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Aspects of clinical skills test demanded by the
public for the national medical licensure
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examination in Japan. Med Teach. 34(5):423. 2012
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前野哲博：薬剤師・登録販売者が学ぶ 医師の症候診断
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前野哲博：一般内科における不定愁訴．臨床精神医学，
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前野哲博：薬剤師・登録販売者が学ぶ 医師の症候診断
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前野哲博：隠れた重症患者を見落とさないためにツボを外
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さない診断の極意を伝授．Nikkei Medical 日経メディカ
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前野哲博：薬剤師・登録販売者が学ぶ 医師の症候診断
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金井貴夫：「症状」見抜き方ガイド“意外な疾患”を見逃さ
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った！エキスパートナース増刊 5 月号 Expert Nurse
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木澤義之：「もしも・・・」のことをあらかじめ話しておいたら

106-111, 2012

どうなるか？．緩和ケア 22(5)：399‐402，2012
浜野淳:なるほどわかった！日常診療のズバリ基本講座
木澤義之：非がん患者における緩和ケアはどのように行え

「difficult patient への対応」

ばよいでしょうか．Geriatric Medecine (老年医学）

レジデントノート 羊土社 vol.13、2424-2430 頁、2012

150(12)：1433-1436，2012
浜野淳：診療所・在宅・施設における Polypharmacy
浜野淳、木澤義之：がん患者における予後予

～海外のエビデンス～ 家庭医・病院総合医教育研究

測.Prediction rule-診療に役立つ臨床予測ルール．JIM

会 consortium Vol.2, 104-113 頁、2012
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島田友香里, 鈴木広道, 仲程真里, 道倉えり, 鈴村里
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薬物依存やアルコール依存に気づいたときの対応はどう

ウム性周期性四肢麻痺に対する継続的栄養介入による

したらよいでしょうか？ 治療 vol.94 増刊号 P.905-908

提言. 日本病態栄養学会誌 15(1): 95 -101 2012

2012.4 南山
廣瀬知人：Chapter 11 胸部苦悶感と発熱と嘔吐を訴え
前野貴美 ：筑波大学における IPE ケア・コロキウム(チ
ームワーク演習) -大学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-. 月刊地域医学

26：306-310，

2012

ていた患者さん じつは偽膜性腸炎（クロストリジウム感染
症）だった！、

徳田安春編、エキスパートナース

増刊 2012 年 5 月号「症状」見抜き方ガイド “意外な疾
患”を見逃さないコツ、照林社、東京、2012 年 4 月：
P.90-97

横谷省治．特集 家庭医のためのワクチン・プラクティス
【 生 涯 に わ た る ワ ク チ ン ・ プ ラ ク テ ィ ス 】 思春 期 ． JIM

小曽根早知子：どう診る？そのめまい・ふらつき 帰して

22:652-656, 2012

はいけないめまい・ふらつき.日本医事新報:4611:38-41,
2012

高屋敷明由美．プライマリケア・マスターコース 症状別
診療ガイド どう診る? そのめまい・ふらつき(第 5 回)薬剤

山本 由布、小曽根 早知子：立ちくらみから、嘔吐が原

によって起こるめまい・ふらつき．日本医事新報

因の低 K 欠症と診断された 24 歳女性.JIM2:132-133,

(4607), 38-41, 2012

2012

金井貴夫（徳田安春編集）：教育レクチャー日本のポリフ

木村洋輔 志真泰夫 「これだけは知っておきたい婦人

ァーマシー『提言－日本のポリファーマシー』家庭医・病

科がんの緩和ケア」 がん疼痛の治療と評価法．臨床婦

院 総 合 医 教 育 研 究 会 2012Consortium vol.2 ，

人科産科 66 巻 13 号（2012 年 12 月号）

2012;48-74

著

書

前野哲博・松村真司編集
帰してはいけない外来患者，医学書院，2012

Case29 82 歳女性、嚥下困難、よく噛んで味わおう：
五十野博基

第 1 章外来で使える general rule:前野哲博
第 2 章症候別 general rule

木澤義之．緩和ケアチームの動向と現状： ”ホスピス緩

体重減少：廣瀬由美

和ケア白書 2012” (編集 日本ホスピス・緩和ケア・研究

食欲不振：伊藤慎・廣瀬由美

振興財団「ホスピス緩和ケア白書」編集委員会), 青海社

浮腫：廣瀬知人

(東京) 2012 3 月；1-5（共著）

めまい：小曽根早知子
失神：伊藤慎

木澤義之．緩和ケア外来の動向と現状：”ホスピス緩和ケ

意識障害：廣瀬知人

ア白書 2012” (編集 日本ホスピス・緩和ケア・研究振興

視力障害・視野狭窄・眼の充血：木村洋輔

財団「ホスピス緩和ケア白書」編集委員会), 青海社(東

胸痛：廣瀬知人

京) 2012 3 月；28-29（共著）

動悸：小曽根早知子
排尿困難・尿失禁：小曽根早知子

木澤義之, 森田達也： ”がん緩和ケア ガイドブック(第

不安・うつなどの精神症状：木村洋輔

1 版第 5 刷)” (編集 日本医師会), 青海社(東京) 2012

第 3 章ケースブック

6 月；1-90（共著）

Case1 15 歳男性、歩行困難＋尿閉 これって本当に
熱中症？：木村洋輔
Case2 15 歳女性、乙女の胸痛、それは恋？：五十野
博基

森田達也, 木澤義之, 新城拓也："エビデンスで解決！
緩和医療ケースファイル” (編集 森田達也, 木澤義之,
新城拓也), 南江堂(東京) 2012 8 月（共著）

Case4 24 歳女性、発熱＋嘔吐、胃腸炎はごみ箱診
断：廣瀬知人
Case7 28 歳女性、嘔吐＋体重減少、神経性食欲不
振症の既往あり：廣瀬由美

釋文雄：診療所のための医科点数表 2012 年 4 月版（保
険診療問題研究会編）（分担執筆）,じほう（東京）,2012
年5月

Case13 58 歳女性、動悸＋倦怠感、バイタルサイン
の異常は基本に帰ろう！：木下賢輔
Case15 67 歳男性、歩行障害、はっきりしない脱力
感：小曽根早知子

横谷省治：生物心理社会モデル, "日本プライマリ･ケア
連合学会 基本研修ハンドブック" (日本プライマリ･ケア
連合学会編)，南山堂 (東京), 2012 8 月；pp 57-62

Case16 67 歳女性、咳、患者の自己診断を鵜呑みに
して大丈夫？：小曽根早知子
Case17 69 歳女性、頭部外傷、ちょっと一服、世間話
でも：五十野博基

阪本直人 ： 『5 ヘルスプロモーションと疾病予防』
P.76-P.81 を担当（分担執筆），日本プライマリ・ケア連合
学会基本研修ハンドブック，2012 年度

Case20 75 歳男性、発熱＋腰痛、ぎっくり腰なんでし
ょ？：廣瀬由美
Case21 76 歳男性、失神、本当に普通の便？:廣瀬

鈴木広道：検査値のみかた.田中久美編.高齢者看護の
アセスメント, MC メディカ出版,大阪, 2012: 25-28

知人
Case25 80 歳男性、めまい、危険なめまい：廣瀬由美

廣瀬知人：高齢者に多い基礎疾患、田中久美著編、廣

Case27 82 歳女性、嘔吐、頭部打撲による嘔吐？：

瀬知人監修、ナビトレ 新人ナースゆう子と学ぶ 高齢者

廣瀬由美
Case28 85 歳女性、両下腿浮腫、思い込んだらまっ
しぐら：有田卓人・鈴木広道

看護のアセスメント: 高齢者ケアはここが違う! (Smart
nurse Books 17)、メディカ出版、大阪、2012 年 12 月：
P.14-20

廣瀬知人：注意が必要な薬剤、田中久美著編、廣瀬知

中澤一弘 他. 今日の臨床サポート．エルゼビアジャパ

人監修、ナビトレ 新人ナースゆう子と学ぶ 高齢者看護

ン. 2012：やせ分野（分筆）

のアセスメント: 高齢者ケアはここが違う! (Smart nurse
Books 17)、メディカ出版、大阪、2012 年 12 月：P.21-24
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Maeno,
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Tanuma ： Effectiveness of the interprofessional
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education
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International conference for Interproffrssional
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Education and Collaborative Practice. Kobe, 6
Matsumoto K, Kita K, Shimizu T, Tokuda Y：Brain

October, 2012

abscess. Diagnostic error in medicine annual
Yurika

Kawamura,

Ayumi

Takayashiki,

Jun

Hamano, Tetsuhiro Maeno：An activity report on

meeting, Baltimore, 2012

Kita K, Matsumoto K, Shimizu T, Tokuda Y ：
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Langerhans cell histiocytosis. Diagnostic error in

Takayashiki, Takami Maeno, Tetsuhiro Maeno.：

medicine annual meeting, Baltimore, 2012

How can Japanese primari care physicians become

Sakamoto,

Shoji

Yokoya,,

Ayumi

more active international conferences?：第 3 回日本
Tokuda Y ： Happiness in Japan. International

プラ イマリ・ケ ア連合 学会 学 術大会 International

Conference of Political Science, Niigata, 2012

Session，福岡, 2012.9.2

Shimizu T, Matsumoto K, Tokuda Y：Effects of the

大塚貴博，高木薫子，小曽根早知子，石丸直人，栗原

use of differential diagnosis checklist and general

宏，釋文雄，横谷省治，前野貴美，前野哲博：頻回の食

de-biasing checklist on diagnostic performance in
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comparison to intuitive diagnosis. Diagnostic error

医療学研修プログラム関東レジデントフォーラム, 東京，

in medicine annual meeting, Baltimore, 2012
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Y. Kizawa, S. Tsuneto and Y. Abe：PRATCTICE

伊藤慎，瀬尾恵美子，小川良子，前野貴美，讃岐勝，前

AND ATTITUDE TOWARD ADOVANCE CARE

野哲博：初期研修医におけるストレス対処能力と抑うつ

PLANNING AMONG JAPANESE PALLIATIVE

の関連. 第 44 回日本医学教育学会大会, 横浜市，7 月，

CARE PHYSICIANS：Advance Care Planning &

2012

End of Life Care. Chicago, June, 2012
稲葉めぐみ，前野貴美，瀬尾恵美子，小川良子，菊地
Y. Kizawa and T. Morita ： Development and

晃子，讃岐勝，前野哲博，松村明：新人職員の他職種

Validation of the Collaboration of Palliative Care

連携に対する意識と『他職種コミュニケーション』研修の

Specialists

試み.第 44 回日本医学教育学会大会, 横浜市, 7 月,

in

the

Community

Scale.
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International Congress on Palliative Care ，
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河村由吏可，前野哲博，高屋敷明由美：指導医講習会
Fumio

Shaku:

US-Japan

comparison

of

Behavioral medicine training for medical students

は研修指導の現場に反映されるか？（第 2 報）. 第 44
回日本医学教育学会大会, 横浜市, 7 月, 2012

and residents in Family medicine. 70th American
psychosomatic society Annual Scientific Meeting,

高屋敷明由美，小林志津子，前野哲博，前野貴美，阿

Athen, 2012.3

部倫子： 将来医師不足地域での診療に関わりたいか？
～地域枠学生と一般学生の比較～. 第 44 回日本医学

Fumio Shaku, Denise Saint Arnault: Psychosocial

教育学会大会, 横浜市 , 7 月, 2012

medical education using role-play: Feelings in
training Japanese undergraduate students as a

小川良子，瀬尾恵美子，前野哲博，讃岐勝，伊藤慎，松

role of simulated psychosomatic patient. 15th

村明： 初期研修医の労働環境とストレス反応 第 44 回

Asian

日本医学教育学会大会, 横浜市，7 月，2012

College

of

Psychosomatic

medicine,

Ulaanbaatar, 2012.8
小野瀬恵理子，菅江則子，佐藤尚江，阿部まゆみ，前
Yosuke

Izoe,

Shinobu

Masafumi

野貴美，高屋敷明由美，前野哲博，田中誠，原晃： 臨

Ueugi : Cancer Rehabilitation in Palliative care

床実習前における医療面接技能の比較. 第 44 回日本

unit.22nd

医学教育学会大会, 横浜市，7 月，2012
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International

World
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瀬尾恵美子，前野哲博，小川良子，讃岐勝，伊藤慎，松

Sachiko Ozone, Hiroshi Kurihara, Fumio Shaku,

44 回日本医学教育学会大会, 横浜市，7 月，2012

村明：初期臨床研修医のストレスに関する全国調査. 第

山下慶三，平松祐司，玉岡晃，池田一郎，菊地晃子，野

国地域医療教育協議会の調査結果を踏まえて, 第 44

口健司，稲葉めぐみ，前野哲博，松村明，山本純緯，根

回日本医学教育学会大会 横浜市，7 月，2012

塚友章.： TWI (Training Within Industry) による病
院医療と病院組織文化の改善ー筑波大学附属病院の

竹内啓祐，前田隆浩，井口清太郎，阿波谷敏英，大脇

試み-.第 13 回 日本医療マネジメント学会 茨城県支部

哲洋，梶井英治，谷憲治，長谷川仁志，前野哲博，山本

学術集会, 水戸市, 8 月，2012

和利，三瀬順一，神田健史（全国地域医療教育協議
会）：全国の地域医療教育プログラムの現状 －全国ア

栗原宏，前野貴美，前野哲博： 医師として適切な服装と

ンケート調査結果－，第 44 回日本医学教育学会大会,

は？ -患者と医学生の比較-.

横浜市，7 月，2012

第 3 回日本プライマリ・

ケア連合学会 学術大会, 福岡市, 9 月, 2012
中居康展，阿久津博義，前野哲博，小池朱美，菊地晃
五十野博基，横谷省治，小曽根早知子，栗原宏，河村

子，松村明：大学病院連携型高度医療人養成推進事

由史可，釋文雄，阪本直人，高屋敷明由美，前野貴美，

業：東関東・東京高度医療人養成ネットワーク 成果と将

前野哲博：外来診療実習における病歴聴取シートの有

来の展望，第 44 回日本医学教育学会大会, 横浜市，7

用性. 第 3 回日本プライマリ・ケア学会 学術大会, 福岡

月，2012

市, 9 月, 2012
栗原宏、前野貴美、前野哲博：医師の服装に関する研
高木博，鈴木將玄，藤田恒夫，前野貴美，前野哲博：

究－患者視点と医学生視点の比較．第 2 回日本プライ

細菌性髄膜炎の診断における初診時臨床情報の操作

マリ・ケア連合学会，福岡，9 月，2012

特性. 第 3 回日本プライマリ・ケア連合学会 学術大会,
福岡市, 9 月, 2012

堤円香，中村明澄，前野貴美，高屋敷明由美，阪本直
人，前野哲博：学校内での小中学生への喫煙予防教育

山本由布，釋文雄，前野哲博： 専門医受診後に紹介さ

と親の行動変容との関連-子供の言葉は親を変えるか，

れた頭痛の一例, 第 3 回日本プライマリ・ケア連合学会

第 3 回日本プライマリ・ケア連合学会 学術大会, 福岡

学術大会, 福岡市, 9 月, 2012

市，9 月，2012

石丸直人，前野貴美，鈴木將玄，前野哲博：急性上気

宮澤麻子，田直子，村山慎一，平山陽子，鈴木將玄，前

道炎の咽頭痛に対する桔梗湯の効果. 第 3 回日本プラ

野哲博：初期研修医に対する症例プレゼンテーション演

イマリ・ケア連合学会 学術会議, 福岡市, 9 月, 2012

習の取り組みとその効果.第 3 回日本プライマリ・ケア連
合学会学術大会，福岡，2012 年 9 月

前田隆浩，井口清太郎，阿波谷敏英，大脇哲洋，梶井
英治，竹内啓祐，谷憲治，長谷川仁志，前野哲博，山本

木下賢輔，服部一哉，金井貴夫，太田良雄，小林裕幸，

和利，三瀬順一，神田健史，中里未央，関田孝晴：本邦

徳田安春：高齢者の脱水診断における身体所見の操作

の臨床教授制度の実態調査. 第 44 回日本医学教育学

特性.日本内科学会，2012 年 4 月

会大会, 横浜市，7 月，2012
木下賢輔，太田良雄，小林裕幸，徳田安春：内科系救
前野哲博，前田隆浩，井口清太郎，阿波谷敏英，大脇

急における新しい卒後医学教育プログラムのケアの質へ

哲洋，梶井英治，竹内啓祐，谷憲治，長谷川仁志，山本

の影響.日本内科学会，2012 年 4 月

和利，三瀬順一，神田健史（全国地域医療教育協議
会）：我が国の医学部における地域医療教育部門の実

小林裕幸，鈴木智晴，熊谷亮，児玉泰介，木下賢輔，金

態調査，第 44 回日本医学教育学会大会, 横浜市，7 月，

井貴夫，徳田安春：初期研修希望者を対象とした身体
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診察テストによる身体診察教育の試み.日本プライマリ・
ケア連合学会，2012 年 9 月

大滝純司，前田隆浩，前野哲博，宮田靖志，安井浩樹：
提言「地域医療教育の充実のために」と現状の比較：全

澤文，阿部智一，鈴木麻由子，徳田安春：鼻出血の重

症度に影響を与える因子の検討.日本プライマリ・ケア連

金井貴夫：シンポジウム「病院総合診療科の役割とスタ

合学会，2012 年 9 月

ンス」水戸協同病院の取り組み. 第 5 回日本病院総合
診療医学会シンポジウム（横浜），9 月 28 日，2012

中願寺絵理，金井貴夫，五十野博基，稲津和歌子，近
藤譲，坂田晃子，稲留征典，森下由紀雄，高屋敷典生，

湊谷亮，金井貴夫，木下賢輔，小林裕幸，徳田安春，渡

秋根大，木下賢輔，小林裕幸，徳田安春：入院中のフォ

辺重行, 外山昌弘, 黒田裕久：123I-MIBG シンチグラ

ーカス不明の発熱から血管内リンパ腫(IVL)が診断され

ムにて指摘し得たアンフェタミン誘発性心筋症の 1 例.第

た一例.日本プライマリ・ケア連合学会，2012 年 9 月

592 回内科学会関東地方会，11 月 10 日，2012

金井貴夫，木下賢輔，五十野博基，秋根大，小林裕幸，

木澤義之：「痛み治療の教育」 医師のための基本的な

徳田安春：総合診療科が緩和ケアを行うことの有用性.

緩和ケア教育ＰＥＡＣＥプロジェクトーその開発と運用の

日本プライマリ・ケア連合学会，2012 年 9 月

実際. 日本ペインクリニック学会第 46 回大会, 島根市，
7 月，2012

細井崇弘，梶有貴，五十野博基，秋根大，木下賢輔，金
井貴夫，小林裕幸，徳田安春，青柳安典，秋月浩光：非

木澤義之,：卒前における緩和ケア教育～Overview とカ

典型的な咽頭炎を反復し成人発症型 PFAPA 症候群の

リキュラムの開発.第 17 回日本緩和医療学会学術大会，

診断に至った 2 例.日本プライマリ・ケア連合学会，2012

神戸市，6 月，2012

年9月
百賢二，本間真人，木澤義之，長岡広香，神林泰行，幸
北原多佳子，阿部智一，徳田安春，渡辺重行：失神に

田幸直： インドメサシン噴霧製剤の使用患者における

て来院した門脈肺高血圧症の一例.日本プライマリ・ケア

尿中インドメサシン濃度測定. 第 22 回日本医歯薬学会,

連合学会，2012 年 9 月

鹿児島 ,10 月,2012

五十野桃子，金井貴夫，熊谷亮，大房隆行，広川理恵，

前野貴美，高屋敷明由美，佐藤正美，二宮治彦，渋谷

太田良雄，田中優美子，近藤譲，徳田安春：眼窩腫瘍

彰 ：Interprofessional education の導入教育の試み-

による眼球突出を呈し IgG4 関連ミクリッツ病と MALT リ

新入生を対象としたチーム討論-. 第 44 回日本医学教

ンパ腫との鑑別に難渋した一例.第 4 回日本病院総合診

育学会大会，横浜，7 月，2012

療医学会（東京），2 月，2012
森本喜代子，嶋村玲子，郷田規久子，前野貴美 ： 筑
鈴木智晴，金井貴夫，上月ゆり子，加藤大祐，錦健太，

波大学・東京理科大学大学間連携による専門職連携教

田中優美子，佐藤匤美，徳田安春：肝胆膵 MRI 所見が

育プログラムの実施支援.第 44 回日本医学教育学会大

契機となって IgG4 関連疾患と診断し得た一例.第 4 回

会，横浜，7 月，2012

日本病院総合診療医学会（東京），2 月，2012
大塚貴博，小曽根早知子，横谷省治：多施設レジデント
金井貴夫，木下賢輔，五十野博基，秋根大，小林裕幸，

が経験を共有できる web 版家庭医療勉強会の取り組み.

徳田安春：総合診療科で緩和ケアを行うことの有用性.

第 3 回家庭医療研修プログラム関東レジデントフォーラ

第 4 回日本プライマリ・ケア連合学会（福岡），9 月，
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河野元嗣，阿竹茂，上野幸廣，新井晶子，宮田大揮，田
忠願寺絵理，金井貴夫，五十野博樹，稲津和歌子，近

中由基子，栩木愛登，前田道宏，鈴木將玄：関東地方

藤譲，坂田晃子，稲留征典，森下由紀雄，高屋敷典生，

の ER 現状と明日 地方型救命救急センターにおける

木下賢輔，小林裕幸，徳田安春：入院中のフォーカス不

ER の運営．日本救急医学会関東地方会雑誌．33 :

明の発熱から血管内リンパ腫（IVL）が診断された一例.
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第 4 回日本プライマリ・ケア連合学会（福岡），9 月，
2012

城川泰司郎，廣瀬知人，望月芙美, 鈴木広道, 鈴木將

沼田綾，久永貴之，矢吹律子，木村洋輔，志真泰夫:

玄: Streptococcus salivarius による細菌性髄膜炎の 1

終末期に出現した症候性 Restless Legs Syndrome に

例. 第 590 回日本内科学会関東地方会例, 東京, 2012

対してドパミン受容体作動薬が著効した多発性骨髄腫

年9月

の 1 例.第 17 回日本緩和医療学会学術大会, 神戸市,
2012 年 6 月

廣瀬知人，菅ヶ谷純一，鈴木將玄：高度な黄疸を呈した
が抗菌薬全身投与のみで救命し得た化膿性門脈炎の 1

阪本直人 ： ヘルスプロモーションの理論と実践，第 10

例、第 590 回日本内科学会関東地方会（東京）,2012 年

回日本ヘルスプロモーション学会学術大会・総会，東京

9月

都文京区，12 月，2012

山本由布，小渡亮介，五十嵐淳，山田歩美，内田優一，

井添洋輔，上杉雅文：感染性心内膜炎を合併した化膿

五十野博基，喜安嘉彦，廣瀬知人，鈴木將玄：発熱で

性脊椎炎症例の検討.第 113 回茨城県整形外科集談会，

受診し外来で意識障害を来たしたビタミン B12 欠乏によ

茨城，2012.6.16

る高度貧血の 1 例. 第 587 回日本内科学会関東地方会，
東京，2012 年 5 月 12 日

井添洋輔，上杉雅文：大腿骨地域連携パスにおける予
後調査と骨粗鬆症治療の現状.大腿骨近位部骨折連携

大塚貴博，山本晴楽，宮澤麻子，五十嵐淳，城川泰司

パス診療協議会学術講演会，茨城，2012.10.12

郎，高木博，廣瀬知人，鈴木將玄：感染を契機に発見さ
れた褐色細胞腫の一例.第 3 回日本プライマリ・ケア連合

五十野博基，渡辺重行，外山昌弘，本田洵也，黒田裕

学会学術大会.2012 年 9 月

久，阿部智一，広川理恵，酒井俊介：鈴木智晴冠動脈
の 8 か所の閉塞を示した 40 歳台女性の急性冠症候群

長岡広香，桜井環，宮川三喜夫，神田大輔，河合弘二：

に対するＰＣＩの 1 例.茨城県 PCI 研究会, 茨城県水戸,

地域をこえた緩和ケア連携の重要性～2 例の再発精巣

2012 年 6 月

腫瘍の特徴的臨床経過と意思決定支援の実際から～.
第 17 回日本緩和医療学会,神戸 ,7 月,2012

五十野博基，渡辺重行，外山昌弘，本田洵也，黒田裕
久，阿部智一，広川理恵，酒井俊介，鈴木智晴：冠動脈

中村明澄, 尾藤誠司, 堤円香, 太田光泰, 計良和範,

に 8 か所の閉塞を示す急性冠症候群を来たした 40 歳台

上原孝紀, 大平善之, 生坂政臣：一般住民と医師の受

女性の脂質異常症に対する検討.第 226 回日本循環器

療行動に対する意思決定の比較調査研究.第 3 回日本

学会関東甲信越地方会, 東京，2012 年 12 月

プライマリ・ケア連合学会学術大会，福岡，2012 年 9 月
五十野桃子，藤原和哉，鈴木智晴，五十野博基，志鎌
木村洋輔，久永貴之，沼田綾，下川美穂，志真泰夫：悪

明人，宜保英彦，尾本美代子，曽根博仁：尿路結石によ

性消化管閉塞の進行に合わせたオピオイド選択が症状

る水腎症および無機能腎を呈し，同側腎からの高レニン

コントロールに有用であった膵癌の一例.第 3 回日本プラ

血症により二次性高血圧を来した 1 例.第 13 回日本内

イマリ・ケア連合学会学術大会, 福岡, 2012 年 9 月

分泌学会関東甲信越支部学術集会，埼玉，2012 年 12
月

班研究報告
木澤義之：厚生労働科学研究費補助金 第 3 次対がん

関する研究.厚生労働科学研究費補助金 第 3 次対が

総合戦略研究事業 緩和ケアプログラムによる地域介入

ん総合戦略研究事業 緩和ケアプログラムによる地域介

研究 Ｈ23 年度 総括研究報告書 緩和ケアによる地

入研究 Ｈ23 年度 総括研究報告書，23‐26，3 月，

域介入による医師の知識，困難感，行動変容の変化に

2012

講演・講義

前野哲博：楽しく学ぼう！「薬局カウンターでの臨床判

山大学附属病院 第 3 回指導医研修会「関連病院と大

断」.日本ファーマシューティカルコミュニケ―ション学会

学の在り方」(富山市)，3 月，2012

日本医薬品情報学会 セルフメディケーション合同フォ
ーラム（東京都千代田区），1 月，2012

前野哲博：家庭医（かかりつけ医）の役割～総合診療科
ドクターG. I (Doctor General in Iwate).医療保健関係

前野哲博：研修のメンタルヘルスケアについて.第 9 回全

者のためのうつ・自殺対策講演会（北上市），3 月，2012

国労災病院臨床研修指導医講習会（川崎市），1 月，
前野哲博：身体診察.平成 24 年度採用臨床研修医オリ

2012

エンテーション 特別講演（牧方市），4 月，2012
前野哲博：大学-地域循環型 人材養成システムの構築
-地域医療で活躍する人材を養成するために-.島根大学

前野哲博：医学部から初期・後期研修への繋がり（養成

医学部附属病院「地域コーディネータ会議」及びＦＤ（出

する立場から）.第 30 回臨床研修研究会「シームレスな

雲市），1 月，2012

医師養成に向けて」（大阪市），4 月，2012

前野哲博：「身体中が痛くて……」.筑波大学附属病院

前野哲博：現場で使える症候診断シリーズ

（つくば市），2 月，2012

第 1 弾 総論，頭痛の診方.薬剤師生涯学習講座(東京

前野哲博：放射線科医と依頼医の連携 －依頼医の立

現場で活かせる症候診断.薬剤師生涯学習講座(東京都

場から－.第 31 回日本画像医学会ディベート（東京都千

渋谷区)，6 月，2012

代田区），2 月，2012

風邪の診方に自信がもてる！.薬剤師生涯学習講座(東

都渋谷区)，5 月，2012

京都渋谷区)，8 月，2012
前野哲博：指導医養成講習会 ディレクター.
平成 24 年度第 3 回茨城県指導医養成講習会（つくば

前野哲博：症候診断の基本的考え方 ～病歴でここまで

市），2 月，2012

わかる～.診断力を UP する レジデントセミナー（豊明

平成 25 年度第 1 回茨城県指導医養成講習会（つくば

市），7 月，2012

市），6 月，2012
平成 25 年度第 2 回茨城県指導医養成講習会（水戸市），
10 月，2012

前野哲博：筑波大学総合診療科における教育カンファレ
ンスの実際.第 3 回日本プライマリ・ケア連合学会 学術
大会（福岡市）9 月，2012

前野哲博：パネルディスカッション 「研修医に望むこと，
指導医に望むこと」.指導医シンポジウム(つくば市)，2 月，

前野哲博：特別座談 「総合医（仮称）の未来のために，

2012

私たちがやるべきこと」. 第 3 回日本プライマリ・ケア連合
学会 学術大会（福岡市），9 月，2012

前野哲博：文部科学省チーム医療 GP と本事業の概要.
患者中心の医療を実践する人材養成の体系化シンポジ

前野哲博：研修医のストレスとメンタルヘルス.第 2 回亀

ウム 新たな医療チームを築くために（つくば市），2 月，

田メディカルセンター臨床研修指導医講習会（鴨川市），

2012

9 月，2012

前野哲博：全国地域医療教育協議会アンケート結果.鹿

前野哲博：研修医が知っておくべき教育技法

児島大学大学院医歯学総合研究科 離島へき地医療

-Teaching is learning‐.順天堂大学医学部附属 4 基

人育成センターシンポジウム（東京都千代田区），3 月，

幹型病院合同 初期臨床研修医・指導医のための研修

2012

会（（東京都文京区），9 月，2012

前野哲博：「大学-地域循環型 人材養成システムの構
築

-地域医療で活躍する人材を養成するために-」.富

前野哲博：薬剤師に期待すること 医師の立場から.公開

市民講演会 国際標準医薬分業を推進する国際シンポ

チーフタスクフォース.和歌山県立医科大学附属病院医

ジウム（東京都千代田区），9 月，2012

師臨床研修指導医講習会（和歌山市），12 月，2012

前野哲博：総合医のキャリアパス －地域で活躍できる

前野哲博：筑波大学における医学教育カリキュラム改革

医師になるために－.レジデントフォーラム in AKITA

－社会の養成に応えられる医療人を養成するために－.

（秋田市），9 月，2012

金沢大学医学類ＦＤ研修会(金沢市)，12 月，2012

前野哲博：フィジカルアセスメント.医学アカデミー社内研

前野哲博：総合医の導入に係る取組み事例.年金・健康

修会（川越市），9 月，2012

保険福祉施設整理機構（RFO)(東京都港区)，12 月，
2012

前野哲博：不定愁訴への対応.兵庫県保険医協会 第
478 回診療内容向上研究会（神戸市），10 月，2012

徳田安春：総合内科のピットフォール.プラチナ勉強会，
東京，2012 年 1 月

前野哲博：慢性疼痛.コモンディジーズ研究会「慢性疼痛
～『こじれた痛み』への対応（土浦市），10 月，2012

徳田安春：関節痛・頚部痛・腰背部痛の鑑別診断.スキ
ルアップ，東京，2012 年 1 月

前野哲博：医療安全学.弘前大学医学部（弘前市），10
月，2012

徳田安春：総合内科のピットフォール.都立多摩医療セン
ター，2012 年 1 月

前野哲博， 前野貴美

：専門職連携教育

interprofessional education-連携・協働できる医療人

徳田安春：総合内科のピットフォール.済生会横浜東部

を養成するために-.茨城県立医療大学第 25 回全学ＦＤ

病院，2012 年 1 月

研修会，阿見，10 月，2012
徳田安春：バイタルサインの解釈とピットフォール.長野県
前野哲博：医療者の視点 －病気を診ずして病人を診よ

薬剤師会，2012 年 1 月

-.常総学院高等学校（土浦市），10 月，2012
徳田安春：教育回診.都立墨東病院，2012 年 1 月
前野哲博：症候診断の基本的考え方 ～病歴だけでここ
までわかる～.石巻赤十字病院研修医セミナー（石巻市），

徳田安春：教育回診・総合内科のピットフォール.北海道

11 月，2012

大学病院，2012 年 1 月

前野哲博：5 大学 ACT-network の進むべき道.5 大学

徳田安春：教育回診・総合内科のピットフォール.宇治徳

シンポジウム 東関東・東京高度医療人養成ネットワーク

洲会病院，2012 年 1 月

(東京都文京区)，11 月，2012
徳田安春：総合内科のピットフォール.奈良県立医大，
前野哲博：臨床研修医のメンタルヘルスについて.第 11

2012 年 1 月

回順天堂大学医学部初期臨床研修指導医講習会（府
中市），11 月，2012

徳田安春：水戸モデルによる地域医療戦略.奈良県医師
会，2012 年 1 月

前野哲博：医学における総合診療科の役割.大阪歯科
大学附属病院 講演会(大阪市)，12 月，2012
前野哲博：総合医療の必要性と専門医制度について.大

徳田安春：総合内科のピットフォール.鳥取県診療研究

阪医事懇話会例会(大阪市)，12 月，2012

会，2012 年 2 月

前野哲博：医師臨床研修指導医講習会 ディレクター兼

徳田安春：総合内科のピットフォール.広島県診療研究

会，2012 年 2 月

学生勉強会，福岡県，2012 年 4 月

徳田安春：バイタルサインの解釈とピットフォール.ナース

徳田安春：バイタルサイン.山梨大学医学部付属病院，

向けセミナー，茨城県，2012 年 2 月

山梨県，2012 年 4 月

徳田安春：臨床推論.日本総合診療医学会，岡山県，

徳田安春：問診による診断.ACP Japan Chapter，京都

2012 年 2 月

府，2012 年 4 月

徳田安春：教育回診.筑波メディカルセンター病院，，

徳田安春：総合内科のピットフォール.滋賀医科大学附

2012 年 2 月

属病院，滋賀県，2012 年 4 月

徳田安春：臨床推論ケースカンファ司会.茨城県指導医

徳田安春：総合内科のピットフォール.亀井道場，愛知県，

シンポジウム，2012 年 2 月

2012 年 4 月

徳田安春：教育回診.聖マリアンナ医大病院，神奈川県，

徳田安春：バイタルサイン解釈のピットフォール.名古屋

2012 年 2 月

ナースセミナー，愛知県，2012 年 4 月

徳田安春：迅速問診.栃木プライマリ・ケア研究会，栃木

徳田安春：総合内科のピットフォール.成育医療センター，

県，2012 年 2 月

東京都，，2012 年 4 月

徳田安春：教育回診.レクチャー：総合内科のピットフォ

徳田安春：アドバンスド臨床推論，フィジカルアセスメント.

ール.獨協医大，栃木県，2012 年 2 月

熊本大学医学部付属病院，熊本県，2012 年 4 月

徳田安春：教育回診.茨城県立中央病院，東京，2012

徳田安春：教育回診.水戸済生会病院，茨城県，2012

年3月

年5月

徳田安春：総合内科のピットフォール.島根県出雲市，，

徳田安春：内科臨床基礎の基礎.若手医師セミナー，東

2012 年 3 月

京都，2012 年 5 月

徳田安春：バイタルサイン.ナース向けセミナー，大阪府，

徳田安春：市民全員による健康つくり.福山文化大学，広

2012 年 3 月

島県，2012 年 5 月

徳田安春：臨床推論ケースカンファ司会.水戸若手医師

徳田安春：教育回診，総合内科のピットフォール.済生会

セミナー，茨城県，2012 年 3 月

横浜東部病院，神奈川県，2012 年 5 月

徳田安春：糖尿病.薬剤師向けセミナー，神奈川県，

徳田安春：バイタルサイン.PLC ナースセミナー，東京都，

2012 年 3 月

2012 年 5 月

徳田安春：鑑別診断ケース.水戸医学生セミナー，茨城

徳田安春：フィジカルアセスメント応用編.ナース向けセミ

県，2012 年 3 月

ナー，東京都，2012 年 5 月

徳田安春：教育回診.総合内科のピットフォール.坂総合

徳田安春：教育回診.茨城県立中央病院，茨城県，2012

病院，宮城県，2012 年 3 月

年6月

徳田安春：総合内科のピットフォール.九州大学医学部

徳田安春：School of Generalists.水戸協同病院，茨城

県，2012 年 6 月

2012 年 7 月

徳田安春：高血圧.クリエイト，神奈川県，2012 年 6 月

徳田安春：総合内科のピットフォール.東大病院レジデン
トレクチャー，東京都，2012 年 7 月

徳田安春：バイタルサインによるトリアージのポイント.薬
剤師のためのベッドサイドティーチング，東京都，2012

徳田安春：腰痛の鑑別診断.水戸医学生セミナー，茨城

年6月

県，2012 年 7 月

徳田安春：総合内科のピットフォール.民医連セミナー，

徳田安春：教育回診・レクチャー.亀田総合病院，千葉県，

東京都，2012 年 6 月

2012 年 7 月

徳田安春：尿路感染症を繰り返した一例.尋常じゃないカ

徳田安春：フィジカルアセスメント.ナース向けセミナー，

ンファレンス，大阪府，2012 年 6 月

愛知県，2012 年 7 月

徳田安春：水戸モデル.茨城県西南医療センター病院セ

徳田安春：総合内科のピットフォール.愛媛済生会病院，

ミナー，東京都，2012 年 6 月

愛媛県，2012 年 7 月

徳田安春：水戸モデル.Jobans ワークショップ，茨城県，

徳田安春：総合診療医の頭のなかを読み取る.PC 連合

2012 年 6 月

学会夏季セミナー，静岡県，2012 年 8 月

徳田安春：フィジカルアセスメント.ナース向けセミナー，

徳田安春：バイタルサインのアセスメント.ナース向けセミ

大阪府，2012 年 6 月

ナー，東京都，2012 年 8 月

徳田安春：教育回診

徳田安春：教育回診.獨協医大病院，神奈川県，2012

練馬光が丘病院，茨城県，6 月，2012

年8月

徳田安春：総合内科のピットフォール.東京ベイ市川浦安

徳田安春：臨床統計学.慶應大病院，東京都，2012 年 8

医療センター，千葉県，2012 年 6 月

月

徳田安春：身体診察.医療技術セミナー，東京都，2012

徳田安春：教育回診.練馬光ヶ丘病院，東京都，2012 年

年7月

8月

徳田安春：アドバンスド臨床推論.筑波大学アドバンスド

徳田安春：総合診療医の養成.九州厚生年金病院，福

コース，茨城県，2012 年 7 月

岡県，2012 年 8 月

徳田安春：教育回診・レクチャー.筑波メディカルセンタ

徳田安春：臨床推論カンファレンス.GIM 鹿島セミナー，

ー病院，茨城県，2012 年 7 月

茨城県，2012 年 8 月

徳田安春：教育回診・レクチャー.江別市民病院，北海道，

徳田安春：臨床研究.沖縄県立南部医療センター，沖縄

2012 年 7 月

県，2012 年 8 月

徳田安春：教育回診・レクチャー.湘南鎌倉総合病院，神

徳田安春：アドバンスド身体診察.熊本日赤病院，熊本

奈川県，2012 年 7 月

県，2012 年 8 月

徳田安春：教育回診・レクチャー.糸魚川病院，新潟県，

徳田安春：論文の書き方ワークショップ.プライマリ・ケア

連合学会，福岡県，2012 年 8 月

県，2012 年 10 月

徳田安春：教育回診・臨床推論レクチャー.自治医科大

徳田安春：フィジカルアセスメント.琉球大学医学部，沖

学附属病院，栃木県，2012 年 9 月

縄県，2012 年 10 月

徳田安春：糖尿病.薬剤師向けセミナー，神奈川県，

徳田安春：臨床研究デザイン.旭中央病院，千葉県，

2012 年 9 月

2012 年 10 月

徳田安春：バイタルサイン・レクチャー.伊勢日赤病院，

徳田安春：総合診療医の養成.ヘルシーイマジネーショ

三重県，2012 年 9 月

ンシンポジウム，東京都，2012 年 10 月

徳田安春：臨床研究デザイン.奈良県立医大，奈良県，

徳田安春：教育回診・レクチャー.済生会横浜東部病院，

2012 年 9 月

神奈川県，2012 年 10 月

徳田安春：アドバンスド臨床推論.総合医スキルアップセ

徳田安春：COPD のフィジカルアセスメント.北海道大学

ミナー，東京都，2012 年 9 月

医学部附属病院，北海道，2012 年 10 月

徳田安春：腰背部痛の鑑別診断.痛みの研究会，茨城県，

徳田安春：フィジカルアセスメント.済生会宇都宮病院，

2012 年 9 月

栃木県，2012 年 10 月

徳田安春：教育回診.茨城県立中央病院，茨城県，2012

徳田安春：総合内科のピットフォール.九州厚生年金病

年9月

院，福岡県，2012 年 11 月

徳田安春：総合診療医の養成.宇都宮病院，栃木県，

徳田安春：アドバンスド臨床推論.日本大学医学部附属

2012 年 9 月

病院，東京都，2012 年 11 月

徳田安春：総合内科のピットフォール.昭和大学病院セミ

徳田安春：問診・全身外観によるトリアージ.福井レジデ

ナー，静岡県，2012 年 9 月

ントキャンプ，福井県，2012 年 11 月

徳田安春：総合内科のピットフォール.茨城県地域医療

徳田安春：総合診療医の養成.糸魚川病院，新潟県，

支援センター，茨城県，2012 年 9 月

2012 年 11 月

徳田安春：総合内科のクリニカルパール.尋常じゃないカ

徳田安春：バイタルサイン.宇都宮薬剤師勉強会，栃木

ンファレンス，茨城県，2012 年 9 月

県，2012 年 11 月

徳田安春：教育回診.練馬光が丘病院，東京都，2012

徳田安春：臨床推論.武蔵野日赤病院，東京都，2012

年9月

年 11 月

徳田安春：フィジカルアセスメント.茨城県看護協会，茨

徳田安春：問診・全身外観によるトリアージ.産業医大セミ

城県，2012 年 10 月

ナー，福岡県，2012 年 11 月

徳田安春：COPD のフィジカルアセスメント.岡山県呼吸

徳田安春：臨床推論.みちのく総合医セミナー，宮城県，

ケア研究会，岡山県，2012 年 10 月

2012 年 11 月

徳田安春：教育回診.筑波メディカルセンター病院，茨城

徳田安春：かぜと紛らわしい疾患.JIM 公開セミナー，東

京都，2012 年 12 月

木澤義之,：緩和ケアの実践について.猿島医師会学術
講演会（茨城県猿島郡），2 月，2012

徳田安春：臨床推論.姫路日赤病院，兵庫県，2012 年
12 月

木澤義之,：ファシリテーター
日本緩和医療学会 PEACE プロジェクト緩和ケア指導

徳田安春：総合内科のピットフォール.宇治徳洲会病院，

者研修会（船橋市），2 月，2012

京都府，2012 年 12 月

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（府中市），8 月，2012

徳田安春：臨床推論.宮崎大病院,宮崎県,2012 年 12 月

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（大阪市），9 月，2012

徳田安春：教育回診.水戸済生会病院，茨城県，2012

日本緩和医療学会 PEACE プロジェクト緩和ケア指導

年 12 月

者研修会（船橋市），12 月，2012

徳田安春：臨床推論.長崎大学医学部，長崎県，2012

茨城県緩和ケア研修会（土浦市），7 月，2012

年 12 月

茨城県緩和ケア研修会（日立市），8 月，2012

徳田安春：安静の弊害.腹臥位療法研究会，東京都，

木澤義之,：緩和医療学のめざすもの.第 4 回医学生・研

2012 年 12 月

修医・若手医師のための緩和ケアセミナー（東京），3 月，
2012

徳田安春：総合内科のピットフォール.琉球大学医学部，
沖縄県，2012 年 12 月

木澤義之,：広めよう緩和ケア

PEACE ・ Orange

Balloon Project5 周年記念フォーラム～成果と展望，次
徳田安春：フィジカルアセスメント.国立大阪医療センタ

のステージへ～.平成 23 年度厚生労働省委託事業「が

ー，大阪府，2012 年 12 月

ん医療携わる医師に対する緩和ケア研修事業」（東京），
3 月，2012

徳田安春：コモンディジーズ.指導医コンソーシアム，大
阪府，2012 年 12 月

木澤義之,：近未来の緩和ケアはこうなる.あさひかわ緩和
ケア講座（旭川市），3 月，2012

徳田安春：フィジカルアセスメント.阪南市民病院，大阪
府，2012 年 12 月

木澤義之,：緩和医療の医学的アセスメント力を高める！
～具体的レパートリーを増やす～.Meet the Experts～

木澤義之,：PEACE 指導者研修会 ファシリテーター.学

緩和ケアの実践力を高める～（東京），4 月，2012

会推薦者等向け PEACE 指導者研修会（東京），1 月，
2012

木澤義之,：がん緩和ケア Update.Meet the Experts～
消化器がんにおける Cancer Pain Management~（仙

木澤義之,：ケアを繋ぎ，連携する上での課題は何かの

台市），4 月，2012

「医師の立場から」.第 12 回国際がん看護セミナー（東
京），1 月，2012

木澤義之,：身体診察.関西医科大学 平成 24 年度採用
臨床研修医オリエンテーション（枚方市），4 月，2012

木澤義之,：「緩和ケアにおける SNRI の役割」.茨城緩和
ケアセミナー（つくば市），2 月，2012
木澤義之,：緩和ケアチーム専門的緩和ケアサービスの

木澤義之,：医の倫理Ⅱ.滋賀医科大学（大津市），5 月，

‘今まで‘と‘これから‘.第 10 回福岡緩和ケアチーム懇話会

2012 年

（福岡市），2 月，2012
木澤義之,：がん疼痛緩和における最近の話題.第 4 回

独協医科大学越谷病院 腫瘍センターセミナー（越谷

木澤義之,：緩和医療の教育と研修－いままでとこれから.

市），5 月，2012

第 50 回 日本癌治療学会学術集会（横浜市），10 月，
2012

木澤義之,：「アドバンスケアプランニング」について.札幌
緩和医療講演会（がん疼痛勉強会）（札幌市），6 月，

木澤義之,：わが国における緩和ケアの普及と教育：

2012

PEACE プロジェクトと緩和ケアチーム育成事業を通して.
第 50 回 日本癌治療学会学術集会（横浜市），10 月，

木澤義之,：高齢者の終末期ケアを実践する上級介護職

2012

員のためのワークショップ.名古屋大学医学部附属病院
ワークショップ（名古屋市），6 月，2012

木澤義之,：アドバンス・ケア・プランニングと地域連携.東
京都 区東北部 第 2 回地域連携緩和ケア勉強会（東

木澤義之,：在宅における緩和ケアー疼痛緩和を中心に

京），10 月，2012

ー.石岡市医師会在宅医療研究会（石岡市），6 月，
2012

木澤義之,：アドバンス・ケア・プランニングと地域連携－
つくばでの取り組み.第 1 回大阪府成人病センター・緩和

木澤義之,：意思決定のプロセスを支えるコミュニケーショ

ケアセミナー（大阪市），10 月，2012

ン.ピースハウス病院ホスピスセミナー（神奈川県足柄上
郡），7 月，2012

木澤義之,：緩和ケア基本教育のための都道府県指導者
研修会講師.緩和ケア基本教育のための都道府県指導

木澤義之,：緩和ケアにおける疼痛マネジメントと薬物治

者研修会（船橋市），11 月，2012

療.水戸地区緩和ケア講演会（水戸市），7 月，2012
木澤義之,：緩和ケアの基本教育のための都道府県指導
木澤義之,：がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研

者研修ファシリテーター。平成 24 年度 緩和ケアの基本

修会の指導者研修会における講師およびグループワー

教育のための都道府県指導者研修（船橋市），11 月，

クファシリテーター.日本緩和医療学会 PEACE プロジェ

2012

クト緩和ケア指導者研修会（船橋市），7 月，2012
木澤義之,：アドバンス・ケア・プラニング（膵がんの患者さ
木澤義之,：がん，非がんの患者に対する疼痛コントロー

んも含めて）.第 23 回がん患者の QOL 推進事業講習会

ル.チーム医療ＧＰ×レジデントレクチャー（つくば市），7

（福岡市），12 月，2012

月，2012
前野貴美 ：ヘルスアセスメント コミュニケーション・スキ
木澤義之,：がん医療における意思決定支援とその教育.

ル.茨城県立医療大学保健医療学部看護学科 1 年次講

第 6 回 Total Pain の緩和を考える会（新潟市），7 月，

義，阿見，1 月，2012

2012
前野貴美 ：タスクフォース.平成 23 年度茨城県指導医
木澤義之,：がん性疼痛のメカニズムとアセスメント・がん

養成講習会，阿見，2 月，2012

疼痛治療の基礎と実際.がん性疼痛の緩和（松本市），8
月，2012

前野貴美 ：筑波大学医学群-医学に興味がある皆さん
へ-.茗溪学園 SSH 講演会，つくば，7 月，2012

木澤義之,：緩和ケア研修会講師.東京医科大学茨城医
療センター・緩和ケア研修会（阿見町），9 月，2012
木澤義之,：早期からの緩和ケアと疼痛緩和.がん患者に

鈴木康之，川上ちひろ，高木 康，前野貴美，長谷由紀

おける疼痛緩和を考える会～現状と将来の展望～（岐

子，阿部恵子，吉村 学 ：多職種連携教育(IPE)-最新

阜市），9 月，2012

の実践報告と交流.第 46 回医学教育セミナーとワークシ
ョップ，岐阜，10 月，2012

城市コミュニティケア研究会，北茨城，10 月，2012 年
前野貴美 ：専門職連携教育の過去・現在・未来-連携・
協働できる医療人をめざして-.第 16 回茨城県総合リハビ

医学類 5 年生グループ，横谷省治：咳がひどい! RS ウイ

リテーションケア学会学術集会・第 5 回茨城県作業療法

ルスとマイコプラズマ.中郷こどもの家親子健康教室，北

学会 教育講演，阿見，12 月，2012

茨城，10 月，2012 年

横谷省治：ぐっすり眠れていますか？ 花王（株）鹿島工

医学類 5 年生グループ，横谷省治：こうして予防! 冬の

場健康づくり講座，神栖，2 月，2012 年

嘔吐下痢症.中郷こどもの家親子健康教室，北茨城，10
月，2012 年

横谷省治：タスクフォース.日本プライマリ･ケア連合学会
第 3 回指導医養成講習会～さらに家庭医療の研修にす

横谷省治：メンタルヘルス.北茨城市職員健康講座，北

るために～，東京，3 月，2012 年

茨城，10 月，2012 年

横谷省治：ストレスコーピング.花王（株）鹿島工場健康づ

医学類 5 年生グループ，横谷省治：放射線とこどもの健

くり講座，神栖，3 月，2012 年

康.中郷こどもの家親子健康教室，北茨城，11 月，2012
年

横谷省治：タスクフォース.日本プライマリ･ケア連合学会
春季生涯教育セミナー第 4 回指導医養成講習会，東京，

横谷省治：ディレクター・タスクフォース.日本プライマリ･

6 月，2012 年

ケア連合学会第 5 回指導医養成講習会～入門編～，大
阪，11 月，2012 年

横谷省治：理系頭だけで大丈夫?! 診断・治療・ケアを考
える.茨城県立竜ヶ崎第一高等学校医学特別ゼミ第 1 回，

横谷省治：私が家庭医を目指すわけ.常総学院高等学

龍ヶ崎，6 月，2012 年

校高校生医学セミナー，土浦，11 月，2012 年

横谷省治：医師はどうやって病気を診断するのか そして，

望月芙美，廣瀬知人，井上和成，城川泰司郎，鈴木広

何を目指しているのか.平成 24 年度 医学部進学希望者

道，鈴木將玄：抗菌治療抵抗性の敗血症性ショックで、

のための高校生医学セミナー 筑波大学医学群医学類

死後に粟粒結核と診断された１例．第８回つくば研修医

オープンキャンパスツアー，つくば，8 月，2012 年

学術集会（つくば），12 月，2012

稲田美紀，横谷省治：家庭医による性教育～避妊・性感

青柳滋，井汲彰，城川泰司郎，廣瀬知人，新井規仁，市

染症予防を中心に.日本プライマリ･ケア連合学会第 24

村晴充，上杉雅文，会田育男，鈴木將玄：化膿性恥骨

回医学生・研修医のための家庭医療学夏期セミナー，

結合炎（Septic arthritis of the symphysis）の１例．第

熱海，8 月，2012 年

８回つくば研修医学術集会（つくば），12 月，2012

医学類 5 年生グループ，横谷省治：乳幼児期の予防接

鈴木將玄：褥瘡をどうやって治すか考えよう！ 筑波メデ

種.中郷こどもの家親子健康教室，北茨城，9 月，2012

ィカルセンター病院褥瘡対策部会勉強会，つくば，11 月，

年

2012

横谷省治：家庭医療で地域医療の再生を！ 第 8 回北

長岡広香：ファシリテーター. 茨城県緩和ケア研修会,筑

茨城市コミュニティケア研究会，北茨城，10 月，2012 年

波大学附属病院,6 月,2012

横谷省治：家庭医療で地域医療の再生を.第 8 回北茨城

長岡広香：ファシリテーター. 茨城県緩和ケア研修会,筑

市コミュニティケア研究会，北茨城，10 月，2012 年

波メデイカルセンター病院,7 月,2012

横谷省治：ポリファーマシーを地域で考える.第 8 回北茨

長岡広香：ファシリテーター. 茨城県緩和ケア研修会,友

愛記念病院,9 月,2012
金井貴夫，杉原桂，木下賢輔，服部一哉：不定愁訴
長岡広香：ファシリテーター. PEACE 指導者研修会,船

（MUS）患者に対する治療・マネージメントの能力向上

橋,12 月,2013

講座～NLP 的アプローチ～.第 7 回若手医師のための
家庭医療学冬期セミナー（東京），3 月，2012

長岡広香：ファシリテーター. PEACE 指導者フォローア
ップ研修会,東京,1 月,2013

金井貴夫：気持ちのつらさ，コミュニケーション.埼玉医科

長岡広香，馬場玲子：ファシリテーター.第 6 回地域医療

2012

大学総合医療センター緩和ケア研修会（埼玉），3 月，
従事者との緩和ケアカンファレンス「漢方の役割とその実
際」,筑波大学附属病院,3 月,2013

金井貴夫：問診による鑑別診断の基礎～症候学の基
礎・応用～.第 1 回水戸医学生セミナー（水戸），6 月 2

風間郁子，馬場玲子，長岡広香：日本の緩和ケアの現

日，2012

状から.Cancer Week 2012,筑波大学附属病院, 10
月,2012

金井貴夫：NLP ワークショップ～元気にする・なるコミュ
ニケーション～.筑波大学総合診療科教育セミナー（水

馬場玲子，風間郁子，長岡広香：がん治療と食事の工

戸）2012 年 6 月 3 日

夫 . Cancer Week 2012, 筑 波 大 学 附 属 病 院 , 10
月,2012

金井貴夫：傾聴の力.第 2 回仏法セミナー大願寺本堂
(東京)2012 年 6 月 10 日

高屋敷明由美： 大学教育におけるカリキュラムプランニ
ング～筑波大学の経験から.平成 23 年度岩手大学全学

金井貴夫：元気にする・なるコミュニケーション.日立市看

共通教育科目「生物の世界」分科会ＦＤ活動講演会, 盛

護管理研究会 2012 年 6 月 28 日（日立梅ヶ丘病院）

岡, 2012 年 3 月
金井貴夫：Polypharmacy 教育講演.第 2 回家庭医・病
高屋敷明由美： 筑波大学における参加型臨床実習の

院総合医教育コンソーシアム （品川）2012 年 6 月 30

実際～国家認証に耐えうる臨床実習前教育と臨床実習

日

のあり方. 佐賀大学医学部，佐賀，2012 年 8 月
金井貴夫：地域連携.茨城県緩和ケア研修会土浦協同
高屋敷明由美：医師として～生涯学び続ける. 秀明中

病院（土浦），7 月 22 日，2012

学校高等学校大学模擬授業，川越， 2012 年 7 月
金井貴夫：『コミュニケーション』茨城県緩和ケア研修会
高屋敷明由美：いのちの授業，大学出前講義医学編.茨

（大和クリニック），2011 年 8 月

城県立緑丘高等学校，水戸，2012 年 10 月
小林裕幸，金井貴夫，河野衛：鹿島ＧＩＭセミナー『サイ
金井貴夫：未来ある高校生へ.茨城県高校教育課主催

ドマネージメント』.鹿島セントラルホテル（茨城県鹿島市）

県内県立高校生向けの医療セミナー（土浦），1 月 29 日，

8 月 25-26 日,2012

2012
金井貴夫：呼吸困難.東京女子医科大学病院緩和ケア
金井貴夫：元気にする・なるコミュニケーション.気仙地区

研修会（東京），9 月 15 日，2012

婦人消防連絡協議会指導者研修会（岩手県住田町），2
月 5 日，2012

金井貴夫：緩和ケア教育回診・デスカンファレンス・講義.
国立国際医療研究センター病院（東京），9 月 20 日，

金井貴夫：呼吸困難.東京女子医科大学病院緩和ケア
研修会（東京），2 月 12 日，2012

2012

金井貴夫：緩和ケア－がん患者に寄り添う看護－がん患

阪本直人，横谷省治 ： 食育教室「おやつについて考

者の疼痛コントロール. 茨城県看護研修センター地区研

えよう」指導・監修，葛城小学校，つくば市，11 月，2012

修会（水戸），9 月 25 日，2012

年

金井貴夫：プライマリケアでの膝・肩の診方.第 5 回日本

阪本直人，横谷省治 ： 食育教室「おやつについて考

病院総合診療医学会ランチョンセミナー（横浜），9 月 28

えよう」指導・監修，松代小学校，つくば市，12 月，2012

日，2012

年

金井貴夫：学会ランチョンセミナー『プライマリケアでの

阪本直人，横谷省治 ： 食育教室「おやつについて考

膝・肩の診方』第 5 回日本病院総合診療医学会（横浜），

えよう」指導・監修，東小学校，つくば市，12 月，2012 年

9 月 28 日，2012
阪本直人，小野田翼，武原瑠那 ： 医師の仕事につい
金井貴夫：『精神心理症状～うつ，不定愁訴，

て，茨城県内高等学校医学セミナー（水戸市），12 月，

Medically unexplained symptoms（MUS）の診療～』

2012 年

クリニックスキルアップシリーズ診断力向上講座（品川），
2012 年 10 月 7 日

阪本直人 ： ワークショップ企画・運営，「ヘルスプロモ
ーションの理論と実践」～イローナ博士を囲んで語り合

金井貴夫：『緩和ケア領域における精神神経関連の薬

おう～，日本ヘルスプロモーション学会サテライトワーク

剤の適切な使用方法』第 17 回三多摩緩和ケア研究会

ショップ（東京都文京区），12 月，2012 年

（新宿）11 月，2012
堤円香：ボランティア論. アール医療福祉専門学校，土
喫煙予防教室

浦，2012 年 5 月〜6 月

阪本直人 ：深芝小学校，神栖市，10 月，2012 年
阪本直人 ：息栖小学校，神栖市，10 月，2012 年

堤円香：ハロウィンキッチン. 筑波大学附属病院小児病

阪本直人 ：神栖第三中学校，神栖市，10 月，2012 年

棟，つくば，2012 年 10 月

梶川奈月，横谷省治：神栖市立土合小学校，神栖，11
月，2012 年

堤円香：仕事と介護の両立. ドコモエンジニアリング株式

梶川奈月，横谷省治，阪本直人 ： 喫煙予防教室，土

会社，東京，2012 年 11 月

合小学校，神栖市，11 月，2012 年
梶川奈月，高屋敷明由美，阪本直人 ：大野原小学校，

前野哲博，河村由吏可：平成 24 年度第 1 回茨城県指導

神栖市，11 月，2012 年

医講習会，つくば，2012 年 6 月

阪本直人 ：波崎第三中学校，神栖市，11 月，2012 年
阪本直人 ：波崎第四中学校，神栖市，11 月，2012 年

田中丈夫，小林裕幸，河村由吏可：平成 24 年度島根県

阪本直人 ：神栖第二中学校，神栖市，11 月，2012 年

指導医講習会，出雲，2012 年 9 月

阪本直人 ：横瀬小学校，神栖市，12 月，2012 年
阪本直人 ：神栖第一中学校，神栖市，12 月，2012 年

松井 邦彦，河村由吏可：平成 24 年度山口大学医学部

阪本直人 ：須田小学校，神栖市，12 月，2012 年

附属病院卒後臨 床研修指導 医養成講習会，山口，
2012 年 11 月

阪本直人 ： 健康科学の実践④：総合医の役割，順天
堂大学スポーツ健康科学部 健康科学概論，（千葉県印

前野哲博，河村由吏可：平成 23 年度和歌山県指導医

西市），6 月，2012 年

講習会，和歌山，2012 年 12 月

阪本直人，横谷省治，前野哲博，皆吉智之 ： つくば市

伴信太郎，赤木美智男，河村由吏可：第 104 回 臨床

の小学校における食育教室の実践，H23 年度筑波大学

研修指導医養成講習会 全国自治体病院協議会，東京，

社会貢献プロジェクト（つくば市），7 月，2012 年

2012 年 12 月

河村由吏可：ADVANCED OSCE 評価者，神奈川，

木下賢輔：プライマリケアにおけるうつ病診療で困る 3 パ

2012 年 6 月

ターン.うつ病治療最前線, 水戸, 2012 年 9 月

浜野淳：医学アカデミー主催 薬剤師生涯学習講座 講

木村洋輔：ファシリテーター，PEACE 茨城県緩和ケア

師 東京,2012 年 2 月

研修会. 大和クリニック, 2012 年 11 月 18 日, 12 月 2 日

浜野淳：家庭医療ワークショップ in つくば 企画責任

宮澤麻子，木村洋輔，横谷省治：Win-Win のポートフォ

者 つくば,2012 年 3 月

リオ勉強会第 1 回.総合診療グループウェルカムセミナー，
筑波大学，2012 年 4 月

浜野淳：第 12 回医療と介護連携の会 講師「在宅医療
における薬剤師の役割」講師 草加,2012 年 3 月

宮澤麻子，伊藤慎，山本由布，河村由吏可，横谷省治：
Win-Win のポートフォリオ勉強会第 2 回.総合診療グル

浜野淳：青森民医連家庭医療学センター主催 「診療所

ープ教育セミナー，水戸協同病院，2012 年 6 月

の医療活動発展のために」ワークショップ 講師 青
森,2012 年 7 月

宮澤麻子，大塚貴博，山本由布，木村洋輔，横谷省治：
Win-Win のポートフォリオ勉強会第 3 回.総合診療グル

浜野淳：山梨県立大学 緩和ケア認定看護師教育課程

ープ教育セミナー，筑波大学，2013 年 2 月

非常勤講師，「がん悪液質」「倦怠感」講師 甲府,2012
年7月

高木博，中澤一弘，宮澤麻子，廣瀬由美，前野哲博：レ
ジデント CSA ”Difficult learner/Difficult teaching

浜野淳：第 3 回日本プライマリ・ケア連合学会 学術大会

encounter”. 総合診療グループ教育セミナー，筑波大

シンポジウム プライマリ・ケアにおける緩和ケアの普及

学，2013 年 2 月

に向けて シンポジスト 福岡,2012 年 9 月
五十野博基：水戸若手医師セミナー・リターンズ「ER ケ
浜野淳：日本緩和医療学会 PEACE プロジェクト スキ

ース」.水戸，2012 年 3 月 17 日

ルアップ研修会 ファシリテーター 府中,2012 年 8 月
五十野博基：School of Generalists 医学生向けセミナ
小曽根早知子，向山和彦：これであなたも 10 年長生

ー「ケースプレゼンの基本」.水戸，2012 年 6 月 2 日

き！生活習慣病とのつきあい方.生活習慣病予防講座,
利根町公民館，利根町，2012 年 3 月

五十野博基，渡辺重行： GIM Intensive review in
Kashima「モニター心電図解読の達人極意」.鹿島，

小曽根早知子：薬物乱用のはなし.布川小学校，利根町，

2012 年 8 月 26 日

2012 年 11 月，12 月
五十野博基：「コメディカル向けレクチャー上手な申し送
木下賢輔, 徳田安春：身体診察の基本と応用.School of

り，プレゼンの極意」.水戸協同病院，2012 年 10 月

Generalists 第 1 回 医学生セミナー, 水戸, 2012 年 6
月

端山幹大：①AED の使い方 ②造影剤使用中の急変
時対応 ③トレッドミル検査中の急変時対応.院内急変

木下賢輔, 徳田安春：GIM Case Conference. GIM

時対応研修，霞ヶ浦医療センター

Intensive Review 2012 in Kashima, 鹿島, 2012 年
8月

山本由布: 診断学セッション講師. 第 24 回学生・研修
医のための家庭医療学夏期セミナー, 湯河原, 2012 年

木下賢輔：76 歳女性 失神.第 1 回 総合病院 水戸協同
病院 地域連携フォーラム, 水戸, 2012 年 9 月

8月6日

細井崇弘，田口詩路麻，丸山陽子，中山凱夫：胸壁に

月浩光，青柳安典，徳田安春：非典型的な咽頭炎を反

生じた顆粒細胞腫.第 78 回日本皮膚科学会茨城地方会，

復し成人発症型 PFAPA 症候群の診断に至った 2 例.

茨城，2012 年 3 月

第 3 回日本プライマリケア連合学会学術集会，福岡，
2012 年 9 月

細井崇弘，木下賢輔，秋根大，小林裕幸，金井貴夫，秋

取材記事・新聞等
前野哲博: 薬剤師が患者の症状を聞いて的確に判断で

2012

きる技術が必要. DRUG STORE NEWS ドラッグストア
ニュース vol.44 東京都渋谷区 , p55 : 2012

金井貴夫：がんの「苦痛」をとる治療（朝日新聞出版社）
の取材，2012 年 2 月 17 日発売

前野哲博: うつ病と認知症は 外来で必ず出会う身近な
精神神経疾患 日経メディカル 東京都港区 Medical

有田圭介：眠れないあなたに．「けんこうと平和」2012 年

6ｐ36‐50：2012

3 月号

前野哲博: 対談 臨床実習の明日を見つめて. 週刊

小曽根早知子：今日の臨床サポート 眼振、2012

医学界新聞（2989）東京都文京区 pp1－3.：2012
小曽根早知子：眼振，今日の臨床サポート, 2012
前野哲博: 書評 「ここからはじめる研究入門」
medicina 49 (9) p1557 医学書院 東京都文京区，

外来診療 次の一手 ：週刊 医学界新聞

2012

小曽根早知子，前野哲博：第 1 回「昨日から 3 回も吐い
てしまいました」．週刊 医学界新聞（2973）：15，2012

前野哲博: 医学部カリキュラム解説，週刊朝日進学

小曽根早知子、前野哲博：第 2 回「急に腰が痛くなって

MOOK 88 医学部に入る 2013 P96 朝日新聞出版，

…」．週刊 医学界新聞（2977）：3，2012

東京都中央区，2012

小曽根早知子、前野哲博：第 3 回「今朝からめまいがす
るんです」．週刊 医学界新聞（2981）：7，2012

前野哲博，小曽根早知子，他：座談会 外来研修の意

小曽根早知子、前野哲博：第 4 回「最近、体重が減って

義と学び方，週刊 医学界新聞第 2964 号，p1～3，東

しまって……」．週刊 医学界新聞（2985）：4，2012

京都文京区，2012

小曽根早知子、前野哲博：第 5 回「気を失ってしまった
んだよ」．週刊 医学界新聞（2989）：3，2012

木澤義之,：緩和ケア，診断と同時に病院ぐるみで提供

小曽根早知子、前野哲博：第 6 回「下腹部が痛いんです

が理想 課題は「治療と並行」.朝日新聞，東京都，4 月

が……」．週刊 医学界新聞（2993）：7，2012

24 日朝刊：24，2012

五十野桃子、前野哲博：第 7 回「最近、歩きづらいんで
す……」．週刊医学界新聞（2997）：7，2012

前野哲博，松村真司，山田康博，小曽根早知子：座談

小曽根早知子、前野哲博：第 8 回「急に背中が痛くなっ

会 そこに潜む“落とし穴”から考える外来研修の意義と

て……」．週刊 医学界新聞（3001）：7，2012

学び方. 週刊医学界新聞第 2964 号(1-3)，2 月 1 日，

小曽根早知子、前野哲博：第 9 回「風邪をひいたみたい

2012

で……」．週刊 医学界新聞（3005）：3，2012

前野哲博、松村真司、山田康博、小曽根早知子：座談

木下賢輔：マンスリー・ジャーナルクラブ. カイ書林メル

会 そこに潜む“落とし穴”から考える外来研修の意義と

マガ Vol.3 No.2, 2012 年 2 月 29 日発行

学び方.週刊医学界新聞第 2964 号(1-3)、2 月 1 日、

木下賢輔：マンスリー・ジャーナルクラブ. カイ書林メル

木下賢輔：マンスリー・ジャーナルクラブ. カイ書林メル

マガ Vol.3 No.4, 2012 年 4 月 28 日発行

マガ Vol.3 No.11, 2012 年 11 月 30 日発行

木下賢輔：マンスリー・ジャーナルクラブ. カイ書林メル

木村洋輔: 緩和医療の現場から卒業生レポート. 土浦

マガ Vol.3 No.7, 2012 年 7 月 30 日発行

一高進修同窓会会報, 第 69 号, 平成 24 年 12 月

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

セルフメディケーションに関する意識調査」 研究代表者：

年，「外来診療支援システムの開発と検証-良質な外来診

釋 文雄

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）

日本プライマリ・ケア連合学会研究助成金，平成 24～25
年度，診療所外来を受診した高血圧患者における閉塞性

多職種連携協働開発事業、平成 23 年～25 年，

睡眠時無呼吸の臨床診断アルゴリズム開発 研究代表

「Interprofessional PBL を活用した効果的な多職種連

者：浜野淳

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

日本プライマリ・ケア連合学会個人研究助成金，平成 24
年度， オピオイド投与下の患者に対する大建中湯の

一般医薬品セルフメディケーション振興財団, 平成 24 年
度調査・助成, 「感冒にて医療機関を受診した患者への

有用性の検討 研究代表者：中澤一弘

