
プログラム

第 1 会場

■ 開会挨拶 9:20 〜 9:30

■ 特別シンポジウム（オンデマンド配信有）
地域はコロナ禍とどう向き合ったか？ 9:30 〜 11:10

座長：大阪大学大学院医学研究科老年・総合内科学　　中神　太志
菜の花診療所　　津村えりか

SS-1 フランスでの対応/職場でのクラスター
特別養護老人ホーム愛港園診療所 木戸　友幸

SS-2 COVID-19 のこれまでを連携を軸に振り返る
社会医療法人同仁会耳原総合病院救急総合診療科 大矢　　亮

SS-3 地域連携として行ったクラスター発生病院の支援について
大阪大学医学部附属病院　感染制御部 太田　悦子

SS-4 大阪府庁と保健所における新型コロナウイルス感染症対策
大阪府健康医療部 宮園　将哉

SS-5 コロナ自宅療養の在宅医療最前線～関西広域の最新情報～
よしき往診クリニック 守上　佳樹

■ 大会長講演　（オンデマンド配信有） 11:30 〜 12:00

座長：竹中医院　　竹中　裕昭

PL 明日を目指して今日を歩く
大阪医科薬科大学 地域総合医療科学寄附講座 鈴木　富雄

地域から輝け　総合診療の挑戦！
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■ ランチタイムセッション 1　（オンデマンド配信有） 12:20 〜 13:20

座長：なかいホームケアクリニック　　中井　昭宏

LS1 高齢者でよく見る皮膚疾患―皮脂欠乏性湿疹と帯状疱疹―
埼玉医科大学 皮膚科 常深祐一郎

共催：マルホ株式会社

■ 研修医・学生セッション　（オンデマンド配信有） 13:40 〜 15:10

TS ドクター G に挑戦 from 大阪
大阪医科薬科大学 地域総合医療科学寄附講座 鈴木　富雄

■ 特別講演 1　（オンデマンド配信有）
 COVID-19 Update 15:30 〜 17:10

座長：大阪医科薬科大学病院 感染対策室　　浮村　　聡
清恵会病院 循環器内科　　坂上　祐司

SP1-1 新型コロナウイルスに対する防御免疫とは
大阪大学免疫学フロンティア研究センター 宮坂　昌之

SP1-2 COVID-19 疫学的な見方、考え方
名古屋市立大学大学院医学研究科 公衆衛生学分野 鈴木　貞夫

SP1-3 新型コロナウイルス感染症の臨床
大阪大学大学院医学系研究科 感染制御学 忽那　賢志

■ 閉会式・表彰式 17:10 〜 17:20

日本プライマリ・ケア連合学会第 34 回近畿地方会
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第 2 会場

■ 適々斎塾　（オンデマンド配信有）
オニマツぶった斬り 〜コモンの方が深くて差が出るんだよ！〜 9:30 〜 12:00

座長：葛西医院　　小林　正宜
企画：いたがねファミリークリニック　　板金　　広（適々斎塾）

SWS オニマツぶった斬り　～コモンの方が深くて差が出るんだよ！～
医療法人社団 永生会 南多摩病院 國松　淳和

飯塚病院総合診療科 清田　雅智

洛和会丸太町病院 救急総合診療科 上田　剛士

国立病院機構栃木医療センター 内科 矢吹　　拓

大阪府立急性期・総合医療センター 大場雄一郎

島根大学 和足　孝之

総合病院国保旭中央病院 坂本　　壮

天理よろづ相談所病院 佐田　竜一

■ ランチタイムセッション 2　（オンデマンド配信無）
携帯型エコー 在宅活用術 〜医師・訪問看護師編〜 12:20 〜 13:20

座長：大津ファミリークリニック　　中山　明子

LS2-1 ポイントオブケア超音波で HOUSE のススメ
公益医療法人 豊田地域医療センター 総合診療科 上松　東宏

LS2-2 訪問看護師に広がるエコーの活用と効果～在宅における高齢者排泄ケアの現場より～
よどきり医療と介護のまちづくり株式会社　よどきり訪問看護ステーション

新関こずえ

共催：富士フィルムメディカル株式会社

地域から輝け　総合診療の挑戦！
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■ ワークショップ［事前申込制度］　（オンデマンド配信有）
アフターコロナのアクションプラン＠薬剤師 13:40 〜 15:10

座長：ベガファーマ株式会社くるみ薬局　　竹内あずさ

WS アフターコロナのアクションプラン@薬剤師
ベガファーマ株式会社　くるみ薬局 竹内あずさ

大阪医科薬科大学　地域総合医療科学寄附講座 三澤　美和

有限会社弘法薬局　あんず薬局知立店 鈴木　秀明

立命館大学薬学部 高橋　直子

奈良県立医大附属病院　臨床研究センター 鈴木　渉太

もみじヶ丘病院 辻本千代美

あけぼの薬局　千里丘駅前店 増田　恵亮
医療法人　大植会　葛城病院　医療安全管理室・室長（専従医療安全管理者）

宇梶　明起

■ シンポジウム 1　（オンデマンド配信有）
小児から成人へ 移行期医療の担い手としての総合診療医・家庭医 15:30 〜 17:10

座長：菜の花診療所　　山寺　慎一

S1-1
南條　浩輝

S1-2
荒木　三弥

S1-3

公益財団法人淀川勤労者厚生協会付属 西淀病院　　大島　民旗

ちょっとだけがんばればできる小児在宅医療
医療法人輝優会かがやきクリニック

移行期医療の特性　～総合診療医・家庭医に期待すること～
訪問看護ステーション　ジャストライフ

移行期医療への提言～保護者の立場から～
摂食嚥下紹介児　親の会　つばめの会　患者会員 角間　　彩

日本プライマリ・ケア連合学会第 34 回近畿地方会
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第 3 会場

■ 教育講演 1　（オンデマンド配信有）
しくじり症例から学ぶ！Difficult Patient 対応技法 9:30 〜 10:30

座長：神戸大学大学院 地域医療教育学部門　　岡山　雅信
北辰会 天の川病院 内科・循環器内科　　寺崎　由香

EL1 しくじり症例から学ぶ！Difficult Patient 対応技法
千葉大学医学部附属病院 総合診療科 鋪野　紀好

■ 教育講演 2　（オンデマンド配信有）
戦え緩和ケア 〜四の五の言わずに症状取ったらええねん〜 11:00 〜 12:00

座長：金井病院　　上月　　圭
尼崎医療生協病院　　中田　　均

EL2 戦え緩和ケア ～四の五の言わずに症状取ったらええねん～
みなとクリニック 岡村　知直

千葉在宅診療クリニック 岡本宗一郎

■ ランチタイムセッション 3　（オンデマンド配信有）
総合診療科におけるデジタル問診導入の効果 12:20 〜 13:20

LS3
湘南鎌倉総合病院 総合内科部長 西口　　翔

共催：株式会社プレシジョン

地域から輝け　総合診療の挑戦！
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■ 特別講演 2：セクシュアルヘルス委員会企画　（オンデマンド配信有）
多様なセクシュアリティを支援できるプライマリ・ケア医になるために 13:40 〜 15:10

座長：市立福知山市民病院　総合内科/研究研修センター　　川島　篤志
関西医科大学附属病院総合診療科　　西山　順滋

SP2 多様なセクシュアリティを支援できるプライマリ・ケア医になるために
市立福知山市民病院　総合内科/研究研修センター 川島　篤志

淀川キリスト教病院 産婦人科 柴田　綾子

河北ファミリークリニック南阿佐谷 山下　洋充

弘道会 なにわ生野病院　婦人科・総合診療科 森村　美奈

コメンテーター
株式会社なの花西日本 松木　　史

■ シンポジウム 2　（オンデマンド配信有）
大阪の地から健康格差を考える 15:30 〜 17:10

座長：葛西医院　　小林　正宜
西淀病院　　大谷　紗代

S2-1 課題最先端エリア大阪市・生野区のまちづくり
大阪市生野区役所 山口　照美

S2-2 地域で直面する健康格差～高齢者支援の立場から～
社会福祉法人萌健会　深江南地域総合相談窓口（ブランチ） 光成　信也

S2-3 社会経済的状況による医療受診への障壁～私たち医療従事者ができることは？～
大阪医科薬科大学研究支援センター医療統計室
京都大学大学院医学研究科　社会疫学分野
南丹市国民健康保険美山林健センター診療所 西岡　大輔

日本プライマリ・ケア連合学会第 34 回近畿地方会
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第 4 会場

■ 一般演題　口演 1：症例報告①　（オンデマンド配信有） 9:30 〜 10:30

座長：市立池田病院　　梶原　信之
大阪赤十字病院小児科・関西家庭医療学センター　　坂本　晴子

O-1-1 受診前の精神症状と 10 年前の肝障害を手掛かりにウィルソン病を疑った 1 例
公益社団法人京都保健会　上京診療所 山本　侑吾

O-1-2 心不全治療開始後に脊髄梗塞を発症した 1 例
兵庫県立丹波医療センター 内科 山本　大暉

O-1-3 吃逆の原因になっていたと考えられた Wernicke 脳症の一例
赤穂市民病院　内科・総合診療科 上田　康雅

O-1-4 胃全摘術 17 年後に亜急性連合性脊髄変性症を発症した 1 例
公立豊岡病院 高田　京加

O-1-5 ペンタミジン吸入後に気管支痙攣をきたし CO2 ナルコーシスに至った 1 例
兵庫県立丹波医療センター　内科 清水　健史

O-1-6 バルプロ酸ナトリウム徐放錠（VPA-R）を服用中に 2 児を妊娠・出産した事例
株式会社ぼうしや薬局　夢前店 福永　雅文

地域から輝け　総合診療の挑戦！
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■ 一般演題　口演 2：症例報告②　（オンデマンド配信有） 11:00 〜 12:00

座長：兵庫県立丹波医療センター　　合田　　建
西淀病院　　落合　甲太

O-2-1 腸腰筋膿瘍を内科的に治療し得た一例
医療法人社団洛和会丸太町病院救急総合診療科 羽賀　大貴

（オンデマンド配信無）

O-2-2 指炎から診断に至った一例
洛和会丸太町病院 黄　　俊大

O-2-3 進行大腸癌が侵入門戸と考えられた Lysteria monocytogenes 菌血症を呈した 1 例
兵庫県立丹波医療センター 内科 長谷川貴也

O-2-4 原因不明の肺炎として治療する中で気管支胆管瘻と診断に至った一例
耳原総合病院救急総合診療科
上川医療センター 重原　良平

O-2-5 脳梗塞を契機に診断した Cardiobacterium homini による感染性心内膜炎の 1 例
大阪医科薬科大学病院総合診療科 大平　貴久

日本プライマリ・ケア連合学会第 34 回近畿地方会
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■ 一般演題　口演 3：症例報告③　（オンデマンド配信有）
■  

13:40 〜 14:40

座長：益田診療所　　外山　　学
弓削メディカルクリニック　滋賀家庭医療学センター　　中村　琢弥

O-3-1 統合失調症を有する舌癌患者 3 例
北播磨総合医療センター歯科口腔外科 松添　雄大

O-3-2 非緩和ケア領域において、援助的コミュニケーションが有効であった 3 症例の報告
西淀病院　医局 豊川　勝久

O-3-3 新型コロナウイルス感染症の看取りにおいて直接面会及び
タブレット面会が実現した一例

奈良県立医科大学附属病院総合診療科 上谷　沙織

O-3-4 不登校児童本人の特性を親に理解してもらい親子関係にも働きかけ続けた一例
浅井東診療所 生田　奈央

O-3-5 骨転移を疑われた 2 例
大阪市立大学医学部附属病院 卒後臨床研修センター 植木　麻友

O-3-6 腹水穿刺に合併した腹腔内出血に対して Interventional Radiology で止血を得た一例
大阪医科薬科大学総合診療科 金築　佑樹

地域から輝け　総合診療の挑戦！
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■ 一般演題　口演 4：活動報告〜COVID-19 パンデミック関連
　　　　　　　　（オンデマンド配信有） 15:30 〜 16:30

座長：日本バプテスト病院　　来住　知美
市立奈良病院　　山口　恭一

O-4-1 診療所における新型コロナウイルス感染に伴う電話再診の推移
和歌山県立医科大学サテライト診療所本町 羽野　卓三

O-4-2 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）蔓延下での
姫路市医師会地域医療連携室の活動

一般社団法人姫路市医師会 地域医療連携室
（姫路市在宅医療・介護連携支援センター） 村井　政人

O-4-3 サービス付高齢者住宅介護現場における新型コロナウイルス（本 V）感染の影響
（医）星晶会老健伊丹ゆうあい定期巡回随時対応型訪問介護看護 小林　祐子

O-4-4 COVID-19 患者の医療従事者に対する健康管理の取り組み
大阪市立大学大学院医学研究科 総合医学教育学 並川　浩己

O-4-5 外来ステロイド治療を行った 34 名の COVID-19 患者のまとめ
社会医療法人同仁会耳原総合病院総合診療科 古川　智偉

O-4-6 地域主体のまちぐるみワクチン接種
―大阪市生野区の福祉会館巡回接種と職域合同接種―

一般社団法人いくのもり 中村　一仁

日本プライマリ・ケア連合学会第 34 回近畿地方会
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第 5 会場

■ 一般演題　口演 5：在宅医療・多職種連携・健康増進
　　　　　　　　（オンデマンド配信有） 9:30 〜 10:30

座長：たいしょう生協診療所　　小滝　和也
やまもとよりそいクリニック　　山本　安奈

O-5-1 がんに関する緩和ケア
木村内科クリニック 木村　　進

O-5-2 便潜血検査の実施状況　―性及び年齢との関係―
西淀病院
ファミリークリニックあい 鈴木　　新

O-5-3 神戸市医師会による長期臥床社実態調査報告
神戸市医師会 山口　高秀

O-5-4 外来通院透析患者の最後の願いを支えるための当院スタッフの対応
（医）星晶会　星優クリニック透析室 來田　俊子

O-5-5 在宅訪問における透析患者への添乗サービスおよび運転送迎の取り組み
（医）星晶会　星優クリニック訪問介護ステーション 大塚　和弘

O-5-6 健診異常者に対する調理教室での医師による栄養講義の実施の活動報告
兵庫県立丹波医療センター内科
丹波市ミルネ診療所 藤川萌恵美

地域から輝け　総合診療の挑戦！
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■ 一般演題　口演 6：活動報告〜その他　　（オンデマンド配信有） 11:00 〜 12:00

座長：青地うえだクリニック　　上田　夏貴
ファミリークリニックあい　　花房　徹郎

O-6-1 気候変動に対するプライマリケア医としての取り組み
医療生協こうせい駅前診療所 佐々木隆史

O-6-2 外来通院高齢患者への介護保険申請支援 ―生活アセスメントシートを用いて―
（医）星晶会　星優クリニック外来看護部 森永由美子

O-6-3 看多機の活用と効果
（医）星晶会　看護小規模多機能型居宅介護ホーム伊丹ゆうあい 井上多紀子

O-6-4 急性期病院歯科口腔外科における歯科衛生士の活動
―第 2 報―　口腔機能管理患者推移

北播磨総合医療センター　歯科口腔外科 橋本ともみ

O-6-5 地域包括ケア病棟入院中の患者に対して、効果的な口腔ケアの取り組みについて
公益財団法人淀川勤労者厚生協会　西淀病院　医局 野口　　愛

O-6-6 ニーズに応えニーズを創るコミュニケーションサービス
医療法人穂翔会村田病院　脳神経外科 中村　一仁

日本プライマリ・ケア連合学会第 34 回近畿地方会
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■ 一般演題　口演 7：研究・教育①　　（オンデマンド配信有） 13:40 〜 14:40

座長：京都保健会 上京診療所　　高木　幸夫
のざと診療所　　野口　　愛

O-7-1 血液コンタミネーション防止活動と、コンタミネーション率減少に対する
後ろ向き研究

社会医療法人愛仁会明石医療センター総合内科 大西　　潤

O-7-2 認知症の周辺症状の発生に関連する薬剤の調査研究
公益社団法人地域医療振興協会　湯沢町保健医療センター　地域家庭診療部

近藤　真未

O-7-3 COVID-19 感染前後での当院のインフルエンザ診療への影響
市立福知山市民病院総合内科 和田　恭宏

O-7-4 コロナ禍で実践したコミュニケーション実習
大阪市立大学　総合診療科／総合医学教育学 幕内安弥子

O-7-5 地域病院の発熱外来を受診する患者の特性と緊急事態宣言前後における変化について
たいしょう生協診療所 竹内　　崇

O-7-6 入院患者におけるポリファーマシー実態調査
並びに薬物有害事象関連因子についての検討

大阪大学老年・総合内科 濱家　千絵

地域から輝け　総合診療の挑戦！
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■ 一般演題　口演 8：研究・教育②　　（オンデマンド配信有）
■  

15:30 〜 16:30

座長：京都大学医学研究科医学教育・国際化推進センター　　森下真理子
日本生命病院　　橋本久仁彦

O-8-1 薬局におけるコミュニケーションツールとしての Tablet 端末の評価
株式会社パスカルシステム　パスカル薬局 横井　正之

O-8-2 エコーによるフィジカルアセスメントとエコー画像送信による連携の試み
東神戸病院　内科・訪問診療科 水間　美宏

O-8-3 高齢者のベンゾジアゼピン受容体作動薬からの離脱に及ぼす酸棗仁湯服用の影響
株式会社ぼうしや薬局　夢前店 北郷　悠子

O-8-4 強化型在宅療養支援診療所におけるポリファーマシーの現状について
一般財団法人淀川勤労者厚生協会　ファミリークリニックなごみ 坂部　千恵

O-8-5 高齢通院透析患者の透析前短時間通所リハビリ（デイケア）の効果
医療法人社団星晶会愛正透析クリニックリハビリ課 花房　康至

O-8-6 緩和ケア病棟入棟患者を対象とした予後予測の検討
日本赤十字社和歌山医療センター　消化器内科
同　緩和ケア内科
京都大学大学院医学研究科健康情報学 瀬田　剛史

日本プライマリ・ケア連合学会第 34 回近畿地方会
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