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日本プライマリ・ケア連合学会第 35 回近畿地方会 新時代のパラダイムシフト ～わくわくする地域へ～ 

プログラム 

 

第１会場：大ホール 

 

開会式 9：30 ～ 9：50 

 

 

大会長講演 9：50 ～ 10：10 

座長：奈良県立医科大学 総合医療学講座  西尾 健治 

PL  

日本プライマリ・ケア連合学会 奈良県支部 支部長 

奈良県立医科大学 総合医療学講座 吉本 清巳 

 

 

特別シンポジウム 10：10 ～ 11：00 

座長：奈良県立医科大学 総合医療学講座  吉本 清巳 

SS 総合診療医とは、その魅力と価値、将来像について 

（指導医） 

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 雨森 正記 

大阪家庭医療総合診療センター、公益財団法人淀川勤労者厚生協会附属相川診療所 大島 民旗 

市立奈良病院 森川  暢 

 

（専門医） 

葛西医院 長谷部仁美 

丹波医療センター 京谷  萌 

 

 

教育講演１ 11：15 ～ 12：15 

座長：八嶌医院、橿原地区医師会 会長  八嶌 功 

EL1 病の治療における近年の課題と医師－患者関係の重要性 

奈良県立医科大学 医師・患者関係学講座 教授 石井  均 
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特別講演 13：25 ～ 14：25 

座長：安東内科医院・奈良県医師会会長  安東 範明 

SL 幻の御守捜索大事件 ～神頼みを通して考える仏教と医療のプライマリ・ケア～ 

法相宗大本山 興福寺 録事 ザイレ 暁映 

 

 

シンポジウム３ 14：40 ～ 15：40 

座長：天理よろづ相談所病院 総合診療教育部  村上 廣一朗 

S3 研究をいつやるか？どう支えるか？ ～研究継続の極意とは？～ 

 

 

 

教育講演２ 15：55 ～ 16：55 

座長：奈良県立医科大学 総合医療学講座  西尾 健治 

EL2 折れない心の作り方 ～アナウンサーの視点、心理士の視点～ 

臨床心理士、アナウンサー 関根 友実 

 

 

閉会式 17：00～17：20 
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第２会場：大会議室 

 

シンポジウム１ 9：50 ～ 11：00 

座長：明日香村国民健康保険診療所  武田 以知郎 

S1 魅力がいっぱい、コミュニティナーシング！ 

藤田医科大学 連携地域医療学講座、豊田地域医療センター 近藤 敬太 

デイサービスときの森 久本 美穂 

百姓コミュニティナース 福島 明子 

一般社団法人てとわ 山端  聡 

 

 

シンポジウム２ 11：15 ～ 12：15 

座長：奈良県立医科大学総合診療科、宇陀市立病院地域医療部  小林 正尚 

S2 医薬連携「互いに聞きたい 10 のこと」 

なないろクリニック 池島 英之 

奈良県立医科大学総合診療科、宇陀市立病院地域医療部 佐和 明裕 

上北山村国民健康保険診療所 浅香 幸久 

堀本薬局 堀本佳世子 

にった薬局 新田 朋弘 

育和会記念病院薬剤部 大荒 政志 

 

 

ワークショップ１＜事前申し込み＞ 14：40 ～ 16：55 

座長：JADECOM 総合診療プログラム「地域医療のススメ」”奈良”  粂田 哲平 

S1 おうちに帰ろう ～快適な療養のための４STEP～ 

社会医療法人 健生会 大福診療所 所長 朝倉健太郎 

公益社団法人 奈良県看護協会 専務理事 西岡 令子 
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第３会場：研修室Ｂ 

 

口演１【COVID-19 関連】 10：00 ～ 11：00 

座長：石丸 裕康（関西医科大学香里病院） 

小林 正宜（葛西医院） 
   

O1-1  COVID-19 感染対応訪問から救急対応における薬局薬剤師の役割について 

L.H.W ファーマシー岸里店 武山 和也 

O1-2 コロナワクチン接種後に TAFRO 症候群を発症した 1 例 

奈良県総合医療センター 血液・腫瘍内科 小林 真也 

O1-3 重症 COVID19 感染後、拘束性肺機能障害が遷延した一例 

関西医科大学病院 総合診療科 岡本 敬司 

O1-4  COVID-19 自宅療養中に肺塞栓症を発症した 1 例 

健生会土庫病院総合診療部内科 西松 篤則 

O1-5 これまでの自院(大阪市住之江区の 2 次救急病院：109 床)における Covid-19 

対応について 

社会医療法人三宝会 南港病院 三木 康彰 

 

 

口演２【学生・診療の質改善】 11：15 ～ 12：15 

座長：川島 篤志（市立福知山市民病院） 

三澤 美和（大阪医科薬科大学病院 総合診療科） 
   

O2-1 学生が取り組むがんに負けない地域作り～RFLJ 滋賀医大活動報告～ 

滋賀医科大学医学部医学科 永福 大暉 

O2-2 医学生による Planetary Health 学習会の取り組み 

滋賀医科大学医学部学生 沖山 翔太 

O2-3 オンラインで実施した高校生と医学生のための地域医療体験実習：現地での 

体験実習との学習効果の比較 

大阪医科薬科大学 医学部医学科 6 年 岡﨑 早也圭 
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O2-4 おならがよく出るという相談を受けた 3 症例の検討 

帝塚山高等学校、竹中医院 竹中 康裕 

O2-5  The doctor as the patient: 個人的な通院体験から学んだこと 

公益財団法人天理よろづ相談所病院 総合内科 黒野 瑛仁 

 

 

口演５【在宅・患者中心の医療・多職種連携】 13：25 ～ 14：25 

座長：明石 陽介（南奈良総合医療センター） 

北村 美穂子（病院協会看護学校） 
   

O5-1 公的病院における訪問診療の導入について 

地域医療機能推進機構（JCHO）大和郡山病院 総合診療科 岡 裕也 

O5-2 在宅緩和ケアの場面で Spiritual Pain Assessment Sheet を用いて Spiritual 

Pain を評価し患者家族に心理的負担が生じた一例 

ファミリークリニックあい 豊川 勝久 

O5-3 悪性腹水に対してトンネル型腹膜カテーテルを留置し自宅療養を行った 2 例 

兵庫県立丹波医療センター 内科、神戸大学大学院 地域医療支援学部門 合田 建 

O5-4 特発性間質性肺炎の在宅療養者の望む、馴染みの生活継続を目指した訪問 

看護師による支援 

滋賀県立大学大学院 人間看護学研究科 在宅看護分野、長浜病院訪問看護ステーション 

河野 智一 
 

O5-5 誤嚥リスクの高い方の食事介助を地域の介護チームで支援した一例 

西淀病院 総合内科 鈴木 新 

O5-6 精神科医を持たない地域病院での断酒支援の取り組み 

西淀病院 総合内科 内藤 茂之 

 

 

口演６【システム・調査・取り組み】 14：40 ～ 15：40 

座長：外山 学 （益田診療所） 

小木 裕子（市立奈良病院） 
   

O6-1 神戸市医師会による長期臥床者実態調査 

神戸市医師会 松尾 玲子 
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O6-2 僻地での一般車両改造型ドクターカーの運用実績 

国保すさみ病院 野田 幸治 

O6-3 糖尿病のかかりつけ患者とは？ ～プライマリ・ケア診療所における妥当な 

定義の探索的実態調査～ 

公益社団法人 地域医療振興協会 奈良市立都祁診療所 西村 正大 

O6-4 当院における骨粗鬆症治療の現状 

ファミリークリニックなごみ  内科 坂部 千恵 

O6-5 人工股関節置換術後の脱臼予防指導のパンフレット改訂が看護師の知識・ 

意識にもたらす効果 

徳島市民病院 矢武 真由美 

O6-6 コロナ流行下に行なうポイントオブケア超音波のハンズオン 

東神戸病院 内科・訪問診療、兵庫県保険医協会 水間 美宏 

 

 

口演７【調査・研究】 15：55 ～ 16：55 

座長：長野 広之（京都大学大学院 医療経済学分野、よしき往診クリニック） 

鈴木 渉太（奈良県立医科大学 臨床研究センター） 
 

O7-1 患者が考える適切な診療時間はどのくらいか －満足度との関係も含めて－ 

尼崎医療生協病院/CFMD レジデンシー・近畿 北村 紘之 

O7-2 新設総合病院における総合内科外来の役割：外来初診患者の振り返り 

兵庫県立はりま姫路総合医療センター 総合内科 八幡 晋輔 

O7-3 診療所外における患者の受療行動、満足度調査 －2019 年時との比較－ 

尼崎医療生活協同組合 本田診療所 榮 仁規 

O7-4 地方大学病院における患者安全文化醸成度の経時的変化 

岩国市立美和病院、神戸大学大学院医学研究科地域医療教育学部門 廣瀬 昌博 

O7-5 医薬品情報に基づく 3 カ月処方の一包化の薬剤の保存安定性の検討 

パスカル薬局、立命館大学薬学部 横井 正之 

O7-6 自身の妊娠出産育児経験が女性家庭医に与えるプラスの影響に関する質的研究 

(第 1 報:途中経過報告) 

京都家庭医療学センター 山田 美登里 



 

7 

 

日本プライマリ・ケア連合学会第 35 回近畿地方会 新時代のパラダイムシフト ～わくわくする地域へ～ 

 

第４会場：研修室Ｃ 

 

口演３【学生・診療の質改善】 10：00 ～ 11：00 

座長：中山 明子（大津ファミリークリニック） 

伊藤 絹枝（奈良県看護協会 訪問看護総合支援センター） 
   

O3-1 日本人における身体の自己決定権 

一般社団法人 SRHR Japan、京都大学大学院医学研究科社会健康医学系健康情報学分野 

池田 裕美枝 
 

O3-2 代理意思決定者がいない認知症患者の倫理的問題を臨床倫理の 4 分割表を 

用いて意思決定支援に活かせた 1 例 

市立奈良病院 総合診療科 豊島 孝幸 

O3-3 医療的ケアを要する重症心身障害者家族の望む「今まで通りの生活」に 

込められた家族の価値観 

滋賀県立大学大学院 人間看護学研究科 在宅看護分野、地域包括ケアステーション森のお家 

藤井 愛 
 

O3-4 家族内の意見不一致に対して家族カンファレンスを繰り返して意思決定を 

支援した 1 例 

天理よろづ相談所病院 総合診療教育部 森 悠太朗 

O3-5 身寄りのない聾唖高齢認知症患者の意思決定に、手話通訳者のフレーミング 

効果が生じた一例 

尼崎医療生協病院 内科 鈴木 史郎 

 

 

口演４【生物心理社会的（BPS）介入症例・困難症例】 11：15 ～ 12：15 

座長：玉木 千里 （公益社団法人京都保険会 京都協立病院） 

竹内 あずさ（ベガファーマ株式会社 くるみ薬局 河内長野店） 
   

O4-1 交通外傷後高次機能障害に対して多剤併用されている方に対して,在宅療養 

による環境調整と薬剤の減量により活動量の改善を認めた一例 

大福診療所 塩尻 祐哉 
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O4-2 パーキンソン病患者の非運動症状である便秘治療に対する薬剤師の処方 

提案による介入について 

ふくちやまゆう薬局 久留米 愛 

O4-3 浣腸目的で頻回受診する患者の対応に難渋している一例 

たいしょう生協診療所 竹内 崇 

O4-4 胸部症状に対する患者の解釈モデルが認知バイアスを誘発し，大動脈弁狭窄症が 

過小評価された心身症の 1 例 

公立宍粟総合病院 内科 樋口 祥悟 

O4-5 サルコペニアのため呼吸障害が症候化した重症側弯症の一例 

弓削メディカルクリニック滋賀家庭医療学センター、近江八幡市立総合医療センター 

田中 いつみ 
 

O4-6 多彩な疼痛部位を示した尿管結石の一例  関連痛に関する考察 

医療法人大森医院 大森 浩二 

 

 

口演８【症例報告１】 13：25 ～ 14：25 

座長：廣西 昌也（和歌山県立医科大学附属病院 紀北分院 内科） 

石丸 直人（明石医療センター） 
   

O8-1 透析患者に生じた造影剤誘発性唾液腺炎の一例 

南奈良総合医療センター 総合診療科 山下 裕理 

O8-2 発熱を伴い診断に苦慮した未分化多形肉腫の１例 

兵庫県立丹波医療センター 内科 山本 大暉 

O8-3 入院中に突然発症した正中弓状靭帯圧迫症候群に続発した内蔵動脈瘤破裂の 

一例 

大阪医科薬科大学病院 医療総合研修センター 西川 りさ子 

O8-4 膿瘍ドレーン排液の繰り返すクレアチニン濃度測定が診断に寄与した 

膀胱穿孔を伴う難治性後腹膜膿瘍の 1 例 

兵庫県立丹波医療センター 内科 荒木 昭博 

O8-5 手関節屈側に発症した Achenbach 症候群の 1 例 
 
兵庫県立はりま姫路総合医療センター 総合内科、 
亀田ファミリークリニック館山 家庭医診療科 進藤 達哉 
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O8-6 体位性の心エコーが診断に有用であった巨大食道裂孔ヘルニアによる失神 

市立奈良病院 総合診療科 小城 拳士郎 

 

口演９【症例報告２】 14：40 ～ 15：40 

座長：大矢 亮 （耳原総合病院 救急総合診療科） 

明保 洋之（天理よろづ相談所病院） 
   

O9-1 帯状疱疹が原因で SIADH と Elsberg 症候群が合併した糖尿病患者の 1 例 

北播磨総合医療センター 総合内科・老年内科 渡邉 力也 

O9-2 自家移植後の経過中に二次性副甲状腺機能低下症を呈した一例 

丸の内クリニック 内科、東京都健康長寿医療センター 老年病態研究チーム 

大村 卓也 
 

O9-3 ベイカー嚢胞と間質性肺炎から診断に至った高齢発症関節リウマチの一例 

大阪医科薬科大学病院 医療総合研修センター 髙田 直 

O9-4 誤嚥性肺炎との鑑別に苦慮した抗 PL-7 抗体陽性の間質性肺炎の 1 例 

市立奈良病院 研修医室 松村 英明 

O9-5 大腸癌を伴い，認知症，てんかんで発症した脳静脈洞血栓症の 1 例 

兵庫県立丹波医療センター 内科 加藤 歩 

O9-6 突然発症の超高度の横紋筋融解症を呈した１例 

公立神崎総合病院 内科 樫木 孝次 

 

 

口演１０【症例報告３】 15：55 ～ 16：55 

座長：島 幸宏（南和歌山医療センター 総合診療科・救命救急科） 

北村 大（堺市立総合医療センター 総合内科） 
   

O10-1 全身性強皮症患者に認めた持続性心室頻拍の一例 

生長会 府中病院 急病救急センター 山上 理央 

O10-2 食道癌小腸転移による穿孔性腹膜炎の 1 例 

兵庫県立丹波医療センター 内科 園田 育未 
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O10-3 無症候性高クレアチンキナーゼ（CK）血症例における筋スクリーニング 

MRI で見出された筋炎症候群の１例 

大阪医科薬科大学 地域総合医療科学寄附講座 島田 史生 

O10-4 アルコール性肝硬変および糖尿病を合併した患者において胸腔内に進展 

した前胸部膿瘍 

市立奈良病院 総合診療科 阿瀬 雅己 

O10-5 嚥下困難の鑑別に難渋した延髄外側症候群の一例 

洛和会丸太町病院 救急総合診療科 砂川 智佳 

O10-6 アミノ酸・糖・電解質・ビタミンキットの長期投与により Werniche 脳症 

を発症した 1 例 

兵庫県立丹波医療センター 内科 藤原 稜 

 

  


