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療法. 今日の治療指針 2012

求められているのか：4,188 名が評価した緩和ケアセミ
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杉原有希、久永貴之 ：導入時の投与原則. 臨床医の
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併を認めた Bacteroides fragilis による椎体炎・椎間板
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説

前野哲博：日常診療のピットフォール

徳田安春：プライマリケア・マスターコース Dr.徳

主訴：55 歳、

男性。2 年前から続く両足の痛み．日経メディカル

田のバイタルサイン講座(2)バイタルサインとして

40（3）
：100-102，2011

の静脈圧：日本医事新報 (4541), 42-44, 2011

前野哲博：MUS へのアプローチ
前に．JIM

徳田安春：プライマリケア・マスターコース Dr.徳

精神科に紹介する

21（2）
：92-95，2011

田のバイタルサイン講座(3)脈拍の診断：日本医事新
報 (4545), 43-45, 2011

前野哲博：君と僕の当直明けの認知機能

極意を伝

授 2 らくらくできるレポート提出：83，2011

徳田安春：プライマリケア・マスターコース Dr.徳
田のバイタルサイン講座(4)バイタルの逆転と脈拍

前野哲博：必修化後の後期専門研修の動向

の異常：日本医事新報 (4549), 42-44, 2011

極意を

伝授 2 らくらくできるレポート提出：83，2011
徳田安春：プライマリケア・マスターコース Dr.徳
林幹雄，前野哲博：症状別副作用逆引き事典‐全身症

田のバイタルサイン講座(5)呼吸とその異常：日本医

状：発熱（薬剤熱），アナフィラキシー．医学書院，東京，

事新報 (4554), 41-43, 2011

JIM vol.21 no.5, 2011：346-347
徳田安春：プライマリケア・マスターコース Dr.徳
徳田安春：国立大学病院と民間病院が提携し地域医

田のバイタルサイン講座(6)体温とその調節：日本医

療支える研修医教育施設：医療タイムス (2032),

事新報 (4558), 42-44, 2011

27-29, 2011
徳田安春：プライマリケア・マスターコース Dr.徳
徳田安春：プライマリケア・マスターコース Dr.徳

田のバイタルサイン講座(7)意識障害とその評価：日

田のバイタルサイン講座(1)ショックの診断：日本医

本医事新報 (4562), 43-45, 2011

事新報 (4536), 44-46, 2011

－3－

徳田安春：プライマリケア・マスターコース Dr.徳

徳田安春：痙攣 (特集症候からみた診断ロジック)：

田のバイタルサイン講座(8)SpO2 とその評価：日本

治療 93(1), 23-28, 2011

医事新報 (4567), 44-47, 2011
小林裕幸:プライマリケア・マスターコース 疾患別
徳田安春：プライマリケア・マスターコース Dr.徳

投薬アプローチ もう困らない!患者指導 市中肺炎

田のバイタルサイン講座(9)糖尿病患者のバイタル

編. 日本医事新報 (4573), 41-45, 2011

サイン：日本医事新報 (4571), 43-45, 2011
大久保英樹，木澤義之，田渕経司，原晃：頭頸部が
徳田安春、宮城征四郎：COPD の臨床所見「特集

ん患者の疼痛緩和方法. 耳鼻臨床

COPD--生命予後の改善を目指して；COPD の病態

2011

104(2): 156-157,

と臨床的特徴」
：日本臨床 69(10), 1770-1774, 2011
木澤義之：ＷＨＯ方式がん疼痛治療法とその第２段
佐仲雅樹、光本篤史、徳田安春：薬剤師による臨床

階薬の役割－特にトラマドールの位置づけについて

診断--レッドフラッグシステムによるトリアージ：ク

－. 京 105: 1-4, 2011

リニカル・ファーマシスト 3(5), 492-496, 2011
木澤義之：ＰＥＡＣＥプロジェクトとは. Run & Up
7(1)通巻 25: 2-5, 2011

徳田安春：救急外来におけるバイタルサインの解釈
「特集高齢者救急診療；救急外来で留意すべきこ
と」
：救急医学 35(6), 635-640, 2011

木澤義之：あらかじめ、
「もしも・・・」のことにつ
いて話し合う－advance care planning. 緩和ケア
21(1): 4-5, 2011

徳田安春：診断力を強化する! 「症候からの内科診
療；確定診断を導く思考プロセスから治療方針ま
で」
：レジデントノ-ト 13(2), 191-453, 2011

木澤義之：がん対策基本法後の緩和ケア教育－ＰＥ
ＡＣＥプロジェクトの実践を通して. ホスピス緩和
ケア白書 2011: 19-23, 2011

水野篤、山口典宏、徳田安春：適切で役立つ診療録
を書けるようになろう (2 本立てなるほどわかった!
日常診療のズバリ基本講座 Part2)：レジデントノ-

木澤義之：進行・再発婦人科がんの治療と管理 10．

ト 13(1), 99-106, 2011

がん疼 痛のマネジメント . 産科と 婦人科

78(5):

587-591, 2011
水野篤、山口典宏、徳田安春：適切で役立つ診療録
を書けるようになろう (2 本立てなるほどわかった!

木澤義之：緩和ケアをどのように紹介し、どのよう

日常診療のズバリ基本講座 Part2)：レジデントノ-

に導入するか. Medicine 48(13): 2144-2147, 2011

ト 13(1), 99-106, 2011
木澤義之：やさしく学べる最新緩和医療 Q&A オピ
徳田安春：なるほどわかった! 日常診療のズバリ基

オイド②

本講座 Part2(第 38 回)わかりやすく伝えるインフォ

しく学べる最新緩和医療 Q&A」2(3): 490-494, 2011

モルヒネ

がん治療レクチャー

「やさ

ームド・コンセント--トラブル事例から学ぶコツ：レ
ジデントノ-ト 12(15), 2662-2667, 2011

木澤義之：がん診療と内科医の役割

プライマリケ

ア か ら 抗 が ん 剤 治 療 、 緩 和 ケ ア ま で . Medicina
徳田安春：脱水をどう診断する? (診断に直結する検

48(13): 2170-2181, 2011

査の選び方、活かし方--無意味な検査をなくし,的確
に患者の状態を見抜く!) -- (内科医に必要な検査の基

前野貴美：筑波大学における専門職連携教育プログ

本的読み方)：レジデントノ-ト 12(14), 2394-2398,

ラム ケア・コロキウム（チームワーク演習）―大学

2011

間連携により展開する素晴らしいチームワークへの
提案―
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医 学 教 育 学 会 ホ ー ム ペ ー ジ 教 育 実 践 の TIPS

16: 1-6, 2011

http://jsme.umin.ac.jp/：6 月，2011
久永貴之：嘔気嘔吐の症状緩和を目指して

新しい

鈴木將玄：
【病院総合医 免許皆伝】総論 大規模市中

ガイドラインが示すがんによる消化管閉塞の治療

病院における病院総合医 求められる臨床能力と役

ケアネット

2011.11

割．JIM 21(8): 634-637, 2011
浜野淳：介護保険サービスを活用した看取りの場の
久永貴之：解説 がん疼痛ガイドライン-現場で活き

選択「在宅療養支援診療所からみた介護保険との連

るわたしの工夫-

携」 緩和ケア 21(2), 2011

がん疼痛ガイドラインの分かり

やすい解説とマイルール 特定の原因による痛みの
治療

消化管閉塞の痛みをどう緩和するか? 緩和ケ

浜野淳 他：解説 がん疼痛ガイドライン～現場で活

ア 21(8 月増刊): 114-117, 2011

きるわたしの工夫 オピオイドの副作用対策 嘔気が
出 た ら ど う す る か ？ 緩 和 ケ ア 21(8 月 増 刊 ):
118-122, 2011

木内大佑, 下川美穂, 東健二郎, 久永貴之, 志真泰
夫:がん疼痛の薬物療法に関するガイドラインにつ
いて.日本薬剤師会雑誌 6(3): 275-280, 2011

浜野淳：在宅医療はじめの一歩 がん性疼痛. 日本医
事新報 (4542), 2011

峯岸忍, 吉田太郎, 久永貴之:緩和ケアにおけるリハ
ビリテーション専門職の役割 緩和ケアにおける理

五十野博基：総合医が求められる時─東日本大震災

学療法. 茨城県総合リハビリテーションケア学会誌

の経験から. JIM 21(8), 2011

著

書

徳田安春（編著）：ジェネラリスト診療が上手になる本

徳田安春：アセスメント力 を高 める！バ イタル サイン

(「ジェネラリスト・マスターズ」シリーズ 4) ：カイ書林、

(JJN スペシャル)：医学書院、2011

2011
徳田安春（編著）：診断力を強化する!症候からの内科診
廣瀬知人：胸やけ・嚥下困難・吃逆、徳田安春編、診断

療―確定診断を導く思考プロセスから治療方針まで：羊

力を強化する!症候からの内科診療 ―確定診断を導く

土社、2011

思考プロセスから治療方針まで、羊土社、東京、2011：
158-166

木澤義之，森田達也（編）：がん緩和ケア ガイドブック
日本医師会監修，青海社，東京： 2011

廣瀬知人：胸痛、徳田安春編、ジェネラリスト診療が上手
になる本、カイ書林、東京、2011：154-162

木澤義之：エビデンスで解決！ 緩和医療 ケースファ
イル森田達也，木澤義之，新城拓也編，南江堂，東京：

廣瀬知人：動悸、徳田安春編、ジェネラリスト診療が上手

16-24，29－37，51-55，75-89，126-129，134-147，

になる本、カイ書林、東京、2011：163-170

168-172，2011

廣瀬知人：胸やけ、徳田安春編、ジェネラリスト診療が上

長岡広香、木澤義之： 「口の渇き（口渇）に有効なの

手になる本、カイ書林、東京、2011：182-189

は？」,エビデンスで解決・緩和ケアケースファイル, 南
江堂, 東京, 2011

廣瀬知人：嘔気・嘔吐、徳田安春編、ジェネラリスト診療
前野貴美：日本の大学における取り組み例の紹介 筑波

が上手になる本、カイ書林、東京、2011：190-197
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大学 ケア・コロキウム(チームワーク演習) ― 大学間連

北岡美子、鈴木広道：経静脈栄養～TPN・PPN～.磯

携により展開する素晴らしいチームワークへの提案-

崎泰介編, 臨床医のための栄養療法の進め方ノート,

水本清久, 岡本牧人, 石井邦夫, 土本寛二編：インタ

羊土社, 東京, 2011：70-76

ープロフェッショナル・ヘルスケア 実践チーム医療論
実際と教育プログラム，医歯薬出版株式会社，東京：

鈴木広道：肝障害・その他～refeeding syndrome とビ

269-275，2011

タミン K 欠乏症～.磯崎泰介編, 臨床医のための栄養療
法の進め方ノート, 羊土社, 東京, 2011：107-109

浜野淳 他：エビデンスで解決！緩和医療ケースファ
イル, 南江堂, 東京, 2011

翻

訳

中澤一弘、津田修治、宮澤麻子、中村明澄、中安浩介、

Clifton : High-protein and low-glycaemic diets

荒牧まいえ、栗原宏、石丸直人、鈴木将玄、小林裕幸、

improve dietary compliance and maintenance of

前野哲博、「Evidence-Based Medicine 誌の日本語監

weight loss in overweight adults who have lost

訳」、ファイザー製薬、2011

weight on a low-calorie diet. Evid Based Med
16(4) : 112-113, 2011

鈴木將玄：『慢性進行性腎不全患者における透析の早
期開始は、尿毒症の症状・徴候の発現に合わせて晩期

鈴木將玄：『バレニクリンは、プラセボまたはブプロピオン

に開始する方法と比較し、死亡率の改善をもたらさな

と比較し、６ヶ月から１年の禁煙成功率を上昇させ、副作

い』Bruce Spinowitz : Early initiation of dialysis in

用として嘔気が最も多く報告された』Mehmet Sofuoglu,

patients with chronic progressive kidney failure

Dianne Duffey, Marc E Mooney : Varenicline

does not confer a mortality advantage when

increases smoking abstinence at 6 months to a

compared with an approach of

late initiation

year compared with placebo or bupropion; nausea

combined with appearance of symptoms or signs

is the most commonly reported adverse effect.

of uraemia. Evid Based Med 16(2) : 44-45, 2011

Evid Based Med 16(4) : 113-114, 2011

鈴木將玄：『膝または股関節の変形性関節症患者にお

宮 澤 麻 子 ： Christina Sjöstrand ： Migraine with

ける疼痛に対し、グルコサミンまたはコンドロイチンには

aura – indication of an increased risk of

臨床上重要な効果は認められないという大規模レビュー

hemorrhagic stroke in women (Women’s Health

の結果は不確かであり、おそらくそれは不均一性のため

Study) and increased risk of overall death in an

である』Olivier Bruyere : Large review finds no

Icelandic

clinically important effect of glucosamine or

Evidence-Based Medicine volume 16：number 2，

chondroitin on pain in people with osteoarthritis

April 2011

population(Reykjavik

Study)

．

of the knee or hip but results are questionable and
likely due to heterogeneity. Evid Based Med

宮 澤 麻 子 ： Ian

S

Fraser ： Hysterectomy,

16(2) : 52-53, 2011

endometrial destruction and the levonorgestrel
intrauterine system are all effective therapies for

鈴木將玄：『低カロリー食で減量した過剰体重の成人に

heavy menstrual bleeding; satisfaction rates are

おいて、高蛋白・低炭水化物食によって食事療法のコン

highest

プ ラ イ ア ン ス が 向 上 し 、 体 重 が 維 持 さ れ た 』 Peter

Medicine volume 16：number 2，April 2011
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after

hysterectomy ． Evidence-Based

学会発表
Naoto Ishimaru, Ayumi Takayashiki, Takami

Naito. Effects of Whey Peptide Ingestion after

Maeno, Tetsuhiro Maeno：

The impact of early

Resistance Exercise on mTOR Signaling in

exposure program on students'attitudes towards

Human Skeletal Muscle.American College of

rural practices Image Source Program: 18th

Sports Medicine 58th Annual Meeting and 2nd

Wonca Asia Pacific Regional Conference(Cebu

World Congress on Exercise is Medicine (Denver,

City，PHILIPPINES)，Feb. 21-23 2011

U.S.A.), Denver Convention Center 2011.5.31-6.4
Tohno,

Fumio Shaku ：Effect of Zen training to Quality

Tetsuhiro Maeno, Akira Hara:Effectiveness of the

of life among Japanese Zen monk trainees、28th

Interprofessional

the

the World Mental Health Congress of the World

University of Tsukuba Image Source Program:

Federation for Mental Health、Cape town,１０月１３

18th Wonca Asia Pascific Regional Conference

－１７日

Takami

Maeno,Tokie

Anme,

Education

Eriko

Program

of

(Cebu City，PHILIPPINES) , Feb. 23, 2011
横谷省治，長谷川依子，前野貴美，栗原 宏，林 幹雄，
Yurika

Kawamura 、 Ayumi

Tetsuhiro

Maeno 、 Takami

Takayashiki 、
Do

哲博:東日本大震災・原子力発電所事故に伴う避難所

community-based clerkships influence students’

における医療相談室の開設:第 2 回日本プライマリ・ケア

preference

連合学会学術大会（札幌市），7 月，2011

to

engage

in

Maeno ：

高屋敷明由美，阪本直人，石丸直人，山本由布，前野

community-based

practice? 、 WONCA Asia Pacific Conference 、
Cebu, 2011.02

栗原 宏，前野貴美，前野哲博，高屋敷明由美，小林

Shimizu T, Matsumoto K, Tokuda Y. Acute aortic

志津子，阿部倫子，阪本直人，横谷省治，大久保英樹:

dissection. Diagnostic error in medicine annual

医学部低学年と高学年において進路選択に影響を与

meeting, Chicago, 2011

える要因第 2 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会
（札幌市），7 月，2011

Takamasa Tsuzuki, Hiroyuki Kobayashi, Hisashi
Niato, Shizuo Katamoto.The effects of heat

高屋敷明由美，前野哲博，小林志津子，前野貴美，

treatment on AMPK activation in skeletal muscle

阿部倫子，阪本直人，横谷省治，大久保英樹:

in type 2 diabetic rats.Experimental Bioligy 2011

地域枠医学生の将来の進路希望の実態～非地域枠学

(Washington, U.S.A.), Washington Convention

生との比較第 2 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大

Center 2011.4.9-13

会（札幌市），7 月，2011

Takamasa Tsuzuki, Hiroyuki Kobayashi, Hisashi

石丸直人，前野貴美，鈴木將玄，前野哲博:倦怠感を訴

Niato, Shizuo Katamoto.The effects of heat

える外来受信者における睡眠時無呼吸症候群の有病

treatment on glucose tolerance in type 2 diabetic

率第 2 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会（札幌

rats American College of Sports Medicine 58th

市），7 月，2011

Annual Meeting and 2nd World Congress on
Exercise

is

Medicine

(Denver,

津田修治，高屋敷明由美，前野哲博:家庭医の研修に

U.S.A.),DenverConventionCenter 011.5.31-6.4

おけるリハビリテーション科ローテーションの報告と提案
第 2 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会（札幌市），

Ryo

Kakigi,

Hayao

Ozaki,

Susumu

7 月，2011

Miura,

Hiroyuki Kobayashi, Toshinori Yoshihara,Noriko
Ichinoseki-Sekine, Takamasa Tsuzuki, Hisashi

瀬尾恵美子，小川良子，小澤裕美子，前野哲博，松村
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明:初期・後期研修医に対するメディカル・クラークの導

木下賢輔、小林裕幸、徳田安春：急性期病院の外来診

入効果第 43 回日本医学教育学会大会（広島市），7 月，

療における腹部触診の有用性：日本プライマリ・ケア連

2011

合学会：2011 年７月

前野哲博，高屋敷明由美，小林志津子，前野貴美，阿

木下賢輔、細井崇弘、糸井覚、服部一哉、向山和彦、

部倫子，阪本直人，横谷省治，大久保英樹:地域枠医

宮澤麻子、金井貴夫、太田良雄、小林裕幸、徳田安春：

学生の入学動機と将来の進路選択に関する全国調査

東日本大震災で被災し一時病院機能を停止した当院

第 43 回日本医学教育学会大会（広島市），7 月，2011

の経験：日本プライマリ・ケア連合学会：2011 年７月

阪本直人，大久保英樹，横谷省治，前野哲博:

太田良雄 糸井覚 細井崇弘 服部一哉 木下賢輔

医学生から見た将来医師不足地域で勤務する際に求

金井貴夫 小林裕幸 徳田安春:急性期病院の外来診

められる環境第 43 回日本医学教育学会大会（広島市），

療における腹部触診の有用性第２回日本プライマリケア

7 月，2011

連合学会学術大会（札幌）2011.7.1-2

河村由吏可，高屋敷明由美，前野哲博，前野貴美

金井貴夫，小林裕幸:「精神疾患」として精神科に紹介さ

指導医講習会は、研修指導の現場に反映されるか？第

れてくる身体疾患症例の検討第２回日本プライマリケア

43 回日本医学教育学会大会（広島市），7 月，2011

連合学会学術大会（札幌）2011.7.1-2

石丸直人，高屋敷明由美，前野貴美，前野哲博，河村

飯谷宗弘、金井貴夫，今西真実子，湊谷亮，木下賢輔、

由吏可，小曽根早知子，中安浩介，福士元春:「在宅ケ

酒井俊介、外山昌弘、宜保英彦、藤原和哉、曽根博仁、

ア」チュートリアルを通して学生が学んだこと-質問紙の

錦健太、小林裕幸、徳田安春、渡辺重行：多臓器不全

SCAT による質的分析第 43 回日本医学教育学会大会

と横紋筋融解症をきたし、集学的治療によって救命し得

（広島市），7 月，2011

た劇症 1 型糖尿病の一例．第 3 回日本病院総合診療医
学会，東京，2011 年 9 月

横谷省治，阪本直人，大久保英樹，前野哲博：医学生
の地域医療実習と融合させた小中学校での喫煙防止

中村明宏、小林裕幸、中本英子、内藤久士、後藤佐多

教室の実施．第 2 回プライマリ･ケア連合学会学術大会，

良Ⅱ型糖尿病モデルラットの OLETF の糖尿病発症初

札幌，2011.7.3.

期におけるタンパク質のアセチル化:順天堂大学スポー
ツ健康医科学研究所報告会（東京）2011.7.1

前野貴美，高屋敷明由美，安梅勅江，浦山修，前野哲
博，小茂田昌代，原晃，大塚藤男、田沼靖一

都築孝允, 小林裕幸, 内藤久士:温熱処置が 2 型糖尿

大学間連携による専門職連携教育プログラムの教育効

病ラットの骨格筋における AMPK 活性化に及ぼす影響

果第 43 回日本医学教育学会大会（広島市），7 月，

第６６回日本体力医学会（山口）2011.9.16-18

2011
柿木亮、尾崎隼朗、小林裕幸、三浦晋、関根紀子、吉
木下賢輔、太田良雄、小林裕幸、徳田安春：内科系救

原利典、内藤久士:レジスタンス運動後のホエイペプチド

急における新しい卒後医学教育プログラムのケアの質

摂取がヒト骨格筋 mTOR シグナル伝達に及ぼす影響第

への影響：日本内科学会：2011 年４月

６６回日本体力医学会（山口）2011.9.16-18

吉岡泰夫、三浦純一、早野恵子、矢吹清人、吉山直樹、

金井貴夫,小林裕幸:「精神疾患」として精神科に紹介さ

本村和久、徳田安春、西崎祐史、西崎淳子、石崎雅人：

れてくる身体疾患症例の検討第２回日本プライマリケア

悪い知らせを伝える場面で効果的な医療ポライトネス・

連合学会学術大会（札幌）2011.7.1-2

ストラテジー：2011 年７月
金井貴夫，小林裕幸：精神症状を呈する身体疾患症例
の検討 ．第 2 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大

太田良雄、糸井覚、細井崇弘、服部一哉、金井貴夫、
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会，札幌，2011 年 7 月

診療科の役割〜ICPC-2 による入院患者統計より．第２
回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会（札幌），７月，
2011

吉田怜, 渡辺重行, 曽根博仁, 小林裕幸, 外山昌弘,
藤原和哉, 万本健生, 吉田和歌子, 中川義:当院にお
ける糖尿病及び生活習慣病治療の現状と展望〜運動

松島瑞穂，廣瀬知人，五十野博基，鈴木広道，鈴木將

療法部門設立を通じて〜第 6 回茨城心臓大血管リハビ

玄：確認試験陰性であったが再発した、インド発症腸チ

リテーション・運動生理研究会プログラム（水戸）

フスの一例．第７回つくば研修医学術集会（つくば），12

2011.11.24

月，2011

矢吹律子, 大関令奈, 長田明, 石津隆, 木澤義之, 久

西嶌暁生，鈴木広道，廣瀬由美，西田恵子，坂下麻衣，

永貴之, 志真泰夫：悪性腫瘍を合併した維持透析患者

中澤健介，鈴木將玄：足の創傷処置を希望して来院さ

の透析中止に関する意思決定の現状第 16 回日本緩和

れ、肺小細胞癌の診断に至った一例．第７回つくば研

医療学会学術大会 2011.06. 札幌

修医学術集会（つくば），12 月，2011

木澤義之:緩和医療の卒前教育の現状と今後の課題第

山田歩美，五十嵐淳，鈴木將玄：背部の電撃痛で発症

16 回 日本緩和医療学会学術大会（札幌市），7 月，

し、発熱が持続した症例．第４回県南レジデントセミナー

2011

（つくば），12 月，2011

長岡広香、桜井環、杉原有希、木澤義之： オピオイド

川上毅，鈴木広道，廣瀬由美，鈴木將玄：髄膜炎の合

の選択の際のチームアセスメントは妥当か？～オピオイ

併を認めた Bacteroides fragilis による椎体炎・椎間板

ドローテーションの現状からわかること～. 第１６回日本

炎・硬膜外膿瘍の一例．第 584 回日本内科学会関東地

緩和医療学会,札幌,7 月,2011

方会（東京），12 月,2011

木澤義之:苦痛緩和へ向けての新展開：疼痛管理と鎮

長岡広香、桜井環、杉原有希： 当院の血液内科患者

静治療第 49 回日本癌治療学会学術集会（名古屋市），

に対する緩和ケアチームの関わり. 第３４回日本死の臨

10 月，2011

床研究会,東京,11 月,2011

釋 文雄：プライマリ・ケアにおける心理・社会的アプロ

河村由吏可，浜野 淳，高屋敷明由美：多職種とのチー

ーチの提案.日本プライマリ・ケア連合学会、福岡、7 月

ム医療の工夫‐多職種デスカンファレンス．第 2 回日本

小野瀬恵理子，廣瀬美鈴，菅江則子，前野貴美:クリニ

プライマリ・ケア連合学会学術大会，札幌，2011 年 7 月

カル・クラークシップカリキュラムアンケートの実施支援を

金井貴夫：シンポジウムⅠ がん患者のうつ病：診断・症

とおして第 43 回日本医学教育学会大会（広島市），7 月，

状評価、薬物療法．がん患者の抑うつ気分を伴った適
応障害に薬物療法の適応はあるか．第 24 回サイコオン

2011

コロジー学会，埼玉，2011 年 9 月
稲田美紀，横谷省治：性教育が家庭医に及ぼす影響に
ついての考察．第 2 回プライマリ･ケア連合学会学術大

木内大佑, 久永貴之, 清澤源弘, 安堂真実, 下川美穂,

会，札幌，2011.7.3.

東健二郎, 志真泰夫：緩和ケア病棟における眼瞼痙攣
の「有病率」「リスク因子」「生活障害の程度」に関する検

林幹雄，横谷省治，長谷川依子，前野貴美，栗原宏，

討

高屋敷明由美，阪本直人，石丸直人，山本由布，前野

第 16 回日本緩和医療学会学術大会 2011.06. 札幌

哲博：東日本大震災・原子力発電所事故に伴う避難所
における医療相談室の開設．第 35 回茨城県救急医学

栗原陽子，人見重美，大石毅：つくば・土浦地区におけ

会，つくば，2011.9.10.

る ESBL 産生 P.mirabilis による菌血症の解析．第 60
回日本感染症学会東日本地方会学術集会 第 58 回日
本化学療法学会東日本支部総会 合同学会，山形，

小曽根早知子，鈴木將玄：三次救急病院における総合
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て前立腺癌の鑑別に難渋した 1 例. 第 213 回日本内科

2011 年 10 月

学会東海地方会, 三重, 2011
斉藤さやか、北村和也、向原圭．外来で根拠に基づい
た予防医療を実践する．第 6 回若手医師のための家庭

長谷川貴久，鈴木広道，齊藤一仁，西尾信一郎，渡邊

医療学冬季セミナー、東京．2011 年

卓哉, 杉山崇史, 清水貴子：髄膜炎の併発が懸念され
た咽後膿瘍を原発とした侵襲性肺炎球菌感染症の 1 例.

鈴木広道, 渡邊卓哉, 磯崎泰介, 高須光世, 荒谷浩一,

第 213 回日本内科学会東海地方会, 三重, 2011

櫻井隆之, 鳥居裕一, 中村秀範：急性期病院における
ＭＲＳＡ菌血症の背景と予後に関する検討. 第 108 回

岡田 聡，西尾信一郎，長谷川貴久，武地大維，齊藤

日本内科学会講演会, 東京, 2011

一仁，鈴木広道，末松三奈，渡邊卓哉, 清水進一, 大

鈴木広道, 名倉博史, 渡邊卓哉：静岡県西部急性期病

剖検にて胃癌腹膜播種を認めた 1 例. 第 214 回日本内

院における高齢者 Pneumococcal bacteremia 診療の

科学会東海地方会, 名古屋, 2011

月寛郎: 両側尿管閉塞による腎後性腎不全にて発症し

現状と課題について. 2011 年度日本老年医学会学術
集会, 東京, 2011

仲西慶太，長谷川貴久，武地大維，仲程真里，齊藤一
仁，鈴木広道，末松三奈，西尾信一郎，渡邊卓哉，清

鈴木広道, 渡邊卓哉, 中村典子, 倉田栄里, 清水貴子,

水貴子: 含糖酸化鉄の経静脈投与にて低リン血症、

笹川小百合, 磯崎泰介：若手医師の臨床栄養知識の経

FGF23 高値を認めた 1 症例. 第 213 回日本内科学会

年的変化と今後の栄養教育の課題について. 第 26 回

東海地方会, 三重, 2011

静脈経腸栄養学会, 名古屋, 2011
谷中里依子, 渥美位知, 本田勝亮, 安間有希, 大貫よ
姫野亜紀裕, 鈴木広道, 鈴木由美子, 川口宏, 中村秀

し子, 鈴木広道, 渡邊卓哉：抗菌薬使用量の標準化と

範, 磯崎泰介：剖検にて Salmonella ajiobo による多

カルバペネム系抗菌薬の適正使用を目的とした使用届

発肝嚢胞感染と診断し得た常染色体優性多発性嚢胞

出制の効果. 第 26 回日本環境感染学会総会, 横浜,

腎（ADPKD）の 1 例. 第 85 回日本感染症学会総会

2011

学術集会, 東京, 2011
髙木博、五十野博基、藤田恒夫：胃亜全摘術後に Ｗｅ
荒隆英, 鈴木広道, 武地大維, 清水貴子, 渡邊卓哉：

ｒｎｉｃｋｅ脳症を繰り返した１例．第 192 回茨城県内科学

人工血管置換術困難であり，保存的に救命し得た

会、水戸市、2011 年 6 月 18 日

Haemophilus influenzae による感染性腹部大動脈
瘤の 1 例. 第 85 回日本感染症学会総会学術集会,

川口裕太郎、山本詞子、髙木博、藤田恒夫：脊髄病変

東京, 2011

を 合 併 し た post reversible encephalopathy

浅香葉子, 鈴木広道, 中村秀範, 岡俊明：Bacillus

syndrome(PRES)の一例．日立市医師会夏期集談会、

cereus の感染性心内膜炎に対し保存的加療で軽快し

日立市、2011 年 8 月

た人工弁置換術後の 1 例. 第 85 回日本感染症学会
総会学術集会, 東京, 2011

佐々木翔一、山本詞子、髙木博、藤田恒夫：一過性脳
虚血発作の疑いで入院し、頚髄硬膜外血腫と診断した

石橋 嶺、鈴木広道、藤田周平、須山加奈恵、笹川小

一．第 193 回茨城県内科学会、水戸市、2011 年 10 月

百合、渡邉卓哉、磯崎泰介：呼吸不全・腸管粘膜障害

30 日

により栄養管理に苦慮したグリホサート液剤（ラウンドアッ
プ）中毒の一例. 第 14 回日本病態栄養学会年次学

五十野桃子, 広川理恵, 糸井覚, 大原元, 籠橋克紀,

術集会, 横浜, 2011

臺勇一, 栗島浩一, 佐藤浩昭：多発肺空洞転移病変を
呈した膵癌の 1 例，日本内科学会関東地方会 583 回
(2011.11)

藤田周平，鈴木広道，齊藤一仁，清水貴子，渡邊卓哉,
今井 伸, 工藤真哉：反復する細菌性前立腺炎によっ
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対応」、第 32 回日本肥満学会、兵庫、2011 年 9 月

河村 由吏可：シンポジウム大震災と慢性期のリスク：い
かに抑制するか？「震災の糖代謝への影響と慢性期の

班研究報告
吉岡泰夫、徳田安春、吉山直樹、相澤正夫、田中牧

国の HIV 感染妊娠と母子感染予防対策の現状「HIV

郎、宇佐美まゆみ、石崎雅人：ポライトネス理論の

感染妊婦とその出生児の調査・解析および診療・支

応用による医療コミュニケーション適切化のための

援体制の整備に関する総合的研究」

社会言語学的研究:

日本エイズ学会誌 13(4): 426, 2011

日本学術振興会科学研究費補助金, 2011
木澤義之：緩和医療に携わる医療従事者の育成に関
喜多恒和, 中西美紗緒, 箕浦茂樹, 松田秀雄, 高野政

する研究

志, 金子ゆかり, 瀬戸裕, 大井理恵, 小林裕幸, 佐久

厚生労働科学研究費補助金がん臨床研究事業

本薫, 石橋理子, 杉浦敦, 藤田綾, 吉野直人, 外川正

H22 年度総括・分担報告書 3-24，2011

生, 塚原優己, 戸谷良造, 稲葉憲之, 和田裕一：わが

講演・講義
前野哲博：医療者のメンタルヘルス、安全な臨床技

学医学部附属病院指導医講習会（東京都文京区），2

能教育. 平成 22 年度専門課程教育（国立保健医療科

月，2011

学院）（和光市），1 月，2011
前野哲博：現代医療・地域医療等の話題Ⅰ. いばら
前野哲博：研修のメンタルヘルスケアについて. 第 7

き版サイエンスハイスクール事業「医学部進学セミ

回全国労災病院臨床研修指導医講習会（川崎市），1

ナー」（水戸市），2 月，2011

月，2011
前野哲博：筑波大学の実習への取り組み紹介. シン
前野哲博：明日の医療を担う家庭医・かかりつけ医

ポジウム 2011「地域医療実習の実践～地域推薦枠医

M & HS Kick Off セミナー（東京都港区），1 月，

学生及び一般医学生への取り組み～」
（東京都港区），

2012

3 月，2011

前野哲博：ディレクター・チーフタスクフォース

前野哲博：筑波大学医学部における地域基盤型医療

平成 22 年度第 3 回茨城県指導医養成講習会

教育. 平成 22 年度奈良地域基盤型医療教育フォーラ

（阿見町)，2 月，2011

ム（橿原市），3 月，2011

平成 23 年度第 1 回茨城県指導医養成講習会
（つくば市），7 月，2011

前野哲博：臨床実習の現状と課題

医師臨床研修指導医講習会（和歌山市），2 月，2011

～診療参加型臨

床実習. 第 28 回日本医学会総会（東京都），4 月，
2011（東日本大震災のため WEB.上に掲載）

前野哲博：臨床研修における大学病院の役割. 自立
した専門医を育むオール北海道プラス１ 事業（札幌

前野哲博：新医師臨床研修制度、見直し前の評価. 第

市），2 月，2011

29 回臨床研修研究会（東京都千代田区），4 月，2011

前野哲博：研修医のうつ病について. 第 7 回東京大

弾

前野哲博：現場で使える１ 症候診断シリーズ
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症候診断・総論

第1

頭痛の診かた. 薬剤師生涯学

習講座（東京都渋谷区），5 月，2011

医学・歯学教育の改善・充実に関する調査研究 医学
チーム シンポジウム

前野哲博：現場で使える！

症候診断シリーズ

「参加型臨床実習をめぐっ

て」（東京都文京区），12 月，2011

第

2 弾 「風の診方Ⅰ、Ⅱ」. 薬剤師生涯学習講座（東
京都渋谷区），6 月，2011

徳田安春：教育回診
都立墨東病院（東京都）１月, 2011
第

水戸済生会病院（茨城県）２月, 2011

腹痛. 薬剤師生涯学習講座（東京都渋谷

都立多摩医療センター（東京都）３月, 2011

前野哲博：現場で使える！
3弾

動悸

症候診断シリーズ

茨城県立中央病院（茨城県）５月, 2011

区），7 月，2011

健和会大手町病院（山口県）５月, 2011
湘南鎌倉総合病院（神奈川県）７月, 2011

前野哲博，横谷省治：医師はどうやって病気を診断
するのか？

県立竜ヶ崎第一高等学校医学セミナー，

沖縄県立北部病院（沖縄県）７月, 2011
茨城県立中央病院（茨城県）９月, 2011

龍ヶ崎，2011 年 6 月

茨城県立中央病院（茨城県）１２月, 2011
前野哲博：シンポジウムⅠ

地域医療教育関連講座

の現状と今後の展望 筑波大学における地域医療教

徳田安春：バイタルサインからアセスメントできる

育システムの現状と課題. 第 2 回日本プライマリ・

こと. 城西国際大学（千葉県）１月、2011

ケア連合学会学術大会（札幌市），7 月，2011
徳田安春：総合診療医の養成. 沖縄県立中部病院（沖
前野哲博：ワークショップ 16 効果的な後期研修医

縄県）１月、2011

指導法. 第 2 回日本プライマリ・ケア連合学会学術
大会（札幌市），7 月，2011

徳田安春：アドバンスド臨床推論.琉球大学医学部附
属病院（沖縄県）１月、2011

前野哲博：症候診断の考え方
でわかる－. 東京逓信病院

－病歴だけでここま

第4回

臨床研修 4 病

徳田安春：アドバンスド・フィジカル診断.安佐市民

院合同セミナー（東京都千代田区）7 月，2011

病院（広島県）１月、2011

前野哲博：臨床推論のケーススタディ. 栃木県済生

徳田安春：患者コミュニケーション学のすすめ.ひた

会宇都宮病院 院内教育講演会（宇都宮市）9 月，2011

ちなか総合病院（茨城県）１月、2011

前野哲博: 地域医療の確立のために必要な医師・薬

徳田安春：教育回診・バイタルサインでここまでわ

剤師連携のあるべき姿 一般用医薬品の果たすべき

かる.常陸大宮済生会病院（茨城県）１月、2011

役割. 第 6 回一般用医薬品セルフメディケーション
シンポジウム（東京都千代田区），10 月，2011

徳田安春：バイタルサインでここまでわかる
茨城県看護協会（茨城県）２月、2011

前野哲博：大学教授による模擬授業. 茨城県立緑岡
高等学校

水戸協同病院（茨城県）４月、2011

大学教授による模擬授業（水戸市），10

月，2011

徳田安春：アドバンスド臨床推論.ER アップデート
（千葉県）２月、2011

前野哲博：筑波大学における地域医療教育の取り組
み

－地域で活躍する医師は地域で育てる－. 京都

徳田安春：アドバンスド・フィジカル診断.

府地域医療支援センター開設記念フォーラム（京都

神奈川総合診療研究会（友部）２月、2011

市），11 月，2011
徳田安春：研修医指導の実際.神戸大学医学部附属病
院指導医養成講習会（兵庫県）２月、2011

前野哲博：筑波大学における参加型臨床実習の実際.
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徳田安春：初めての初診.ジェネラルマインド医師養

徳田安春：バイタルサイン解釈のピットフォール

成セミナー（愛知県）２月、2011

LPC ナースセミナー（東京都）６月、2011

徳田安春：研修医オリエンテーションレクチャー

徳田安春：臨床研究デザイン

筑波大学附属病院（茨城県）３月、2011

旭中央病院（茨城県）６月、2011

徳田安春：研修医オリエンテーションレクチャー

徳田安春：アドバンスド臨床推論.筑波大学医学類ア

横須賀うわまち病院（神奈川県）３月、2011

ドバンスドコース（茨城県）６月、2011

徳田安春：フィジカルアセスメント・ワークショッ

徳田安春：教育回診・アドバンスド身体診察

プ（３回シリーズ）水戸協同病院（茨城県）４月、

手稲渓仁会病院（北海道）７月、2011

2011
徳田安春：論文の書き方・ワークショップ
徳田安春：浮腫の鑑別診断.ラジオ日経（東京都）４

プライマリ・ケア連合学会（北海道）７月、2011

月、2011
徳田安春：医師の問題行動・ワークショップ
プライマリ・ケア連合学会（北海道）７月、2011

徳田安春：アドバンスド・フィジカル診断
スキルアップセミナー（東京）４月、2011

徳田安春：バイタルサインでここまでわかる.
総合医スキルアップセミナー（東京都）７月、2011

徳田安春：アドバンスド身体診察.石巻赤十字病院
（宮城県）５月、2011

徳田安春：バイタルサインでここまでわかる
徳田安春：生活習慣病の要因、診断と治療

プライマリケア学会夏季セミナー（茨城県）８月、

クリエイト薬剤師セミナー（神奈川県）５月、2011

2011

徳田安春：バイタルサイン解釈のピットフォール

徳田安春：臨床研究統計解析の基礎.沖縄県立南部医

若手医師セミナー（東京都）５月、2011

療センター（沖縄県）８月、2011

徳田安春：臨床研究デザイン.筑波大総合診療グルー

徳田安春：アドバンスド臨床推論.琉球大学医学部

プ勉強会（茨城県）５月、2011

（沖縄県）８月、2011

徳田安春：アドバンスド・フィジカル診断

徳田安春：教育回診・レクチャー.川崎市多摩病院（神

総合医スキルアップセミナー（東京都）５月、2011

奈川県）８月、2011

徳田安春：教育回診・レクチャー.筑波メディカルセ

徳田安春：呼吸器疾患の身体所見.香川呼吸器セミナ

ンター病院（茨城県）６月、2011

ー（香川県）８月、2011

徳田安春：続アドバンスド身体診察.鹿児島生協病院

徳田安春：聴診のポイント.鹿嶋 GIM セミナー（茨

（鹿児島県）６月、2011

城県）８月、2011

徳田安春：教育回診・続アドバンスド身体診察

徳田安春：総合診療の救急.筑波大学附属病院（茨城

神戸大学附属病院（兵庫県）６月、2011

県）９月、2011

徳田安春：教育回診・レクチャー

徳田安春：臨床研究文献検索.筑波大総合診療グルー

済生会神奈川東部病院（神奈川県）６月、2011

プ勉強会（茨城県）９月、2011
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徳田安春：循環器疾患の身体所見.総合診療医学会

徳田安春：アドバンスド臨床推論

（東京都）９月、2011

白熱教室 IN 熊本（熊本県）１０月、2011

徳田安春：アドバンスド臨床推論.臨床推論チャレン

徳田安春：教育回診・レクチャー

ジカップ（茨城県）９月、2011

熊本日赤病院（熊本県）１０月、2011

徳田安春：総合内科のピットフォール.東京大学医学

徳田安春：バイタルサインのアセスメント

部附属病院（東京都）９月、2011

ナースのためのフィジカルアセスメント（神奈川県）
１０月、2011

徳田安春：アドバンスド臨床推論.大阪市立大学医学
部附属病院（大阪府）９月、2011

徳田安春：教育回診・レクチャー
聖マリアンナ医大病院（神奈川県）１１月、2011

徳田安春：プライマリケアのポイント.総合医スキル
アップセミナー（東京都）９月、2011

徳田安春：身体診察
福島 FACE（福島県）１１月、2011

徳田安春：教育回診・レクチャー.茅ヶ崎徳州会病院
（神奈川県）９月、2011

徳田安春：教育回診・レクチャー
水戸済生会病院（茨城県）１１月、2011

徳田安春：教育回診・レクチャー.筑波メディカルセ
ンター病院（茨城県）１０月、2011

徳田安春：総合診療医の養成
奈良県立医大（奈良県）１１月、2011

徳田安春：教育回診・レクチャー.湘南鎌倉総合病院
（神奈川県）１０月、2011

徳田安春：臨床研究データシートの作成
筑波大総合診療グループ勉強会（茨城県）１１月、
2011

徳田安春：バイタルサインのアセスメント.ナースの
ためのフィジカルアセスメント（大阪府）１０月、2011

徳田安春：アドバンスド身体診察.プライマリケアセ
ミナー（兵庫県）１１月、2011

徳田安春：生活習慣病の要因、診断と治療
クリエイト薬剤師セミナー（神奈川県）１０月、2011

徳田安春：水戸モデルについて.富山大学医学附属病
徳田安春：バイタルサインのアセスメント

院指導医養成講習会（富山県）１２月、2011

水戸看護師セミナー（茨城県）１０月、2011
徳田安春：臨床研究デザイン.旭中央病院（千葉県）
１２月、2011

徳田安春：バイタルサインのアセスメント
薬剤師セミナー（東京都）１０月、2011

徳田安春：教育回診・レクチャー.川崎市立多摩病院
徳田安春：教育回診・レクチャー

（神奈川県）１２月、2011

都立墨東病院（東京都）１０月、2011
木澤義之：日常の臨床疑問の解決

こんな症状で困

徳田安春：教育回診・レクチャー

っていませんか（しゃっくり・味覚障害）. 日本緩

坂総合病院（宮城県）１０月、2011

和医療学会

徳田安春：バイタルサインのアセスメント

木澤義之：在宅移行を視野に入れた緩和ケアの実際.

ナースのためのフィジカルアセスメント（東京都）

第 8 回東予癌性疼痛研究会（新居浜市），1 月，2011

１０月、2011
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教育セミナー（大阪市），1 月，2011

木澤義之：日本緩和医療学会 PEACE プロジェクト

木澤義之：緩和ケアにおけるアドバンス・ケア・プ

緩和ケア指導者研修会

ランニング. 緩和ケア Up-to-Date（旭川市），4 月，

講師.

第 12 回緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会

2011

（船橋市），1 月，2011
PEACE プロジェクト緩和ケア指導者研修会

木澤義之：医の倫理Ⅱ. Ｈ23 年度

（船橋市），2 月，2011

医の倫理

Ⅱ

滋賀医科大学医学科講義（大津市），5 月，2010

PEACE プロジェクト緩和ケア指導者研修会
木澤義之：平成 23 年度緩和ケアの基本教育のための

（大阪市），12 月，2011

都道府県指導者研修会
木澤義之：第 3 回 PEACE 指導者フォーラム

講師.

講師. 平成 23 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

第 3 回 PEACE 指導者フォーラム（東京都品川区），

（船橋市），5 月，2011

2 月，2011
木澤義之：緩和困難な苦痛に対する鎮静

－ガイド

木澤義之：がん診療連携拠点病院緩和ケアチーム研

ラインに基づいてー. 第 13 回がん性疼痛緩和研究会

修会

（横浜市），5 月，2011

講師.

平成 22 年度 第 2 回 がん診療連携拠点病院緩和ケ
アチーム研修会（東京都中央区），2 月，2011

木澤義之：緩和困難な苦痛・苦悩に対処する～日常
臨床の経験から～. 第 11 回明日の緩和医療を考える

がん診療連携拠点病院緩和ケアチーム基礎研修会
（東京都中央区），10 月，2011

会（大阪市），6 月，2011

木澤義之：緩和ケアの提供体制の現状と今後の展望

木澤義之：がん医療・緩和ケア概論. 看護部認定「が

－英国・カナダ・日本の交流－. ホスピス国際ワー

ん看護コース」（つくば市），7 月，2011

クショップ(神奈川県中井町)，2 月，2011
木澤義之：茨城県緩和ケア研修会講師. 茨城県緩和
木澤義之：WHO 方式がん疼痛治療法について. がん

ケア研修会（土浦市），7 月，2011

疼痛緩和と医療用麻薬の適正使用推進のための講習
木澤義之：がん疼痛の評価と治療. 平成 23 年度がん

会(宇都宮市)，2 月，2011

看護研修会（松本市），8 月，2011
木澤義之：緩和医療学のめざすもの. 第 3 回医学生・
研修医・若手医師のための緩和ケアセミナー（東京

木澤義之：PEACE プロジェクト PEACE 指導者フ

都品川区），3 月，2011

ォローアップ研修会

講師. 日本緩和医療学会

PEACE プロジェクト PEACE 指導者フォローアッ
プ研修会（東京都東中野），8 月，2011

木澤義之：がん診療に携わる医師に対する緩和ケア
研究会の指導者研修会に対する講師およびグループ
ワークのファシリテーター. 日本緩和医療学会

木澤義之：地域における大学病院の役割. 看護エキ

PEACE プロジェクト緩和ケア指導者研修会（府中

スパート研修「地域連携」（つくば市），8 月，2011

市），3 月，2011

木澤義之：患者の意向を尊重した終末期医療の在り
方

ミナー（神奈川県），9 月，2011

木澤義之：アドバンス・ケア・プランニング. 緩和
ケア研修会

－意思決定のプロセスを支えるー. ホスピスセ

フォローアップ in 伊勢志摩（志摩市），

4 月，2011

木澤義之：がん医療従事者に携わる疼痛医療緩和の
ためのスキルアップセミナー第 1 回. 茨城県医師会
e ラーニング（つくば市），9 月，2011

木澤義之：緩和ケア. 緩和ケア勉強会（土浦市），4
月，2011

木澤義之：浅い鎮静
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間欠的鎮静とその要件. 苦痛

緩和へむけての新展開：疼痛管理と鎮静治療（名古

高屋敷明由美，前野貴美：ワークショップ 1

屋市），10 月，2011

を通して学ぶ職種間連携. 第 40 回医学教育セミナー

PBL

とワークショップ（岐阜市）：5 月，2011
木澤義之：がん性疼痛緩和におけるトラマドールの
役割. 第 49 回日本癌治療学会学術集会ランチョンセ

前野貴美： 茗溪学園高等学校職業観セミナー 医学

ミナー（名古屋市），10 月，2011

に興味のある皆さんへ. 平成 23 年度茗渓学園高等学
校第 1 学年 職業観セミナー（つくば市）, 9 月，2011

木澤義之：治療とケアのゴールについて話し合う：
がん医療における意思決定と合意の難しさ. がん医

前野貴美：医学に興味のある皆さんへ-医学類での教

療セミナー（つくば市），10 月，2011

育概要-. 茨城県立緑岡高等学校 大学模擬授業：10
月，2011

木澤義之：がん緩和ケアにおける地域連携について
前野貴美：症状への対応-1 頭痛. 筑波大学附属病院

山形緩和医療 Ｍeeting（山形市），10 月，2011

レジデントレクチャー： 11 月，2011
木澤義之：ファシリテーター.
Ｈ23 年度

がん診療連携拠点病院

緩和ケアチー

前野貴美：筑波大学医学類における専門職連携教

ム基礎研修会（東京都中央区），10 月，2011

育・地域医療教育プログラム. 平成 23 年度鹿児島大

Ｈ23 年度 がん診療連携拠点病院

学桜ヶ丘地区 FD 委員会合同企画 FD 講演会, 12 月，

緩和ケアチー

2011

ム基礎研修会（東京都中央区），12 月，2011
木澤義之：がん疼痛の評価と治療. ＭＲ研修会（土

横谷省治：タバコの話し．神栖市ヘルスプロモーシ

浦市），11 月，2011

ョン事業 喫煙予防教室，
波崎第三中学校，神栖，2011 年 1 月

木澤義之：オピオイド鎮痛薬の選択とその使用の実

太田小学校，神栖，2011 年 1 月

際. Cancer Pain Management Workshop 2011（京

波崎西小学校，神栖，2011 年 2 月
神栖第三中学校，神栖，2011 年 9 月

都市），11 月，2011

太田小学校，神栖，2011 年 10 月
波崎第二中学校，神栖，2011 年 11 月

木澤義之：現任者教育の在り方. 2011 年度ソーシャ
ルワーカーのスキルアップを目指す実践セミナー

神栖第一中学校，神栖，2011 年 12 月

（静岡市），12 月，2011

須田小学校，神栖，2011 年 1 月
深芝小学校，神栖，2011 年 1 月

木澤義之：緩和医療における医薬. 社内教育研修ア

横瀬小学校，神栖，2011 年 1 月

ジェンダ（つくば市），12 月，2011

波崎西小学校，神栖，2011 年 2 月

釋

文雄、プライマリ・ケアにおける「心のケア」、

中部プライマリ・ケア研究会、名古屋、3 月，2011

稲田美紀，横谷省治：家庭医による性教育～避妊・
性感染症予防を中心に．
筑波メディカルセンター病院勉強会，つくば，

釋

2011 年 1 月

文雄、茨城県笠間市教育研究会現職教育部夏季

第 2 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会，

講演会・研修会、水戸、８月，2011

札幌，2011 年 7 月
釋

第 23 回学生・研修医のための家庭医療学夏期

文雄、茨城県市町村保健師連絡協議会、笠間、

セミナー，つくば，2011 年 8 月

９月，2011

レジデンシー･東京 レジデントセミナー，東京，
2011 年 10 月

前野貴美：タスクフォース. 平成 22 年度茨城県指導
医養成講習会：2 月，2011
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横谷省治：タスクフォース．日本プライマリ・ケア

長岡広香：ファシリテーター. 茨城県緩和ケア研修会,

連合学会第 2 回指導医養成講習会，東京，2011 年 2 月

筑波大学附属病院,6 月,2011
筑波メデイカルセンター病院,7 月,2011

横谷省治：医者は理系か文系か 医療の中のサイエン

友愛記念病院,9 月,2011

スとアート．平成 23 年度 医学部進学希望者のため

水戸赤十字病院,12 月,2011

の高校生医学セミナー 筑波大学医学群医学類オー
プンキャンパスツアー，つくば，2011 年 7 月

長岡広香：ファシリテーター. PEACE 指導者研修会,
船橋,2 月,2012

横谷省治：タスクフォース．効果的な後期研修医指
導法．第 2 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大

長岡広香：ファシリテーター. PEACE 指導者フォロ

会教育ワークショップ（指導医養成講習会），札幌，

ーアップ研修会,東京,1 月,2011

2011 年 7 月
長岡広香、木澤義之：ファシリテーター.第６回地域
横谷省治：タスクフォース．平成 23 年度第 1 回茨城

医療従事者との緩和ケアカンファレンス「化学療法中

県指導医養成講習会，つくば，2011 年 7 月

の患者ケア」,筑波大学附属病院,10 月,2011

横谷省治：タスクフォース．指導医養成講習会～効

長岡広香、木澤義之: ファシリテーター.第７回地域

果的なポートフォリオで研修を魅力的に．第 2 回日

医療従事者との緩和ケアカンファレンス「がん患者の

本プライマリ・ケア連合学会秋季生涯教育セミナー，

口腔のケア」,筑波大学附属病院,3 月,2012

東京，2011 年 10 月
入江佳子、馬場玲子、長岡広香：リンパ浮腫予防ケ
ア.Cancer Week 2011,筑波大学附属病院, 10 月,2011

横谷省治：タスクフォース．指導医養成講習会～さ
らに家庭医療の研修にするために～．第 3 回日本プ
ライマリ・ケア連合学会秋季生涯教育セミナー，大

入江佳子、長岡広香：抗がん剤の副作用とその対策.

阪，2011 年 11 月

Cancer Week 2011,筑波大学附属病院, 10 月,2011

鈴木將玄：タスクフォース.平成 22 年度第３回茨城

金井貴夫：不定愁訴（MUS）に対する診断・治療・

県指導医養成講習会（阿見）
，２月，2011

マネージメントの能力向上講、第 6 回若手医師のた
めの家庭医療学冬期セミナー．東京，2011 年 2 月

鈴木將玄：タスクフォース.第 23 回家庭医療学夏期
セミナー（つくば）
「高齢者医療〜予防、介護、在宅、

杉原桂，金井貴夫：若手医師のための NLP ワークシ

リハ、緩和のアプローチ」,８月，2011

ョップ．第 6 回若手医師のための家庭医療学冬期セ
ミナー，東京，2011 年 2 月

鈴木將玄：座長.第３回県南レジデントセミナー（つ
くば）
，６月，2011

金井貴夫：プライマリケアにおけるうつ診療．水戸
協同病院，2011 年 6 月

鈴木將玄：座長.第４回県南レジデントセミナー（つ
くば）
，12 月，2011

金井貴夫：緩和ケア概論．東京女子医大病院緩和ケ
ア研修会，新宿，2011 年 6 月 25－26 日

鈴木將玄：DPP-4 阻害薬がもたらす糖尿病治療の変
化．武田薬品工業社外講師研修会，つくば,７月，2011

金井貴夫：認知症について．水戸協同病院，2011 年
6月

鈴木將玄：インシデントレポートの重要性について
考える．筑波メディカルセンター病院研修医勉強会，

金井貴夫：緩和ケア疼痛レクチャ．水戸協同病院，

つくば，12 月，2011

2011 年 7 月
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金井貴夫：鑑別診断～臨床推論～．水戸医学生セミ

久永貴之：増えてきたオピオイド鎮痛薬の選び方

ナー，水戸，2011 年 8 月

緩和・疼痛管理研究会の件

金井貴夫：コミュニケーション．山形大学医学部付

2011.9 山梨大学

阪本直人：メタボリックシンドローム撃退教室

属病院緩和研修会，山形，2011 年 8 月

職員向け健康教室

花王鹿島工場（神栖市），
2011 年 1 月

金井貴夫：事例を通して考える！患者とのコミュニ

2011 年 1 月

ケーション．水戸協同病院主催がん認定看護師研修

2011 年 2 月

会，水戸，2011 年 9 月

2011 年 2 月
2011 年 3 月

金井貴夫：病態生理学的診断アプローチ．第 7 回茨

2011 年 10 月

城県央県北レジデントセミナー～鑑別道場～，水戸，

2011 年 11 月

2011 年 9 月

2011 年 12 月

金井貴夫：せん妄．水戸協同病院，2011 年 11 月

阪本直人：たばこ教室（喫煙予防教育）
，神栖ヘルス
プロモーション事業
太田小学校，神栖市，2011 年 1 月

金井貴夫：睡眠障害と身体疾患．ドクター・アカデ
ミー収録，2011 年 11 月

波崎第 3 中学校，神栖市，2011 年 1 月

金井貴夫：プライマリケアにおけるうつ診療．水戸

神栖第 3 中学校，神栖市，2011 年 9 月

波崎西小学校，神栖市，2011 年 2 月
柳川小学校，神栖市，2011 年 10 月

協同病院，2011 年 12 月

太田小学校，神栖市，2011 年 10 月
軽野小学校，神栖市，2011 年 11 月

荒牧まいえ：在宅における感染症診療．日本医師会

波崎第 1 中学校，神栖市，2011 年 11 月

生涯教育セミナー, 水戸, 2011 年
久永

土合小学校，神栖市，2011 年 11 月

貴之：ファシリテーター，PEACE 茨城県緩和

波崎第 2 中学校，神栖市，2011 年 11 月
波崎第 3 中学校，神栖市，2011 年 12 月
波崎第 4 中学校，神栖市，2011 年 12 月

ケア研修会,2011.6.4, 筑波大学付属病院

神栖第 1 中学校，神栖市，2011 年 12 月
久永

貴之：企画責任者，ファシリテーター，

PEACE 茨城県緩和ケア研修会,2011,7.9,10 筑波

阪本直人：いきいき健康講座

高血圧編～,

神栖市保健センター，神栖市，2011 年 2 月

メディカルセンター病院

神栖市保健センター，神栖市，2011 年 2 月
久永

貴之：ファシリテーター，地域緩和ケア研修
阪本直人：食育教室

会,2011.9.25, 大阪
2011.10.1, 東海大学付属病院

今鹿島小学校，つくば市，2011
前野小学校，つくば市，2011

久永貴之：ワークショップ演者

up to date 消化器症状(嘔気・嘔吐)

制吐薬の選

択にはどのようなエビデンスがあるのか

第 16 回

日本緩和医療学会学術大会 2011.06. 札幌

阪本直人 ： 第 3 部パネルディスカッション「日本
の医療 これから 30 年」～地域医療の現場から～，
松下政経塾

久永貴之：オピオイド製剤の中でのフェンタニルの
位置づけ

東小学校，つくば市，2011

症状マネジメント

ヤンセンファーマ社内勉強会 2011.04

つくば
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医療フォーラム（高橋宏和氏 松下政経

塾 29 期卒塾フォーラム）、東京都，2011 年 1 月
阪本直人 ： 健康科学の実践⑤：家庭医の役割，

第 23 回家庭医療学夏期セミナー，つくば，8 月,2011

順天堂大学スポーツ健康科学部 健康科学概論，千
葉県，2011 年 7 月

林幹雄，中澤一弘，廣瀬知人：プライマリケア救急
阪本直人 ：
「知って得する！糖尿病の真実」～知っ

初療，第 3 回茨城県南レジデントセミナー ，つくば，

ているようで知らない糖尿病について知ろう～，健

2011 年 6 月

康づくり講演会（神栖市・鹿島医師会），神栖市，
2011 年 12 月

宮澤麻子：働く人のメンタルヘルス，教職員向け健
康講話，里美高校，2011 年 2 月

斉藤さやか：「製薬企業と医師との適切な関係とは‐
利益相反を理解する‐」MRの交際費規制強化&透明化

宮澤麻子：今どきのキズの治しかた，豊島 5.6 丁目

と今後の活動を考えるセミナー、東京、2011年10月

班会総会，2011 年 4 月

浜野 淳：「ニーズからはじめる地域医療」. 手稲渓
人会病院

かんわケア勉強会

宮澤麻子：プレゼンテーションのお作法，学生・研修

特別講演会(札幌), 6

医向けミニレクチャー，王子生協病院，2011 年 5 月

月, 2011

宮澤麻子：アルコール問題を有する患者の対応，昼

浜野 淳：「がん悪液質」「倦怠感」. 山梨県立大学
緩和ケア認定看護師教育課程

レクチャー，王子生協病院，2011 年 6 月

非常勤講師(甲府), 8

月, 2011

林 幹雄、高木 博、大塚貴博、山本由布、五十野博
基：診断学．第 23 回学生・研修医のための家庭医療

浜野 淳：「地域の医療と連携～在宅看取りのために

学夏期セミナー(つくば市), 8 月, 2011

～」. 石岡市ケアマネジャー等連絡協議会(石岡), 8
月, 2011

高木博：神経内科・精神科救急. 日立総合病院研修

浜野 淳：
「在宅医療」. 学校法人医学アカデミー

医救急レクチャー(日立市), 4 月, 2011

薬

学ゼミナール生涯学習センター主催 薬剤師生涯学

高木 博：当院の脳梗塞診療の流れ．日立総合病院

習講座(大宮), 9 月, 2011

D3 病棟勉強会(日立市), 6 月, 2011

浜野 淳：ファシリテーター. 日本在宅医学会

第3

高木 博：災害時総合内科チームの報告．日立総合病

回研修プログラム交流会(東京), 10 月, 2011

院医療安全委員会(日立市), 7 月, 2011

浜野 淳：在宅緩和ケア. 日本プライマリケア連合学
会

高木 博：脳梗塞診療とパーキンソン病．日立総合病

秋季生涯教育セミナーWS（大阪）, 10 月, 2011

浜野 淳：平成 23 年度第 2 回

院 D6 病棟勉強会（日立市）, 7 月, 2011

茨城県社会福祉士会

高木 博：神経変性疾患．茨城キリスト教大学看護学

県西ブロック研修会講師(結城), 12 月, 2011

部疾患総論(日立市), 7 月, 2011

山本由布、小曽根早知子：熱中症予防．ふれあいサ

中山明子，津田修治，大木乃理子，加藤光樹，綿貫

ロンそよ風、利根町、2011 年 6 月

聡，高木暢，三浦太郎，濱井彩乃：家庭医療を学ぶ
～今できること，したいこと～．第 23 回家庭医療学

小曽根早知子：熱中症予防．ふれあいサロンうてな、

夏期セミナー，つくば，8 月, 2011

利根町、2011 年 7 月

津田修治：リスク管理．茨城県訪問リハビリテーシ

津田修治，宮澤麻子，高木 博，廣瀬由美：高齢者医

ョン実務者研修会，茨城訪問リハビリテーションを

療～予防，介護，在宅，リハ，緩和のアプローチ～．

考える会，茨城, 12 月, 2011
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平成 23 年度山口大学医学部附属病院卒後臨床研修

河村由吏可：タスクフォース.
平成 23 年度第 1 回茨城県指導医講習会，つくば，

指導医養成講習会，山口，2011 年 10 月

2011 年 7 月

平成 23 年度和歌山県指導医講習会，和歌山，2011

平成 23 年度島根県指導医講習会，出雲，2010 年 10

年 12 月

月
河村由吏可：第 2 回研修医 ADVANCED OSCE 評価

平成 23 年度第 2 回茨城県指導医講習会，水戸，2011
年 10 月

者，神奈川，2011 年 6 月

取材記事・新聞等
前野哲博：全国初の試みで医師 30 人増
実に効果. 茨城新聞

木澤義之：緩和ケアセンター. 筑波大学附属病院看

地域医療充

1 月 30 日，2011

護部ニュースレター「リアン

つくば」3 巻： 2，

2011
小林裕幸,川島篤志,伴信太郎,松村理司：座談会
っと知りたい病院総合医

も

病院のジェネラリストと

横谷省治：
「簡易版」を実際に使って下さった人、お

いう働き方. 週間医学会新聞第 2935 号(1-3), 7 月 4

医者さんの横谷省治先生に聞きました。横谷省治先

日, 2011

生×本田美和子さん
ほぼ日の健康手帳簡易版（ほぼ日刊イトイ新聞）

小曽根早知子、山本由布、中澤一弘、栗原宏、前野

2012 年 12 月 29 日掲載

哲博：大塚製薬 e ライブラリ チャレンジ外来診断、

http://www.1101.com/deardoctors/light_yoko.html

2011 年
河村由吏可：第 32 回日本肥満学会

被災地に慢性疾

勝俣範之，岡田唯男，高野利実，木澤義之：がん診療

患ケア-個人的意識改善のみでは困難「慢性疾患を有

と内科医の役割 プライマリケアから抗がん剤治療、

する避難者の血糖管理には環境整備が必要」
．メディ

緩和ケアまで. Medicine 48(13)：2170－2181 , 2011

カルトリビューン 44(47)、2011 年 11 月 24 日、p30

研究費、補助金等資金獲得
文部科学省科学研究費 基盤研究（C）、平成 23 年
～25 年、「外来診療支援システムの開発と検証-良
質な外来診療と時間短縮の両立を目指して」（研究
代表者：前野哲博、研究分担者：前野貴美）
多職種連携協働開発事業、平成 23 年～25 年、
「Interprofessional PBL を活用した効果的な多職
種連携教育パッケージの開発」（研究代表者：前野
貴美、研究協力者：高屋敷明由美、前野哲博
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