予防医療・健康増進 C000262 時田　章史 クリニックばんびいに e-learning systemによる医療従事者への予防接種の情報提供

一般演題 活動報告 29. 卒前教育（学生教育） C000264 足立　祐貴 出雲市民病院 出雲市民病院における地域医療実習満足度調査結果

一般演題 症例報告 11. 急性期・急性疾患のケア C000267 井上　拓人 HITO病院　総合診療科 多発口腔内潰瘍の鑑別を要した成人発症ヘルペス性歯肉口内炎の１例

一般演題 研究 05. 予防医療・健康増進 C000268 大庭　まり子 京都民医連あすかい病院 急性期病棟における転倒転落事例の分析

一般演題 活動報告 30. 専門医養成 C000270 田島　明野 亀田ファミリークリニック館山 大所帯のプログラムにおける学会発表未経験の専攻医への学会発表支援

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000271 豊岡　達志 藤田医科大学 抗菌薬不応性の扁桃炎を主症状に受診した多発血管炎性肉芽腫症の一例

一般演題 症例報告 20. 終末期のケア C000272 粂田　哲平 地域医療振興協会　市立奈良病院 患者説明用紙を用いることで終末期における適切な意思決定支援を行った症例

一般演題 活動報告 18. 在宅医療 C000273 兼松　富美子 豊田加茂医師会 在宅医療提供体制への支援について地区医師会の取り組み

一般演題 活動報告 32. 実践報告（活動報告のみ） C000274 宮地　敬弘 藤田医科大学 総合診療プログラム デジタルホスピタルアートの実践報告

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000275 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 好酸球性血管性浮腫の一例 ～診断のピットフォール～

一般演題 症例報告 16. メンタルヘルス C000276 網谷　真理恵 鹿児島大学医歯学総合研究科地域医療学分野 過度かつ長期に持続する空気嚥下症に対し、漢方薬と認知行動療法の併用により軽快した一例

一般演題 活動報告 19. 緩和ケア C000277 西水　翔子 大分大学医学部　総合診療・総合内科学講座 家庭医療専攻医が緩和ケア短期研修を行う意義

一般演題 症例報告 18. 在宅医療 C000279 小田　啓代 三重県立 不安が強い患者への訪問看護師の関わり

一般演題 活動報告 25. 診療所・病院経営 C000280 深堀　泰弘 ファミリークリニックさっぽろ山鼻 診療所薬剤師としての可能性

一般演題 症例報告 27. 診療の質改善 C000281 成田　理紗 東京医科歯科大学　総合診療科 ACE阻害薬による慢性咳嗽のためARBへ変更したところ、2週間で咳と血圧コントロールが改善した1例

一般演題 活動報告 34. 災害 C000282 森　寛貴 国民健康保険志摩市民病院 災害対策としてはじめた取り組みと今後の展望

一般演題 研究 17. 高齢者ケア C000284 矢澤　悠 昭和大学江東豊洲病院 急性期病院における重症フレイル患者の意思決定の割合について：単施設後ろ向き研究

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000286 高瀬　義祥 富山大学附属病院総合診療部 膀胱直腸障害が診断の契機となった腰椎硬膜外脂肪腫症の1例

一般演題 活動報告 29. 卒前教育（学生教育） C000287 馬渕　卓 東京医科歯科大学 コロナ禍における医学教育・現在進行形の活動報告（東京医科歯科大学総合診療科）

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000288 山田　美登里 京都家庭医療学センター 便中カルプロテクチンが診断の契機となり、活動性潰瘍性大腸炎での蛋白漏出性胃腸症と診断した一例

一般演題 活動報告 36. ダイバシティ C000290 戸倉　直実 東京勤労者医療会東葛病院付属診療所 水俣病はプライマリケア医が診断可能である　神経疾患は神経内科専門医でなければ診断できないのか

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000292 永藤　瑞穂 つくばセントラル病院 訪問診療において糖尿病悪化を契機に発見された肝炎症性偽腫瘍の一例

一般演題 研究 11. 急性期・急性疾患のケア C000294 保浦　修裕 東京都立多摩総合医療センター 当院の救急診療科における眼部帯状疱疹の眼科への紹介の現状

一般演題 研究 35. へき地医療 C000297 久田　祥雄 長浜市立湖北病院 JPCATを用いた交代制のへき地診療所と巡回診療所の比較：単施設観察研究

一般演題 研究 28. ICT（Information and Communications Technology）・遠隔医療 C000298 横川　大樹 千葉大学医学部附属病院　総合診療科 日本語医学学術コーパスで得られた分散表現は「梗塞」の医学的特徴を保持しているか？

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000301 林　路子 藤田医科大学総合診療プログラム 右下肢痛からHIV感染症の診断に至った一例

一般演題 研究 06. 診断と検査 C000302 加藤　冠 東京健生病院　内科 コロナ禍におけるプライマリケアの現場での肺機能検査のあり方についての検討

一般演題 活動報告 05. 予防医療・健康増進 C000303 渡邉　健太 利根中央病院 帯状疱疹予防のための水痘ワクチン接種を増やすための取り組み

一般演題 症例報告 13. 慢性疾患のケア C000308 得丸　幸夫 得丸医院 進行性核上性麻痺（PSP）に開業脳神経内科医ができること

一般演題 症例報告 03. 地域包括ケア C000310 水間　喜美子 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　 入院時早期からの多職種連携により、多施設間での円滑なトランジショナル・ケアが可能になった一例

一般演題 活動報告 18. 在宅医療 C000311 島崎　亮司 シティタワー診療所 プライマリ・ケア医が行う小児在宅医療7年の振り返り～43人の子どもからの学び～

一般演題 症例報告 11. 急性期・急性疾患のケア C000312 小柴　裕 伊達赤十字病院　消化器科 病病連携により診断・治療し得た巨細胞動脈炎の1例

一般演題 活動報告 32. 実践報告（活動報告のみ） C000313 井階　友貴 福井大学医学部地域プライマリケア講座 Social Capital×CBPRによる地域課題解決サロン「健高カフェ」・オンライン化の試み

一般演題 活動報告 04. 多職種連携 C000314 松田　諭 ファミリークリニックさっぽろ山鼻 地域に多職種で「家庭医療」を提供したい！　～「家庭医療のコーディネーター」養成の取り組み～

一般演題 活動報告 14. 幼小児・思春期のケア C000315 福田　亜矢子 （一社）はなみずき特別支援教育研究所 ADHD＋LD児に対する支援者と医師との連携に関する重要性の一考

一般演題 活動報告 29. 卒前教育（学生教育） C000317 書上　奏 利根中央病院 看護学生に対する医療倫理教育の実践

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000318 白石　裕子 自治医科大学地域医療学センター総合診療部門 嚥下障害と体重減少を主訴として来院した抗MuSK抗体陽性重症筋無力症の１例

一般演題 症例報告 16. メンタルヘルス C000319 髙橋　寛 公立置賜総合病院 家族・大学へのアプローチにより治療が成功した転換性障害の一例

一般演題 活動報告 13. 慢性疾患のケア C000320 西　明博 亀田ファミリークリニック館山　家庭医診療科/安房地域医療センター　総合診療科 家庭医が担うがんサバイバーシップケア第2弾 -前立腺がんサバイバーのケアの移行における現状と課題-

一般演題 活動報告 29. 卒前教育（学生教育） C000321 小屋松　淳 長崎大学医歯薬学総合研究科　地域医療学分野 離島勤務に対する意欲と興味ある診療科との関連について

一般演題 症例報告 11. 急性期・急性疾患のケア C000322 馬渕　寛也 島根県立中央病院 原因不明の腹痛や嘔気を主訴とした第12胸椎破裂骨折の一例

一般演題 活動報告 24. リハビリテーション C000324 才津　旭弘 自治医科大学地域医療学センター地域医療学 地域リハビリテーション支援体制を活用した介護予防事業：熊本県の事例を通じて

一般演題 研究 27. 診療の質改善 C000326 マハー　祐実 かみいち総合病院 当院における蘇生不要（DNAR）指示に関する現状・意識調査

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000328 村田　俊介 筑波大学附属病院総合診療科 <em>Streptococcus suis</em>によって聴覚障害を伴う細菌性髄膜炎を呈した焼き鳥屋店長の1例

一般演題 症例報告 10. 身体診察 C000329 古谷　伸之 東京慈恵会医科大学　総合診療内科 胸鎖関節subluxationの診断と治療〜検査異常がなく鎮痛治療無効な胸鎖関節痛へのアプローチ〜
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各演者　発表6分

セッション名 発表種別 カテゴリ 受付番号 氏名 ご所属 タイトル

一般演題 活動報告 14. 幼小児・思春期のケア C000330 関口　ひろみ 東京大学医学部附属病院 小児医療における患者家族滞在施設とその現状について －海外との比較ー

一般演題 活動報告 20. 終末期のケア C000332 島　直子 坂総合病院　総合診療科 当科で嘱託医として関わる高齢者施設における看取りの状況について

一般演題 症例報告 11. 急性期・急性疾患のケア C000333 邉田　健一 島根県立中央病院 重症熱性血小板減少症候群に対してのプライマリ・ケア医の対応についての検討

一般演題 活動報告 31. 卒後・生涯教育 C000334 金久保　祐介 亀田ファミリークリニック館山 家庭医のためのLGBT講座―ICT教育プログラム開発と実践―

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000337 川口　洋平 大阪医科大学 心肺停止患者において偶発的にレボフロキサシンの高い血中濃度が発見された1例

一般演題 活動報告 03. 地域包括ケア C000338 花木　安羅太 みちのく総合診療医学センター 診療所における小児定期予防接種事業開始に関する活動報告

一般演題 活動報告 33. SDH（Social Determinants of Health） C000340 吉本　尚史 埼玉協同病院　総合診療科 クルド人を中心とした「外国人のための相談会」を支援して

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000341 渡辺　智洋 自治医科大学附属病院総合診療内科 骨盤単純X線検査が診断の契機となった骨Paget病の1例

一般演題 症例報告 11. 急性期・急性疾患のケア C000342 玉城　耕平 共愛会病院 孤立性上腸間膜動脈解離患者の保存的加療に苦慮した一例

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000345 中野　寛也 つくばセントラル病院 発熱外来を受診した2例からの考察：COVID-19流行下の発熱診療における鑑別診断の困難さに直面して

一般演題 症例報告 11. 急性期・急性疾患のケア C000346 八坂　寛久 高島市民病院 糞便イレウスにより高マグネシウム血症を呈した一例

一般演題 症例報告 11. 急性期・急性疾患のケア C000347 広戸　岳 島根県立中央病院　 島根県立中央病院における<em>Candida parapsilosis</em>血流感染症に対してのキャンディン系抗真菌薬の治療成績についての報告

一般演題 活動報告 04. 多職種連携 C000349 鈴木　忠広 生協ふたば診療所 新型コロナウイルス感染症対策を多職種で取り組むことでの有意義

一般演題 活動報告 14. 幼小児・思春期のケア C000350 飯塚　玄明 亀田ファミリークリニック館山　家庭医診療科 診療所と総合病院の小児科で定期的に行う小児カンファレンスの実態

一般演題 症例報告 01. 患者中心の医療 C000357 山田　有統 安房地域医療センター 複雑困難な事例において日本語版PCAM（Patient Centred Assessment Method）で評価し安定化を図ることができた１例

一般演題 研究 13. 慢性疾患のケア C000358 菊池　真大 国立病院機構東京医療センター消化器内科 COVID-19拡大後の二次健康被害　～肝疾患外来患者を通して

一般演題 活動報告 11. 急性期・急性疾患のケア C000359 井上　重宏 長崎県上五島病院 離島のおける心臓カテーテル治療の立ち上げから現在に至るまで

一般演題 症例報告 17. 高齢者ケア C000360 木安　貴大 飯塚病院 総合診療科 夫への介入を契機に閉じこもりの妻に在宅医療を導入し、生物心理社会的な介入を行い活動性の向上につながった一例

一般演題 活動報告 29. 卒前教育（学生教育） C000363 三澤　美和 大阪医科大学病院　地域総合医療科学寄附講座 医学生は総合診療・家庭医療をどのようにとらえているか～5年生89人の講義アンケート調査より～

一般演題 研究 20. 終末期のケア C000365 平松　成美 岡崎市民病院 岡崎地域における高齢者施設での看取りと救急搬送の現状

一般演題 活動報告 36. ダイバシティ C000366 有賀　麻輝江 順天堂大学大学院医学研究科 『医療×「やさしい日本語」研究会』による医療関係者のための「やさしい日本語」研修

一般演題 活動報告 31. 卒後・生涯教育 C000367 前橋　美歌 自治医科大学地域医療後期研修プログラム 「関東甲信越オンラインマッチングポートフォリオ発表会」の取り組み

一般演題 活動報告 37. その他 C000368 並河　大器 かみいち総合病院 新型コロナウイルス感染拡大に伴う、かみいち総合病院の存在意義について

一般演題 活動報告 14. 幼小児・思春期のケア C000369 高島　大樹 亀田ファミリークリニック館山 当院の過去10年の思春期勉強会の振り返り・活動報告

一般演題 活動報告 29. 卒前教育（学生教育） C000370 大濱　弘光 福井大学医学部附属病院　総合診療部 Google Suiteを活用したオンライン学生臨床実習における双方向教育の試みと課題

一般演題 活動報告 27. 診療の質改善 C000371 丸山　晃央 北足立生協診療所、沖縄県立宮古病院 医療クラークの教育システムの立ち上げにかかわった一例

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000375 渡部　健 秋田大学 保険収載された血清検査では診断困難であったツツガムシ病の一例

一般演題 研究 05. 予防医療・健康増進 C000376 常石　大輝 安房地域医療センター/亀田ファミリークリニック館山 診療セッティングによって、ワクチン接種率が異なるかどうかの検討。

一般演題 活動報告 32. 実践報告（活動報告のみ） C000378 谷口　純一 熊本大学病院　地域医療・総合診療実践学寄附講座 熊本県における総合診療医の養成と地域医療改善の取り組み

一般演題 症例報告 11. 急性期・急性疾患のケア C000383 鄧　艶麗 大阪医科大学病院　総合診療科 都市部で発生した日本紅斑熱の一例

一般演題 活動報告 32. 実践報告（活動報告のみ） C000384 川口　雄史 独立行政法人　国立病院機構栃木医療センター 総合診療専攻医・家庭医療後期研修医に対するメールマガジン事業について

一般演題 研究 07. プライマリ・ケアにおける疫学 C000389 森田　貴英 市立奈良病院 発熱外来において急性気管支炎の暫定診断は不適切抗菌薬使用のリスクである

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000391 柁原　龍佑 共愛会病院 Streptococcus gallolyticus菌血症を契機に発見された大腸癌の一例

一般演題 症例報告 06. 診断と検査 C000392 錦織　朱 大阪市立総合医療センター 両側水腎症と小腸閉塞を契機に診断された進行胃癌の一例

一般演題 症例報告 23. 薬剤ケア C000393 栗林　良子 総合診療科 ST合剤投与後に血小板減少をきたし、骨髄異形成症候群の診断に至った一例

一般演題 症例報告 01. 患者中心の医療 C000394 中山　万莉 鹿児島生協病院 パラガングリオーマの切除により多剤併用状態を離脱した糖尿病、高血圧の一例。

一般演題 研究 11. 急性期・急性疾患のケア C000395 井上　博人 市立奈良病院 発熱外来における肺炎診断症例の実態調査

一般演題 症例報告 16．メンタルヘルス C000397 織原　梓 東京都立多摩総合医療センター 再増悪予防のため、日々の行動に段階的なステップを設定することが望まれたうつ病の症例

一般演題 症例報告 04. 多職種連携 C000398 塚原　麻希子 亀田ファミリークリニック館山 不登校の小学生児童に対し、多職種カンファレンスで地域ケアを行った事例

一般演題 活動報告 32. 実践報告（活動報告のみ） C000399 原田　直樹 津ファミリークリニック/三重大学総合診療ネットワーク 高茶屋診療所と津ファミリークリニックでの往診業務連携の報告

一般演題 研究 18. 在宅医療 C000400 渡辺　一海 富山大学附属病院　朝日・地域医療支援学講座 訪問診療同行看護師のプロフェッショナリズムに関する、訪問看護師・介護支援専門員の意識調査

一般演題 研究 07. プライマリ・ケアにおける疫学 C000402 岩田　実 富山大学附属病院　糸魚川・地域医療支援学講座 糸魚川地域における糖尿病有病率とその発症に関わる因子の解析

一般演題 活動報告 33. SDH（Social Determinants of Health） C000403 武田　裕子 順天堂大学大学院医学研究科医学教育学 医療者教育のための「健康の社会的決定要因(SDH)教育ポータル」構築

一般演題 活動報告 31. 卒後・生涯教育 C000164 西村　理恵 兵庫医科大学 臨床研究トレーニングに組み入れ可能な能動的研究倫理学習プログラム－研究を実践する診療現場の医療従事者を対象とした教育実践

一般演題 症例報告 04. 多職種連携 C000296 濱近　草平 市立奈良病院 多職種連携コンピテンシーを活用して利用者と家族のニーズを満たす退院調整を実現し、下肢切断後の高齢男性の自宅生活の継続を可能にした一例


