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小林志津子, 小山

弘, 浅井

篤, 野口善令, 前野哲博, 福島

統, 山本和利, 小泉俊三, 新保卓郎：日

本の医学生が在学中に経験するアルコールハラスメントの現況. 第 17 回総合診療医学会（福岡）2 月，2009

前野貴美，三木明子，村井文江，佐藤菊枝，高屋敷明由美，安梅勅江，東野英利子，前野哲博：専門職連
携教育プログラムにおけるシナリオ映像化の試み. 第 41 回日本医学教育学会大会 (大阪)，7 月，2009

河村由吏可，高屋敷明由美，前野貴美，前野哲博：指導医講習会におけるカリキュラムプランニングにつ
いての全国調査. 第 41 回

日本医学教育学会大会 (大阪)，7 月，2009

瀬尾恵美子，前野哲博，小川良子，山田麻紀，松村

明： 医師・研修医・学生に対する子育て懇談会にお

ける意識調査．第 41 回日本医学教育学会大会 (大阪)，7 月，2009

中村明澄，堤

円香，高屋敷明由美，前野哲博，阪本直人，河村由吏可，栗原

宏，原

晃，大塚藤男： 筑

波大学地域ヘルスプロモーションプログラムの試み. 第 41 回日本医学教育学会大会 (大阪)，7 月，2009

片岡義裕，高屋敷明由美，前野哲博：医学生はクリニカルクラークシップにおいて自主的に取り組んでい
るか. 第 41 回日本医学教育学会大会 (大阪)，7 月，2009

鈴木將玄，菅ヶ谷純一，有田圭介，前野貴美，前野哲博：体重減少を主訴に総合診療科初診外来を受診し
た患者の分析. 2009 年プライマリ・ケア関連学会連合学術会議 (京都)，8 月，2009

中村明澄，堤

円香，阪本直人，前野哲博：医学生参加型の地域健康教育プログラムにおける地域住民の

評価. 2009 年プライマリ・ケア関連学会連合学術会議 (京都)，8 月，2009

堤

円香，中村明澄，阪本直人，皆川頼一，前野哲博：自治体と大学のタイアップによる地域健康教育の

試み. 2009 年プライマリ・ケア関連学会連合学術会議 (京都)，8 月，2009

小曽根早知子，鈴木將玄，前野貴美，石丸直人，菅ヶ谷純一，有田圭介，前野哲博：総合診療科外来初診
患者の年代別主訴の分布に関する考察 －日常診療において必要とされる診療能力とは？ 2009 年プライマ
リ・ケア関連学会連合学術会議 (京都)，8 月，2009

栗原

宏，河村由吏可，高木麻理子，前野貴美，前野哲博：地域医療実習のインパクト. 2009 年プライマ

リ・ケア関連学会連合学術会議 (京都)，8 月，2009

五十野博基, 高木

博, 端山幹大, 高屋敷明由美, 前野哲博：嚥下困難を来たした異物の症例.

茨城県救急医学会（水戸），9 月，2009

阿部智一, 塩崎弘憲, 石松伸一, 佐野常男, 張成虎, 長嶺育弘, 徳田安春: 2歳以下の頭部外傷の画像検
査と疫学的検討. 23回日本外傷学会（大阪），５月, 2009.

木下賢輔, 佐藤浩昭, 小林克誠, 角田義弥, 服部一哉, 松田洋祐, 山本昌良, 渋谷正俊, 錦健太, 千野裕
介, 曽根博仁, 小林裕幸, 渡辺重行, 佐藤匡美, 黒田裕久, 徳田安春 ：手根骨転移を来たした肺腺癌の一
例．第187回

茨城県内科学会（水戸）, 6月, 2009

津川浩一郎, 中村清吾, 秋山太, 岩田広治, 大野真司, 元村和由, 徳田安春, 芳賀駿介: センチネルリン
パ節生検の諸問題 高度医療評価制度のもとでの乳癌センチネルリンパ節生検に関する多施設共同臨床確
認試験の現況. 第17回日本乳癌学会総会（東京），７月, 2009

津川友介, 徳田安春, 大生定義, 大久保智也, Richard Cruess, 岡田定, 林田憲明: Professionalism
Mini-Evaluation Exerciseを用いた日本版プロフェッショナリズム評価ツールの開発. 第41回医学教育学
会（大阪），７月, 2009

中山雅博，田渕経司，大久保英樹，原

晃，野村正猛，村下秀和，米納昌恵，山口

崇：頭頸部感染性血

栓性静脈炎の 2 例. 第 110 回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会（東京）
，5 月，2009

中村和隆，吉村知倫，林健太郎，星野朝文，辻

茂希，田渕経司，大久保英樹，原

晃，鈴木謙介，関堂

充，中山雅博：側頭骨原発のユーイング肉腫/Primitive Neuroectodermal Tumor の 1 症例. 第 63 回日耳
鼻茨城県地方部会（水戸），6 月，2009

田渕経司，飛田忠道，辻

茂希，大久保英樹，和田哲郎，原

晃，高野晋吾，松村

明，大塚藤男：

当科を受診した聴神経腫瘍症例に占める神経線維腫症症例の検討. 第 18 回日本聴神経腫瘍研究会（東京），
6 月，2009

田渕経司，中山雅博，廣瀬由紀，林健太郎，大久保英樹，原

晃：側頭骨原発 Ewing 肉腫の 1 例. 第 71 回

耳鼻咽喉科臨床学会・学術講演会（旭川），7 月，2009

廣瀬由紀，田渕経司，大久保英樹，中山雅博，林健太郎，原

晃：耳下腺悪性神経内分泌腫瘍の 1 例. 第

71 回耳鼻咽喉科臨床学会・学術講演会（旭川），7 月，2009

中山雅博，田渕経司，大久保英樹，原

晃，待木健司：顔面骨骨折を契機に判明した血友病の 1 例. 第 71

回耳鼻咽喉科臨床学会・学術講演会（旭川），7 月，2009

和田哲郎，上前泊功，飛田忠道，辻

茂希，田渕経司，大久保英樹，原

晃：初回治療に一側性聴神経腫

瘍と診断された神経線維腫症の 2 症例. 第 19 回日本耳科学会総会・学術講演会（東京）
，10 月，2009

曽山浩明, 小林裕幸, 矢野秀和, 佐藤斗南, 山崎民大, 藤野啓一, 角誠二郎, 久貝信夫: 不明熱の精査に
て判明した MPO-ANCA 陽性血管炎 3 例の経験. 第 54 回防衛衛生学会（東京）
，1 月, 2009

芝容平, 藤野啓一, 山崎民大, 矢野秀和, 佐藤斗南, 小林裕幸, 角誠二郎, 久貝信夫, 柿原稔:臍部ワン
ポート腹腔鏡下虫垂切除術の試み. 第 54 回防衛衛生学会（東京），1 月,2009

矢野秀和, 藤野啓一, 山崎民大, 佐藤斗南, 小林裕幸, 角誠二郎, 久貝信夫: 鼠径ヘルニアに対する
ProLoop の使用経験. 第 54 回防衛衛生学会（東京）
，1 月, 2009

阿部信次郎, 角誠二郎, 佐藤斗南, 小林裕幸, 山崎民大, 藤野啓一, 久貝信夫: 受診後早期に診断可能で
あった粟粒結核の 2 例. 第 54 回防衛衛生学会（東京）
，1 月, 2009

中野友子, 小林裕幸, 矢野秀和, 佐藤斗南, 山崎民大, 藤野啓一, 角誠二郎, 久貝信夫: 急性の頸部痛、
四肢筋力低下を呈した高齢者における化膿性脊椎炎の 2 例. 第 54 回防衛衛生学会（東京）
，1 月, 2009

藤野啓一, 柿原稔, 山崎民大, 矢野秀和, 佐藤斗南, 小林裕幸, 角誠二郎, 久貝信夫, 野地敦樹: 急性虫
垂炎に対する腹腔鏡下虫垂切除術の工夫と医療経済的検討. 第 54 回防衛衛生学会（東京）
，1 月, 2009

小林裕幸, 佐藤斗南, 矢野秀和, 藤野啓一, 山崎民大, 角誠二郎, 久貝信夫:卒前臨床研修(クリニカルク
ラークシップ)における総合臨床部外来研修の評価と問題点. 第 41 回日本医学教育学会
（大阪）, 7 月, 2009

矢野秀和, 藤野啓一, 山崎民大, 佐藤斗南, 小林裕幸, 角誠二郎, 久貝信夫:医学生・研修医に対する動物
生体材料を用いた実践的縫合実習の試み. 第 41 回日本医学教育学会（大阪）, 7 月, 2009

木下賢輔, 渡辺重行, 山本昌良, 黒田裕久, 小林克誠, 角田義弥, 服部一哉, 松田洋祐, 小林裕幸, 徳田
安春: 細菌性髄膜炎の経過中に特発性冠動脈解離を発症した 1 例. 第 566 回日本内科学会関東地方会 （東
京），10 月, 2009

内藤久士, 柿木亮, 関根紀子, 小倉裕司, 小林裕幸: サルコペニアに対する ACTN3 およびストレスタンパ
ク質の関与に関する研究. 順天堂医学. 2009

矢野秀和, 藤野啓一, 山崎民大, 佐藤斗南, 小林裕幸, 久貝信夫, 曽根原亘:メッシュを用いた鼠径ヘル
ニア手術における予防的抗菌薬投与に関する無作為比較試験. 第 22 回日本外科感染症学会，12 月, 2009

小林裕幸, 松田秀雄, 阿部信次郎, 塚原優己, 喜多恒和: 妊娠中・産褥期のロピナビル・リトナビル
(LPV/r)錠の薬物動態の検討から妊娠後期に適切に投与量を調整できた一例. 第 23 回日本エイズ学会（名
古屋）, 11 月, 2009

松田洋祐, 籠橋克紀, 相澤哲史, 平谷太吾, 儘田直美, 秋山大樹, 木下賢輔, 小林裕幸, 徳田安春, 佐藤
浩昭: 気管支内腔にポリープ状病変を認めた肺腺癌の 1 例. 第 568 回日本内科学会関東地方会 （東京）, 12
月, 2009

馬場猛, 小林裕幸, 内藤久士, 川崎広明, 大森大二郎:心筋における血糖値制御に関わる新規ネットワーク
の探索. 第 82 回日本生化学（神戸）, 10 月, 2009

木澤義之，山本

亮，志真泰夫：緩和医療の均てん化と専門化に向けての取り組み. 第 47 回日本癌治療学

会（横浜），10 月，2009

木澤義之，山本

亮，橋爪隆弘，森田達也，志真泰夫：緩和医療と精神腫瘍学 我が国における緩和ケアの

教 育 の 現 状 （ Palliative medicine and psycho-oncology Current Perspectives on Palliative Care
Education in Japan）(英語) . 第 68 回日本癌学会総会 (横浜)，10 月，2009

木澤義之：教育セッション１６

がん治療 update

緩和医療

緩和医療の均てん化と専門化に向けての取

り組み. 第 47 回日本癌治療学会学術集会 (横浜)，10 月，2009

木澤義之：緩和ケアチームの基準と質の評価について
ジスト. 日本ホスピス緩和ケア協会

－ホスピス緩和ケアの連携の視点から－

シンポ

2009 年度年次大会 (広島)，7 月，2009

戸塚久美子，前野貴美，齊藤和美，谷内洋子，菅原歩美，穴迫唯衣，平沼ゆり，小野幸雄，内藤

隆志，

曽根博仁：耐糖能異常及び糖尿病発症予測因子としての脂肪肝、肝機能検査異常の意義の検討. 生活習慣
病学会 1 月，2009

戸塚久美子，前野貴美，児玉

暁，阿隅美保子，牧

美保，穴迫唯衣，伊部陽子，小野幸雄，内藤隆志，

曽根博仁：耐糖能異常および糖尿病発症における食習慣の意義に関する検討. 生活習慣病学会 , 1 月，2009

上野幸廣，菅ヶ谷純一，木澤晃代，内田里実，河野元嗣，阿竹茂，鈴木將玄，益子一樹，新井晶子，菊池
妙子：救命救急センターにおけるトリアージナースの育成とトリアージに対する事後検証. 第 12 回日本臨
床救急医学会総会・学術集会，6 月，2009

上野幸廣，河野元嗣，阿竹茂，鈴木將玄，小野瀬俊子，木澤晃代，益子一樹，新井晶子，菅ヶ谷純一：当
院 ER の２つの体制～救急総合診療部の存在と看護師によるトリアージの実施～. 第 37 回日本救急医学会
総会・学術集会，10 月，2009

林真理子，藤原和哉，山口

崇，鈴木將玄，星智也，仁科秀崇，野口祐一：Acinetobacter baumannii,

Streptococcus sanguis の合併感染による三尖弁感染性心内膜炎に腰椎椎体炎を合併した一例. 第 562 回
日本内科学会関東地方会，5 月，2009

宮崎貴寛，齊藤さやか，菅ヶ谷純一，村山友樹，永井友基，川島英恵，向山和彦，阿部克哉，林幹雄，津
田修治，市川卓生，山口

崇，廣瀬由美，鈴木將玄：低血糖を繰り返す肝細胞癌の一例. 第５回つくば研

修医学術集会，11 月，2009

江頭徹哉，齊藤さやか，田所貴弘，春成

学，中澤一弘，伊藤桜子，林

幹雄，廣瀬由美，菅ヶ谷純一，

鈴木將玄：リチウム中毒の一例. 第５回つくば研修医学術集会，11 月，2009

三浦紘世，鈴木將玄，田所貴弘，春成

学，大石律子，中澤一弘，伊藤桜子，林

幹雄，齊藤さやか，廣

瀬由美，菅ヶ谷純一：アルコール依存症に生じた酸塩基平衡障害、電解質異常に対して治療に難渋した症
例. 第５回つくば研修医学術集会，11 月，2009

原田英理子，廣瀬由美，菅野奈緒，阿部克哉，向山和彦，林

幹雄，津田修治，市川卓生，山口崇，齊藤

さやか，菅ヶ谷純一，鈴木將玄：尿閉を伴った非ヘルペス性の無菌性髄膜炎（Elsberg 症候群）の一例. 第
５回つくば研修医学術集会，11 月，2009

長岡広香，久永貴之：緩和医療科後期研修医・レジデントに対する教育プログラム～つくばでの実際～. 第
３３回日本死の臨床研究会（名古屋）, 11 月, 2009

高屋敷明由美：ＰＢＬテュートリアルの新たな可能性「Active Learner の育成を目指して～リアリティと
多様性を重要視したＰＢＬテュートリアル」. 第 41 回日本医学教育学会大会（大阪）, 7 月,2009

武田裕子，森尾邦正，大滝純司，高橋

都，甲斐一郎，稲福哲也，高屋敷明由美，安井浩樹：離島・へき

地勤務に関する医学部 4・6 年生の意識と属性. 第 41 回日本医学教育学会大会（大阪）, 7 月,2009

武田裕子，森尾邦正，大滝純司，高橋

都，甲斐一郎，稲福哲也，高屋敷明由美，安井浩樹：学生・研修

医が将来の診療科を選択する理由に男女差はあるか. 2009 年プライマリ・ケア関連学会連合学術会議 (京
都)，8 月，2009

木澤晃代，内田里実，上野幸廣，菅ヶ谷純一，小野瀬俊子：救急外来でのトリアージシステムの実際と今
後の課題，第 33 回茨城県救急医学会. 9 月，2009

河村由吏可：臨床研修指導医講習会の実態調査．第 17 回日本総合診療医学会学術集会（福岡）
， 2 月, 2009
年

栗原陽子,小金丸博,人見重美：筑波大学附属病院で HAART に使用した抗ウイルス薬の推移.
第 24 回茨城 HIV 研究会（茨城）, 10 月, 2009

木下賢輔：水戸協同病院・筑波大学附属病院水戸地域医療教育センターの取り組み．第
9回

MITO プライマリ・ケア研究会（水戸）, 9 月, 2009

斉藤さやか，向原圭，尾藤誠司：日本人医師と医薬情報担当者（MR）との関係：全国調査
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回医学教育学会（大阪）， 7 月, 2009

林真理子，青木

健，石井竜也，周藤真，木村洋輔，林

大輔，野末裕紀，齊藤久子，今井博則，市川邦

男：新型インフルエンザによる急性脳症の一例. 第５回つくば研修医学術集会，11 月，2009

本間祐子，齊藤久子，端山幹大，林

大輔，野末裕紀，今井博則，青木

健，市川邦男：高度の膀胱尿管

逆流症（VUR）と診断された乳児の２例. 第５回つくば研修医学術集会，11 月，2009

林

幹雄,永井

恵,海老原至,臼井丈一,山懸邦弘：ステロイド治療が奏効した混合型クリオグロブリン血

症による急速進行性糸球体腎炎の１例． 第 562 回 日本内科学会関東地方会（東京）
，5 月, 2009 年

益子一樹，田中由基子，下村治，新井晶子，上野幸廣，阿竹茂，河野元嗣：当院における蘇生的開胸術の
現状. 第 71 回日本臨床外科学会総会，11 月，2009

下村治，益子一樹，田中由基子，新井晶子，上野幸廣，阿竹茂，河野元嗣：左大量血胸を呈した横隔膜損
傷、脾損傷、心膜損傷の症例，第 33 回茨城県救急医学会，9/12，2009

田中由基子，新井晶子，河野元嗣，永藤元道，大和田洋平，五味渕智香，下村治，益子一樹，上野幸廣，
阿竹茂：TAE および手術治療にて止血した右胸壁刺創の１例，第 33 回茨城県救急医学会，9/12，2009

前田道宏，阿竹

茂，原

拓真，佐藤希美，佐藤哲哉，田中由基子，新井晶子，益子一樹，上野幸廣，河

野元嗣：海外搬送をおこなった膵癌再発による腸閉塞の一例. 第５回つくば研修医学術集会，11/28，2009

原

拓真，新井晶子，前田道宏，佐藤希美，佐藤哲哉，田中由基子，益子一樹，上野幸廣，阿竹茂，河野

元嗣：心室瘤術後の退院直前に非閉塞性腸管虚血症を発症した一例. 第５回つくば研修医学術集会，11/28，
2009

班研究報告
徳田安春，福井次矢，後藤英司，大滝純司，小俣富美雄，高橋理，大出幸子，石田也寸志，副島久美子：
医学部教育、臨床研修制度、専門研修を縦断するカリキュラムの作成と医師養成のあり方に関する研究
厚生労働科学研究費補助金, 3月2009

福井次矢，白川太郎，山下

仁，蒲原聖可，川嶋朗，徳田安春，高橋

理，大出

幸子，小俣富美雄：統

合医療の安全性と有効性に関する研究
厚生労働科学研究費補助金, 3月2009

新保卓郎，福井次矢，松井邦彦，徳田安春，高橋

理，福岡敏雄：ＥＢＭに基づいた健康診査の評価とガ

イドライン作成に関する研究
厚生労働科学研究費補助金, 3月2009

中村清吾，津川浩一郎，岩田広治，大野真司，元村和由，秋山太，徳田安春：臨床的腋窩リンパ節転移陰
性の原発性乳癌に対するセンチネルリンパ節生検の安全性に関する多施設共同臨床試験
厚生労働科学研究費補助金, 3月2009

喜多恒和，岩田みさ子，小林裕幸，佐久本薫，高野政志，田口彰則，中西美紗緒，松田秀雄，箕浦茂樹，金
子ゆかり, 平成 21 年度厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策研究事業）
「HIV 感染妊婦とその出生児の調

査・解析および診療・支援体制の整備に関する総合的研究」班:HIV 感染妊婦とその出生児に関するデータベ
ースの構築および HIV 感染妊婦の疫学的・臨床的情報解析
平成 21 年度 HIV 感染妊婦とその出生児の調査・解析および診療・支援体制の
整備に関する総合的研究報告書 p21-p55,2009

木澤義之：地域の緩和ケア標準化に関する研究
厚生労働科学研究費補助金（第 3 次対がん総合戦略研究事業）
緩和ケアプログラムのよる地域介入研究班
H20 年度

総括研究報告書 pp.5-7

木澤義之：地域に根ざしたがん医療システムの展開に関する研究
厚生労働科学研究費補助金

がん臨床研究事業

地域に根ざしたがん医療システムの展開に関する研究班
H20 年度総括・分担研究報告書, pp34-37

木澤義之：がん医療の均てん化に資する緩和医療に携わる医療従事者の育成に関する研究
厚生労働科学研究費補助金

がん臨床研究事業

がん医療の均てん化に資する緩和医療に携わる医療従事者の育成に関する研究班
H20 年度総括・分担研究報告書

pp1-22

講演・講義
前野哲博：症候診断の思考ロジック
プデート

in

鑑別診断

最初の 3 秒

－問診表でどこまでわかる？－. ＥＲアッ

東京ベイ 2009（浦安市），2 月，2009

前野哲博：医療者のメンタルヘルス. 国立保健医療科学院

医療安全管理概論（埼玉），2 月，2009

前野哲博：研修医のストレス. むつ総合病院講演会（青森），5 月，2009

前野哲博：研修病院における指導者のあり方. 南和歌山医療センター講演会（和歌山），6 月，2009

前野哲博：研修医のメンタルヘルスケア. 山梨研修医・指導医セミナー

(山梨)，7 月，2009

前野哲博：地域で活躍できる医師を養成するための臨床研修のあり方. 平成 21 年度指導医シンポジウム（つ
くば），9 月，2009

前野哲博：新研修制度における大学病院のあり方－研修医に選ばれる病院になるために－. 富山大学指導
医研修会（富山），9 月，2009

前野哲博：地域医療再生に向けて. 北茨城市立病院講演会（北茨城市）
，10 月，2009

前野哲博：地域が医師を育てる－医師不足解消法－. 第 20 回茨城医学会地域医療分科会シンポジウム（水
戸），11 月，2009

前野哲博：EBM とリスクマネジメント. 平成 21 年度弘前大学医学部

医療リスクマネジメント講義
（弘前），

11 月，2009

前野哲博：臨床現場における EBM の実践. 弘前生涯教育フォーラム（弘前）
，11 月，2009

前野哲博：新しい医学教育の実際・教育を通した地域医療貢献. 医学アカデミー講演会（東京都），12 月，
2009

前野哲博：「診療参加型臨床実習の実態と課題」. 医学教育振興財団「医学教育を考える会」（東京），12
月，2009

津田修治、宮澤麻子、高木

博、林

幹雄、伊藤桜子、前野哲博：症候診断へのアプローチ. 第 21 回学生

研修医のための家庭医療学夏期セミナー（群馬）, 8 月, 2009

前野哲博：講習会ディレクター・チーフタスクフォース.
平成 20 年度第 3 回茨城県指導医養成講習会（阿見）
，
1 月，2009
平成 20 年度第 4 回茨城県指導医養成講習会（つくば）
，3 月，2009
平成 21 年度第 1 回茨城県指導医養成講習会（つくば）
，7 月，2009
和歌山県医師臨床研修指導医講習会（和歌山市），
9 月，2009
平成 21 年度第 2 回茨城県指導医養成習会（水戸）
，
10 月，2009

徳田安春：ＣＯＰＤの身体診断. 横浜呼吸器同好会（横浜市），1月, 2009

徳田安春：バイタルサインからアセスメントできること. ＬＰＣ福岡セミナー（福岡市），2月,2009

徳田安春：臨床研究デザイン. 国立病院機構臨床研究セミナー（東京），2月, 2009

徳田安春：教育回診. 杏林大学呼吸器内科（東京），3月, 2009

徳田安春：バイタルサインでここまでわかる. 若手医師セミナー（東京），5月, 2009

徳田安春：バイタルサインでここまでわかる. 岡山大学臨床セミナー（岡山），6月, 2009

徳田安春：バイタルサインからアセスメントできること. ＬＰＣ砂防セミナー（東京），6月, 2009

徳田安春：呼吸器疾患の身体診断. 伊丹呼吸器同好会（伊丹市），6月, 2009

徳田安春：がんを疑うべき症候. 群星沖縄研修医セミナー（沖縄），6月, 2009

徳田安春：身体所見でここまでわかる. 若手医師セミナー（東京），6月, 2009

徳田安春：教育回診. 水戸済生会総合病院（水戸），7月, 2009

徳田安春：教育回診. 中部労災病院（愛知），7月, 2009

徳田安春：医療安全におけるエビデンス. 東北大学病院（仙台），7月, 2009

徳田安春：教育回診. 杏林大学呼吸器内科（東京），7月, 2009

徳田安春：教育回診. 大手町健和会病院（北九州），7月, 2009

徳田安春：スーパーレジデントの作り方. 琉球大学医学部同窓会総会（沖縄），8月, 2009

徳田安春：教育回診. 湘南鎌倉病院（大船），8月, 2009

徳田安春：教育回診. 市立堺病院（堺市），9月, 2009

徳田安春：浮腫へのアプローチ. 茨城県県北県央レジデントセミナー・水戸済生会病院（水戸），9月, 2009

徳田安春：教育回診. みさと健和会病院（埼玉），9月, 2009

徳田安春：スーパーレジデントの作り方. 茨城県指導医シンポジウム（つくば市），9月, 2009

徳田安春：感染症診療における身体診察. 日本感染症学会セミナー（東京），10月, 2009

徳田安春：がんを疑うべき症候. 医療技術セミナー（東京），10月, 2009

徳田安春：教育回診. 都立府中病院（東京），10月, 2009

徳田安春：バイタルサインでここまでわかる. 高萩協同病院臨床研究発表会（高萩），10月, 2009

徳田安春：健康と信頼：アジアバロメーター調査より. 東方学会（東京），11月, 2009

徳田安春：日本人におけるヘルスリテラシーとＱＯＬ. ヘルスリサーチフォーラム（東京），11月, 2009

徳田安春：アドバンスド身体診察法. 家庭医療学会秋季セミナー（大阪），11月, 2009

徳田安春：臨床研究デザイン. 旭中央病院臨床研究セミナー（千葉），11月, 2009

徳田安春：教育回診. 太田西ノ内病院（福島），11月, 2009

徳田安春：教育回診. 茨城県立中央病院（友部），12月, 2009

徳田安春：教育回診. 千葉西病院（千葉），12月, 2009

徳田安春：アドバンスド身体診察法. ＤＯＣＳ全国医学生の会（東京），12月, 2009

小林裕幸：HIV 診療 update. 水戸協同病院講演（水戸）, 4 月, 2009

小林裕幸： HIV 診療 update. 水戸協同病院講演（水戸）, 5 月, 2009

小林裕幸：総合診療科とは. JA さわやかモーニング（水戸）, 6 月, 2009

小林裕幸：気管支喘息 update. 水戸協同病院講演（水戸）, 6 月, 2009

小林裕幸：プライマリケアに必要な感染症. 防衛医大病院フライデーレクチャー講演（所沢）,6 月, 2009

小林裕幸：ケースカンファレンス. 総合医スキルアップセミナー講演（東京）,6 月,2009

小林裕幸：気管支喘息 update. 筑波メディカルセンター講演（つくば）, 7 月, 2009

小林裕幸：指導医養成講習会タスクフォース. 平成２１年度第一回茨城県指導医養成講習会（つくば）,
7 月, 2009

小林裕幸：家庭医とスポーツ医学. 家庭医療学会夏期セミナー講演（群馬）, 8 月, 2009

小林裕幸：日本で求められるジェネラリストとは. 島根大学平成２１年度若手医師ステップアップ研修会講
演（出雲）,8 月,2009

小林裕幸：PK/PD 理論に基づく薬剤治療の考え方. 水戸薬剤師会講演（水戸）, 9 月,2009

小林裕幸：指導医養成講習会チーフタスクフォース. 平成２１年度自衛隊中央病院指導医養成講習会（東
京）,9 月, 2009

小林裕幸：ドーピングについて. 日本自転車競技連盟ナショナルチーム講演（修善寺）,9 月,2009

小林裕幸：指導医養成講習会チーフタスクフォース.平成２１年度郡山指導医養成講習会（郡山）,10 月, 2009

小林裕幸：ケースカンファレンス. 筑波メディカルセンター講演（つくば）,11 月, 2009

小林裕幸：指導医養成講習会チーフタスクフォース. 平成２１年度島根大学指導医養成講習会（出雲）,
11 月, 2009

小林裕幸：第５回東アジア競技大会（香港）日本代表選手団ドクター. 第５回東アジア競技大会（香港）,
12 月, 2009

木澤義之：緩和ケアコンサルテーションチームの立ち上げとその実際. 第２回がん緩和ケアと支持療法研
究会（東京），2 月，2009

木澤義之：望ましい治療・療養とは？－緩和ケアの立場から－. 第 9 回癒しの環境研究会全国大会ランチ
ョンセミナー（土浦），2 月，2009

木澤義之：緩和医療における病診連携. 緩和医療学術講演会（茨城町）
，3 月，2009

木澤義之：「緩和ケアチームと地域医療緩和ケア」～地域で緩和ケアを実践するのにどうしたらよいか～.
富山県緩和ケアチーム実践セミナー（富山），3 月，2009

木澤義之：コミュニケーションロールプレイ・地域連携と治療・療養の場の選択. がん診療に携わる医師
に対する緩和ケア研修会（茨城），5 月，2009

木澤義之：医の倫理Ⅱ. H21 年度滋賀医科大学講義

医の倫理Ⅱ（滋賀），5 月，2009

木澤義之：緩和ケアチームの基準と質の評価について－ホスピス緩和ケアの連携の視点から－. 2009 年度
日本ホスピス緩和ｹｱ協会年次大会（広島）， 7 月，2009

木澤義之：緩和医療学 「効果的なコミュニケーション」. 平成 21 年度厚生労働省委託事業 「インターネ
ットを活用した専門医の育成等事業」（東京），8 月，2009

木澤義之：がん性疼痛の緩和に関する知識を学ぶ.「がん性疼痛の緩和をめざして」研修会（松本），8 月，
2009

木澤義之：
「緩和ケアチームと地域緩和ケア」．緩和ケア講演会（郡山），9 月，2009

木澤義之：緩和ケアの教育－最新の動向－. 第 68 回

木澤義之：地域でがんを診る. 第 5 回

日本癌学会学術総会（横浜）
，10 月，2009

「地域医療を考える会」TSUKUBA（つくば）
，10 月，2009

木澤義之：緩和ケア. 緩和ケア講演会（土浦），10 月，2009

木澤義之：がん治療 UPDATE

緩和医療. 第 47 回日本癌治療学会総会学術集会（横浜）
，10 月，2009

木澤義之：緩和医療. 日本癌治療学会総会学術集会教育セッション（横浜），10 月，2009

木澤義之：緩和チーム. 秋田県緩和チーム研究会（秋田），11 月，2009

木澤義之：「在宅医療概論」．平成 21 年度認定看護師教育課程訪問看護学科講義（東京）
，11 月，2009

木澤義之：
「緩和ケア普及のための教育」－院内・地域で緩和ケアを実践するために－. 緩和ケア講演会
緩和ケアの地域への普及～（神戸），12 月，2009

～

木澤義之：
「地域全体で取り組むホスピス・緩和ケア」. 日本財団寄附講義・千葉大学普遍教育 「いのち
を考える～医療の原点をみつめて～」（千葉），12 月，2009

木澤義之：ファシリテーター.
第 6 回日本緩和医療学会教育セミナー（東京）
，1 月，2009
日本緩和医療学会 PEACE プロジェクト緩和ケア指導者研修会

「緩和ケアの基本教育に関する指導者研修
会」（大阪），1 月，2009

平成 20 年度

第4回

がん診療連携拠点病院

緩和ケアチーム研修会（広島）
，1 月，2009

平成 20 年度がん医療に携わる医師に対するコミュニケーション技術研修会（福岡）
，1 月，2009
平成 20 年度緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会

(船橋)，2 月，2009
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