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World Congress on Psychosomatic Medicine. Lisbon,

ライマリケア連合学会学術集会，2013年 5 月

12-14 September 2013
th

鎌田一宏，住谷智恵子，角昇平，五十野博基，秋根大：
Kakigi R, Naito H, Yoshihara T, Ozaki H, Kobayashi

左臀部痛を主訴に来院し椎体炎および左傍脊柱膿瘍

H, Okada T. Submaximal cycling exercise stimulates

の診断に至った80代女性の一例．第 4 回プライマリ

mTOR signaling pathway in human skeletal muscle.

ケア連合学会学術集会，2013年 5 月

Experimental Biology 2013
秋根大，呉龍梅，笹木晋，五十野博基，木下賢輔：初期・
後藤亮平，大好崇史，田中直樹，金森毅繁，斉藤秀之，

後期研修医の初診外来研修〜インフルエンザウイル

柳久子，長澤俊郎，小関迪：包括的評価バッテリー

ス・感染性胃腸炎流行期の発熱症例をもとに考え

を用いた廃用症候群患者の障害特性の分析．第48回

る〜．第 4 回プライマリケア連合学会学術集会，2013

日本理学療法学術大会，名古屋，2013年 5 月

年5月

斎藤剛，金澤智美，藤田恒夫：後大脳動脈領域脳梗

渡辺重行，外山昌弘，黒田裕久，本田洵也，五十野博基：

塞の臨床的特徴．第14回日本脳卒中学会総会，大阪，

水戸協同病院モデル循環器内科専門医の立場から見

2013年11月

た総合診療科の重要性．第 4 回プライマリケア連合
学会学術集会，2013年 5 月

松島瑞穂，寺田教彦，大塚貴博，鈴木諭，鬼澤浩司郎，
田口詩路麻，村山友樹：BRONJ から Ludwig angina

阿部智一，五十野博基，秋根大，木下賢輔，金井貴夫，

への進展を認めた 1 例．第599回日本内科学会関東地

小林裕幸，徳田安春，渡辺重行：水戸協同病院モデル：

方会，日内会館，2013年 9 月14日

救急・集中治療医からみた総合診療科の重要性．第
4 回プライマリケア連合学会学術集会，2013年 5 月

荻野利紗，常岡秀和，周山拓也，佐藤希美，遠藤洋子，
山内理香子，樋口甚彦，鈴木章弘，品川篤司，悦喜豊：

五十野博基，菊池美恵子，須藤敏夫：作業分解シー

完全房室ブロックを契機に発見された悪性リンパ腫

トを用いた多職種カンファランスにおける業務改善

に対して化学療法を施行し，ブロックが改善した 1

の取組み．第 8 回医療の質安全学会学術集会，2013

例．日本内科学会第600回関東地方会，東京，2013年

年11月23日

10月12日
髙木博，横谷省治，藤田恒夫，鈴木將玄，前野哲博：
五十野博基：コメディカル向けレクチャー「スプレッ
ドシート TWI」．水戸協同病院，2013年 1 月

「良性一過性身震い様不随意運動の 5 例．第 4 回プラ
イマリケア連合学会，宮城，2013年 5 月18日
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望月芙美，上杉雅文，髙木博 , 山浦正道，井伊聡樹，

堤円香，釋文雄，宮澤麻子，髙木博，高屋敷明由美，

西田雄亮，岡野英里子，市村晴充，会田育男：「多発

前野哲博：患者が風邪で医療機関を受診する理由

胸腰椎骨折を契機にびまん性大細胞型 B 細胞性リン

〜健診会場でのアンケート調査より〜，第 4 回プラ

パ腫（DLBCL）と診断された一例」．第 9 回つくば研

イマリ・ケア連合学会学術大会，仙台，2013年 5 月

修医学術集会，つくば市，2013年12月
中村明澄，尾藤誠司，堤円香，太田光泰，計良和範，
髙木博：第 4 回日本プライマリケア連合学会一般口

上原孝紀，大平善之，生坂政臣：一般住民と医師の

演⑦「慢性疾患ケア」座長．宮城，2013年 5 月18日

受療行動に対する意思決定の比較調査研究（第 2 報），
第 4 回プライマリ・ケア連合学会学術大会，仙台，

木村洋輔，久永貴之，矢吹律子，阿部克哉，萩原信悟，

2013年 5 月

下川美穂，安堂真美，杉原有希，沼田綾，志真泰夫：
がん患者の終末期せん妄に対するクロルプロマジン

榊原謙，寺島秀夫，浜野淳，小田倉富雄，横山芳文，

持続皮下注射の前向き観察研究．第18回日本緩和医

深野光一郎，外山美紀，廣瀨久子，塩崎佳寿恵，浅

療学会学術大会，横浜，2013年 6 月

香慶子，塚田麻紀，村川真衣子，黒澤裕子，長沢順子，
板橋辰哉：第10回国立大学医療連携・退院支援関連

井添洋輔：感染性心内膜炎を合併した化膿性脊椎炎

部門連絡協議会 筑波大学附属病院 地域医療連携・患

症例の検討，日本骨関節感染症学会，横浜，2013年

者相談支援センター連携部門のあゆみ〜つくば退院

7月

支援・調整プログラム〜．仙台，2013年 7 月

小曽根早知子，高屋敷明由美，河村由吏可，石丸直人，

佐藤哲観，浜野淳，秋月伸哉，濵卓至，黒岩ゆかり，

前野貴美，中澤義明，前野哲博：地域診療所で短期

上村恵一：緩和ケア研修会の質的向上を目指した

間勤務する医師による診療・研修は患者にどう思わ

PEACE 指導者スキルアップ研修会〜目的、意義、成

れているか？第 4 回日本プライマリ・ケア連合学会，

果と課題〜．第18回日本緩和医療学会学術大会，横浜，

仙台，2013年 5 月

2013年 6 月

廣瀬知人，鈴木広道，高尾航，五十野桃子，鈴木將

外山美紀，浅香慶子，板橋辰哉，村川真衣子，浜野淳，

玄：糖尿病性ケトアシドーシスの背景疾患として

寺島秀夫，榊原謙：大学病院における退院支援の取

Salmonella Enteriditis 菌血症を認めた 1 例．第595回

り組み〜つくば退院支援・調整プログラム導入の効

日本内科学会関東地方会（東京）， 3 月，2013年

果〜．第14回日本医療マネジメント学会茨城県支部
学術集会，つくば，2013年11月

望月芙美，廣瀬知人，井上和成，城川泰司郎，鈴木広道，
鈴木將玄：敗血症性ショックで来院し，血液培養で

阪本直人，梶川奈月，堤円香，前野貴美，横谷省治，

結核菌の検出を認めた，高齢男性の 1 例．第595回日

前野哲博：地域住民が健康に疑問を持った際に相談

本内科学会関東地方会（東京）， 3 月，2013年

する相手，および情報源の重視傾向に関する現状調
査．第 4 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会，

松島瑞穂，廣瀬知人，髙木博，鈴木広道，鈴木將玄：

宮城県仙台市， 5 月，2013

カンボジア帰国後，発熱・下痢を主訴として来院し
たデング熱の 1 例．第595回日本内科学会関東地方会
（東京）， 3 月，2013年

梶川奈月，阪本直人，堤円香，前野貴美，横谷省治，
前野哲博：かぜにおける受診に対する態度と知識と
の関連．第 4 回日本プライマリ・ケア連合学会学術

木下賢輔，五十野博基，服部一哉，秋根大，金井貴夫，

大会，宮城県仙台市， 5 月，2013

小林裕幸，徳田安春：高齢者の脱水症の診断におけ
る皮膚水分測定器の有用性の検討．第110回日本内科
学会講演会，東京，2013年 4 月

梶川奈月，阪本直人，堤円香，前野貴美，横谷省治，
前野哲博：地域住民の Common Disease に関する理
解の現状調査．第 4 回日本プライマリ・ケア連合学
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会学術大会，宮城県仙台市， 5 月，2013

喫煙によって惹起された急性好酸球性肺炎の一例．
第 4 回日本プライマリ・ケア連合学会（仙台）， 5 月，

萩原信悟，久永貴之，高橋晶，下川美穂，矢吹律子，

2013年

木村洋輔，杉原有希，阿部克哉，志真泰夫：終末期
せん妄と鑑別困難なレビー小体型認知症の 1 例．第

鈴木智晴，金井貴夫，佐々木昭典，木下賢輔，石橋敦：

18回日本緩和医療学会学術大会，横浜，2013.06

髄膜炎での入院を契機に大腸癌と凝固異常が発覚し
集学的治療により根治を成し得た凝固因子 XII 欠乏の

栗原宏，前野貴美，前野哲博：患者から見た医師の

一例．第 4 回日本プライマリ・ケア連合学会（仙台），

適切・不適切な服装とは？地域・性別・年代層によ

5 月，2013年

る比較．第 4 回日本プライマリ・ケア連合学会学術
大会，仙台，2013年 5 月

住谷智恵子，金井貴夫，鎌田一宏，五十野博樹，小
林裕幸，徳田安春，高屋敷典生，佐藤匡美，萩原將

河村由吏可，前野哲博，高屋敷明由美：臨床指導医

太郎：腸管症関連成人 T 細胞白血病 / リンパ腫の一

の研修医指導実践状況および指導医のコンディショ

剖検例．第 4 回日本プライマリ・ケア連合学会（仙台），

ンと指導実践状況との関連．第45回日本医学教育学

5 月，2013年

会大会，千葉，2013年 7 月
野田章子，金井貴夫，木下賢輔，小林裕幸，徳田安春：
有田圭介，田中宏昌，守谷能和，大石克己，福本顕史，

心理的介入によって速やかに高血圧が改善した 3 例．

忍哲也，増田剛：成人多発性胃重複症の一例．第13

第 4 回日本プライマリ・ケア連合学会（仙台）， 5 月，

回全日本民医連消化器研究会，さいたま，2013年 3

2013年

月
儀賀理暁，田巻知宏，大井裕子，大津秀一，岡本拓也，
有田圭介，照井幸雄，稲村充則，雪田慎二，草間智子，

奥山慎一郎，金井貴夫，白石好，田中輝明，丹田滋，

日下泰子，高橋恵子，小林直美，原島まどか，澤辺由美，

藤本肇，小峰和美，春川正子，中山光男：シンポジ

田原環見：在宅緩和医療の実現へ向けて病院ができ

ウム「災害と緩和ケア〜東日本大震災から学ぶ」『そ

ること．第18回日本緩和医療学会学術大会，横浜，

こに居続けること

2013年 6 月

た日々〜』．第18回日本緩和医療学会（横浜）， 6 月，

〜緩和ケアが被災地に寄り添っ

2013年
小林直美，原島まどか，草間智子，雪田慎二，照井幸雄，
有田圭介，重吉到：医療者が提案するケアを望まな

坂田奈穂子，大久保恭子，金井貴夫：多職種連携のチー

い患者に対する緩和ケアチームの介入．第11回埼玉

ムアプローチによって在宅への移行が可能となった

サイコオンコロジー研究会，さいたま，2013年 7 月

一例．第18回日本緩和医療学会（横浜）， 6 月，2013
年

有田圭介，田中宏昌，守谷能和，大石克己，福本顕史，
忍哲也，小野未来代，吉野肇，増田剛：内視鏡検査

井上沙織，鈴木智晴，五十野桃子，金井貴夫，小林裕幸，

で診断された胃重複症の一例．第86回日本消化器内

籠橋克紀，大原元 , 栗島浩一，佐藤浩昭：腹痛で発症

視鏡学会総会，東京，2013年10月

した結核性腹膜炎、胸膜炎の 1 例．第601回日本内科
学会関東地方会，11月 9 日，2013

佐藤利栄，梶有貴，片山浩太，篠塚愛美，住谷智恵子，
金井貴夫，外山昌弘，高屋敷典夫，小林裕幸，佐藤浩

片山皓太，金井貴夫，石川和宏，土井永史：嫉妬妄

昭：巨大な腹部大動脈瘤による胆道感染症で敗血症

想を主訴に来院した Othello 症候群の 1 例．日本総合

性ショックを来たした 1 剖検例．第594回日本内科学

病院精神医学会（京都），11月30日，2013

会関東地方会， 2 月 9 日，2013
高屋敷明由美，前野貴美，前野哲博，桝正幸，原晃：
佐藤利栄，金井貴夫，木下賢輔，小林裕幸，徳田安春：

筑波大学卒業生の臨床能力調査 指導医による初期研
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修終了時の評価．第45回日本医学教育学会大会，千葉，

小林裕幸：コンピテンシーを基盤とする学部教育，

2013月 7 月

臨床研修，生涯教育の構築 水戸協同病院での医学
生及び研修医の実践的臨床教育の紹介．医学教育，

小川良子，前野哲博，高屋敷明由美，瀬尾恵美子，

44(Suppl)：13，2013

讃岐勝：筑波大学における78週間参加型臨床実習に
おける臨床経験達成度の現状．

村上智哉，鎌田一宏，岡田優基，秋根大，辻浩史，
小林裕幸，玉岡晃，槇村浩一，宮崎義継，徳田安春：

長岡広香，馬場玲子，風間郁子，入江佳子，木澤義之，

非 AIDS 患者のクリプトコックス髄膜炎の 1 例．第

奥村敏之，桜井英幸：放射線腫瘍科の患者に対する

595回日本内科学会関東地方会，2013

緩和ケアチームの役割は？〜放射線腫瘍科からの介
入依頼症例の考察〜．第18回日本緩和医療学会，横浜，

渡辺裕美，前野哲博，鈴木將玄，小林浩幸，前野貴美：

6 月，2013

急性蕁麻疹にグリチルリチン製剤と抗ヒスタミン剤
ではどちらの注射が有効か−単盲検前向きランダム

馬場玲子，外山美紀，長岡広香：当院緩和ケアチー

化試験−．第 4 回日本プライマリ・ケア連合学会学

ムへの依頼があった患者の最後の療養場所と意思決

術大会，仙台市， 5 月，2013

定について．第18回日本緩和医療学会，横浜， 6 月，
2013

前野哲博：大学 - 地域連携による地域医療教育の実際．
第45回日本医学教育学会大会，千葉市， 7 月，2013

百賢二，長岡広香，神林泰行，本間真人：インドメサ
シンスプレー使用患者におけるインドメサシン尿中

稲葉めぐみ，瀬尾恵美子，卯野木健，小川良子，讃岐勝，

排泄量の測定．第21回クリニカルファーマシーシン

林登，前野哲博，大河内信弘：多職種による教育プ

ポジウム

ログラムを通した筑波大学附属病院のチーム医療の

医師薬学フォーラム，石川，10月，2013

進展．第45回日本医学教育学会大会，千葉市， 7 月，
高木星宇，林幹雄，廣瀬知人，奥田洋一，大原佑介，

2013

永井健太郎，山本雅由，伊藤嘉朗，中村和弘，上村和也，
鈴木將玄：腹膜炎による大量腹水貯留を契機に診断

河村由吏可，前野哲博，高屋敷明由美：臨床指導医の

に至った遅発性 VP シャント感染の一例．第 9 回つく

研修医指導実践状況および指導医のコンピテンシー．

ば研修医学術集会（つくば），12月，2013

第45回日本医学教育学会大会，千葉市， 7 月，2013

山浦正道，林幹雄，野田章子，髙木博，廣瀬由美，

瀬尾恵美子，前野哲博，小川良子，大河内信弘：筑

廣瀬知人，五十嵐淳，内田温，菊地和徳，鈴木將玄：

波大学女子医学生，初期研修医における，希望する

PSL 内服により著効を示した好酸球増多症候群の 1

勤務環境についてのアンケート．第45回日本医学教

例．第 9 回つくば研修医学術集会（つくば）
，12月，

育学会大会，千葉市， 7 月

2013.

2013
小川良子，前野哲博，高屋敷明由美，瀬尾恵美子，
高尾航，端山幹大：下部消化管内視鏡前処置の Mg

讃岐勝：筑波大学における72週間参加型臨床実習に

製剤内服後に心肺停止をきたした 1 例．第 9 回つく

おける臨床経験達成度の現状．第45回日本医学教育

ば研修医学術集会（つくば），12月，2013

学会大会千葉市， 7 月

森田篤志，廣瀬由美，五十嵐淳，五十野桃子，廣瀬

前野貴美，高屋敷明由美，前野哲博，安梅勅江，磯

知人，稲津和歌子，髙木博，鈴木將玄：左麻痺と構

辺智範，渋谷和子，小茂田昌代：専門職連携教育の

音障害を主訴に来院し，感染性心内膜炎と診断した

教育効果評価ツールの開発．第45回日本医学教育学

一例．第 4 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大

会大会，千葉市， 7 月，2013

2013.

会（仙台）， 5 月，2013
前野貴美，高屋敷明由美，前野哲博，安梅勅江，磯
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辺智範，渋谷和子，小茂田昌代：大学間連携による

木村洋輔：呼吸困難．PEACE

茨城県緩和ケア研修会，

専門職連携教育の教育効果の検証．第45回日本医学

筑波メディカルセンター病院，2013年 3 月

教育学会大会，千葉市， 7 月，2013
木村洋輔：在宅医療の推進．筑西市地域医療連携推
講演・講義等

進事業第 1 回勉強会，ダイヤモンドホール，筑西，

大塚貴博，有田圭介，木村洋輔，浜野淳，高橋聡子，

2013年10月

山本由布：第25回学生・研修医のための家庭医療学
夏期セミナー，セッション「緩和ケア入門」講師，

木村洋輔：パネルディスカッション

湯河原，2013年 8 月11日

院支援・退院調整を考える

これからの退

退院支援・退院調整に

おける医師の役割．第14回日本医療マネジメント学
三浦太郎，高木暢，津田修治，大木乃理子，加藤光樹，

会茨城支部学術集会，茨城，2013年11月

水谷真季，綿貫聡，濱井彩乃，中山明子：ようこそ！
家庭医のアタマんなか！ season2．第25回家庭医療学

宮澤麻子：認知症のケア／終末期の意思決定につい

夏期セミナー，湯河原，2013年 8 月

て．特別養護老人ホームえみの里職員勉強会，常陸
太田，2013年 4 月

端山幹大：BLS/ACLS/AED 研修（院内全職員対象）
宮澤麻子：おやつの正しい選びかた． 4 年生向け生
端山幹大：急変時対応研修〜造影 CT 検査時のアナ

活習慣病予防講話．常陸太田市立小里小学校，常陸

フィラキシーの初期対応〜（院内全職員対象）

太田，2013年10月

端山幹大：静脈注射研修〜静脈の解剖生理，静脈注

宮澤麻子：〜悪い知らせの伝えかた〜コミュニケー

射の副作用 / 合併症とその対処（看護師対象）

ションンスキル．特別養護老人ホームえみの里職員
勉強会，常陸太田，2013年11月

髙木博：「家庭総合医のみかた」．藤枝市立総合病院
研修医発表会，静岡，2013年 3 月15日

宮澤麻子，小川京子：実践！感染予防．特別養護老
人ホームえみの職員勉強会，常陸太田，2013年12月

髙木博，大塚貴博，野田章子，木村洋輔，浜野淳，前
野哲博：80大学行脚プロジェクト「地域医療カフェ」．

宮澤麻子，大塚貴博，山本由布，木村洋輔，横谷省治：

筑波大学，つくば市，2013年 6 月 8 日

Win-Win のポートフォリオ勉強会第 3 回．総合診療
グループ教育セミナー，筑波大学，2013年 2 月

髙木博：「腹部診察レクチャー」．筑波大学プライマ
リケア研究会，つくば市，2013年 5 月

髙木博，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

五十野博基，鈴木貴之，一ノ瀬大地，糸井覚，松島瑞穂，

encounter”．総合診療グループ教育セミナー，筑波大

荻野理沙，五十野桃子，小野間優介，髙木博，小林裕幸：

学，つくば，2013年 2 月

「診断学〜つくば式

鑑別診断入門」．第25回医学生・

研修医のための家庭医療学夏期セミナー，静岡，2013

宮澤麻子，横谷省治：ポートフォリオは怖くない．

年8月

筑波大学総合診療グループウェルカムセミナー，筑
波ふれあいの里，つくば，2013年 4 月

髙木博：「鑑別診断入門」．埼玉医科大学 SAT 勉強会，
埼玉，2013年12月 7 日

宮澤麻子：大森医院の研修でできること．総合医コー
ス研修説明会，筑波大学，つくば，2013年 7 月

木村洋輔：がん疼痛の評価と治療．PEACE

茨城県

緩和ケア研修会，筑波メディカルセンター病院，2013

井添洋輔：循環器のフィジカルアセスメント．茨城県

年3月

訪問リハビリテーション実務者研修会，守谷，2013
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年12月

浜野淳：厚生労働省委託事業

緩和ケア普及啓発事

業「緩和ケア普及啓発事業のあり方検討会」ファシ
前野哲博，横谷省治，阪本直人，堤円香，釋文雄，小

リテーター．東京，2013年 1 月

曽根早知子：平成25年度筑波大学教員免許更新講習
臨床医が語る心と体の健康〜予防からケアまで．筑

浜野淳：結城市市民フォーラム「この結城で最期ま

波大学筑波キャンパス，つくば，2013年 6 月

で生きること」講師．結城，2013年 2 月

木 下 賢 輔， 徳 田 安 春：GIM Case Conference. GIM

浜野淳：茨城県緩和ケアカンファレンス座長．牛久，

Intensive Review 2013 in Kashima，鹿島，2013年 8 月

2013年 3 月

木下賢輔：総合診療を学ぶ特訓ゼミ 第 1 シリーズ in

浜野淳：日本緩和医療学会 PEACE プロジェクト緩和

大洗，大洗，2013年 9 月

ケア研修会ファシリテーター．つくば，2013年 3 月

鈴木広道：感染対策の地域連携にかかるシンポジウ

浜野淳，大石愛，春田淳志，田中久也，菅野哲也，

ム．水戸，2013年 3 月

木村洋輔：第 4 回日本プライマリ・ケア連合学会学
術大会ワークショップ「ワールド・カフェで語るジェ

鈴木広道：ICD Expert form in Tsukuba Part 2 ．つく

ネラリストに必要な緩和医療のスキルとは？」ファ

ば，2013年 5 月

シリテーター．仙台，2013年 5 月

鈴木広道：Up to date ライン感染．第21回がん地域治

髙木博，大塚貴博，木村洋輔，野田章子，松島瑞穂，

療連携の会，つくば，2013年10月

浜野淳：日本プライマリ・ケア連合学会若手ジェネ
ラリスト80大学行脚プロジェクト in つくば地域医療

堤円香：ボランティア論．アール医療福祉専門学校，

カフェファシリテーター．つくば，2013年 6 月

土浦，2013年 9 月〜 11月（全 8 回）
浜野淳：第18回日本緩和医療学会学術大会ポスター
堤円香：介護と仕事の両立のために．NTT データ九州，

発表「多職種協働 2 」座長．横浜，2013年 6 月

博多，2013年 2 月
浜野淳：日本緩和医療学会 PEACE プロジェクト緩和
堤円香：他人事ではない介護

必ず知っておきたい

ケア研修会ファシリテーター．つくば，2013年 6 月

ポイント〜介護と仕事の両立のために〜．富士通株
式会社労働組合，小山，2013年 3 月

浜野淳：薬剤師さんに知っておいてほしい疼痛緩和．
薬剤師懇話会，塩野義製薬株式会社，つくばみらい，

堤円香：他人事ではない介護

必ず知っておきたい

2013年 6 月

ポイント〜介護と仕事の両立のために〜．富士通株
式会社労働組合，那須，2013年 4 月

浜野淳：倦怠感 悪液質のメカニズム，倦怠感 悪液質
に対する治療，症状マネジメントと援助技術 VII．山

前野哲博，釋文雄，横谷省治，阪本直人，小曽根早知子，

梨県立大学，甲府，2013年 7 月

堤円香：教員免許更新講習．2013年 6 月
大塚貴博，有田圭介，木村洋輔，高橋聡子，山本由布，
堤円香：介護と仕事の両立のために . 高エネルギー加

浜野淳：第25回日本プライマリ・ケア連合学会夏期

速度研究所，つくば，2013年11月

セミナー「緩和ケア入門」ファシリテーター．湯河原，
2013年 8 月

堤円香（NPO 法人キャトル・リーフ）
：葉っぱの四季
フレディ．第18回緩和医療学会，横浜，2013年 6 月

浜野淳：「がん患者の倦怠感のマネジメント」がん診
療連携拠点病院機能強化事業 在宅緩和ケア地域連携
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事業 つくば在宅緩和セミナー．筑波大学附属病院，

阪本直人：喫煙予防教室．植松小学校，神栖市， 1 月，

つくば，2013年 9 月

2013

浜野淳：痛み全般と2013ガイドライン．トラマール

阪本直人：喫煙予防教室．太田小学校，神栖市， 1 月，

カプセル勉強会，つくば，2013年 9 月

2013

浜野淳：茨城における在宅医療とがん疼痛マネジメ

横谷省治，梶川奈月，阪本直人：喫煙予防教室．波

ント．第14回日本医療マネジメント学会茨城県支部

崎小学校，神栖市， 1 月，2013

学術集会ランチョンセミナー，つくば，2013年11月
阪本直人：喫煙予防教室．波崎西小学校，神栖市，2 月，
前野哲博，大久保英樹，横谷省治，阪本直人：白土

2013

綾佳先生講演会＆ワークショップ〜講演地域で働く
医師のキャリアパスを考える〜．地域枠スプリング

阪本直人：喫煙予防教室．大野原西小学校，神栖市，

セミナー，つくば市， 2 月，2013

2 月，2013

阪本直人：高齢者ケアの勘所，第 9 回神栖市介護サー

梶川奈月，釋文雄，小曽根早知子，阪本直人：喫煙

ビス事業者連絡会．神栖市，12月，2013

予防教室．軽野東小学校，神栖市， 2 月，2013

阪本直人：健康科学の実践④：総合医の役割．順天

阪本直人：喫煙予防教室．柳川小学校，神栖市， 3 月，

堂大学スポーツ健康科学部 健康科学概論 , 千葉県印

2013

西市， 6 月，2013
阪本直人：喫煙予防教室．軽野小学校，神栖市， 3 月，
阪本直人：ポートフォリオもこれでバッチリ！〜行

2013

動変容ステージに応じた効果的なサポート〜．医療
生協家庭医療学開発センターレジデントレクチャー

阪本直人：喫煙予防教室．神栖第 3 中学校，神栖市，

シリーズ，東京都新宿区， 3 月，2013

6 月，2013

阪本直人：「医学生を迎え，総診をテーマにした座談

阪本直人：喫煙予防教室．柳川小，神栖市， 9 月，

会」第 1 弾，医学生を迎え，総診をテーマにした座

2013

談会．NPO 法人筑波総合診療ネットワーク普及啓発
横谷省治，阪本直人：喫煙予防教室．神栖第 1 中学校，

事業，つくば，10月，2013

神栖市，10月，2013
阪本直人：「医学生を迎え，総診をテーマにした座談
会」第 2 弾，医学生を迎え，総診をテーマにした座

阪本直人：喫煙予防教室．太田小，神栖市，10月，

談会．NPO 法人筑波総合診療ネットワーク普及啓発

2013

事業，つくば，11月，2013
阪本直人：喫煙予防教室．土合小，神栖市，10月，
阪本直人，横谷省治：食育教室「おやつについて考

2013

えよう」．今鹿島小学校，つくば市， 1 月，2013
阪本直人：喫煙予防教室．波崎第 3 中学校，神栖市，
阪本直人，横谷省治：食育教室「おやつについて考

11月，2013

えよう」．大曽根小学校，つくば市， 1 月，2013
阪本直人：喫煙予防教室．大野原小，神栖市，11月，
阪本直人：食育教室「おやつについて考えよう」指導・

2013

監修．葛城小学校，つくば市，12月，2013
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阪本直人：喫煙予防教室．波崎第 2 中学校，神栖市，

和医療学会学術大会，横浜，2013.06

12月，2013
久永貴之：臨床でのイーフェンバッカル錠の使用
阪本直人：健診結果のミカタ．神栖市保健センター，

経 験． 茨 城 イ ー フ ェ ン 発 売 記 念 講 演 会， つ く ば，

神栖市， 8 月，2013

2013.11.25

前野哲博，阪本直人：健診結果のミカタ．神栖市保

前野哲博，河村由吏可：平成24年度第 3 回茨城県指

健センター，神栖市， 9 月，2013

導医講習会．阿見，2013年 2 月

横谷省治，阪本直人：健診結果のミカタ．神栖市保

前野哲博，河村由吏可：平成25年度第 1 回茨城県指

健センター，神栖市，10月，2013

導医講習会．つくば，2013年 7 月

阪本直人：
「気軽に！ストレッチ＆マーシャル・アー

前野哲博，河村由吏可：平成25年度和歌山県指導医

ツエクササイズ 〜ウエスト引き締め効果バッチリ編」

講習会．和歌山，2013年12月

ポスター版．患者教育リーフレットシリーズ，2013
有田圭介：企画責任者・講師．がん診療に携わる医
阪本直人：
「気軽に！ストレッチ＆マーシャル・アー

師のための緩和ケア研修会，川口，2013年 2 月

ツエクササイズ 〜ウエスト引き締め効果バッチリ編」
有田圭介：分科会 D「緩和医療・栄養①」座長．第

冊子版．患者教育リーフレットシリーズ，2013

13回全日本民医連消化器研究会，さいたま，2013年
阪本直人：全 6 編：みそ汁編，めん類編，塩蔵類編，
漬け物編，調味料編その 1 ，調味料編その 2

3月

第 2 版．

「減塩のコツ」シリーズ患者教育リーフレット，2013

大塚貴博，有田圭介，木村洋輔，小野間優介，濱野
純，高橋聡子，斎藤剛，山本由布：セッション 3 「緩

久永貴之：ファシリテーター．PEACE 茨城県緩和ケ

和ケア入門」講師．第25回学生・研修医のための家

ア研修会，筑波大学付属病院，2013.6.8

庭医療学夏期セミナー，湯河原，2013年 8 月

久永貴之：企画責任者，ファシリテーター．PEACE

金井貴夫：未来ある高校生へ．平成24年度いばらき版

茨城県緩和ケア研修会，筑波メディカルセンター病

サイエンスハイスクール事業「医学部進学セミナー」

院，2013.11.9-10

（県立水戸第一高等学校），水戸，2013年 1 月

久永貴之：がん性疼痛講義．神奈川医科歯科連携講

金井貴夫：アスリートと睡眠．水戸ホーリーホック

習会，横浜，2013.2.24

研修所，水戸，2013年 2 月 1 日

久永貴之：オピオイドによるがん疼痛治療 選び方と

金井貴夫：オピオイド処方．茨城県緩和ケア研修会（ひ

使い方のコツ．癌疼痛緩和と医療用麻薬の適正使用

たちなか総合病院），2013年 2 月 2 日

推進のための講習会，札幌，2013.3.16
金井貴夫：コミュニケーション．茨城県緩和ケア研
久永貴之：ワークショップ演者．ガイドラインから

修会（ひたちなか総合病院），2013年 2 月 3 日

学ぶ がん患者の消化器症状の緩和，消化器症状ガイ
ドラインの概要と嘔気嘔吐の薬物療法，第18回日本

金井貴夫：総合病院で行う緩和ケア〜患者中心のチー

緩和医療学会学術大会，横浜，2013.06

ムビルディング〜．第 1 回緩和ケア研修会（国立国
際医療研究センター），東京，2013年 2 月 5 日

久永貴之：ランチョンセミナー演者．患者がもとめ
る早期からの緩和ケア

最近の話題．第18回日本緩

金井貴夫：プライマリケアにおけるうつ診療．水戸
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市医師会学術講演会（水戸市医師会館），水戸，2013

金井貴夫：コミュニケーション．国立国際医療研究

年2月7日

センター緩和ケア研修会，東京，2013年11月24日

金井貴夫：スポーツメンタルの世界．水戸ホーリー

長岡広香：ファシリテーター．茨城県緩和ケア研修会，

ホック研修所，水戸，2013年 2 月12日

筑波大学附属病院， 6 月，2013

金井貴夫：コミュニケーション．埼玉医科大学総合

長岡広香：ファシリテーター．茨城県緩和ケア研修会，

医療センター緩和ケア研修会，埼玉，2013年 3 月 3

友愛記念病院， 9 月，2013

日
長岡広香：ファシリテーター．PEACE 指導者研修会，
金井貴夫：続 元気にする・なるコミュニケーション．

船橋，11月，2013

日立市看護管理研究会，日立，2013年 6 月27日
長岡広香：レジデントレクチャー「臨死期のケア」，
金井貴夫：緩和ケアについて．大鵬薬品工業株式会

筑波大学附属病院，12月，2013

社水戸出張所会議所，水戸，2013年 8 月 7 日
上野友之，馬場玲子，風間郁子，長岡広香：「がんリ
金井貴夫：総合内科の現状と今後の展望．総合内科

ハビリテーションの実際」．Cancer Week 2013，筑波

フォーラム in Fukuoka プログラム，福岡，2013年 8

大学附属病院，10月，2013

月17日
長岡広香：茨城県薬剤師協会 がん専門薬剤師講習会．
金井貴夫：コミュニケーション．平成25年度第 1 回
埼玉県緩和ケア研修会（さいたま市民会館うらわ），

「最近のがん性疼痛治療戦略」，つくば国際会議場，
4 月，2013

埼玉，2013年 9 月 1 日
長岡広香，斉藤真理：緩和ケアチーム口演座長．第
金井貴夫：身体化症状を呈したうつ病にエスシタロ

18回日本緩和医療学会，横浜， 6 月，2013

プラムが有効であった 3 例．レクサプロ錠発売 2 周
長岡広香：厚生労働省国立がん研究センター委託事

年記念講演会，水戸，2013年 9 月11日

業．がん医科歯科連携講習会，筑波メデイカルセン
金井貴夫：臨床推論 8 番勝負．総合診療を学ぶ特訓

ター病院，10月，2013

ゼミ in 大洗，大洗，2013年 9 月28日
横谷省治：血圧の気になる方へ．神栖市高血圧教室，
金井貴夫：職場におけるメンタルヘルス〜初期対応

神栖，2013年 2 月

について〜．JA 水戸，水戸，2013年10月11日
横谷省治：医療の中のサイエンスとアート．土浦日
小林裕幸，金井貴夫，Richard Birrer：オリンピック

本大学高等学校・土浦日本大学中等教育学校 平成25

級トップアスリート向けスポーツ医学最新マネジメ

年度医歯薬系講演会，土浦，2013年 5 月

ントの実際．総合診療を学ぶ特訓ゼミ第 2 シリーズ
横谷省治：わたしは家庭医になりたい．茨城県立竜ヶ

in 笠間，笠間，2013年11月 3 日

崎第一高等学校 高校生のための医学セミナー，龍ケ
金井貴夫：水戸協同病院総合診療科のシステムにつ

崎，2013年 6 月

いて．第 1 回地域医療を考える会，水戸，2013年11
横谷省治：医師は病気をどう診ていくか．常総学院

月14日

高等学校 高校生のための医学セミナー，土浦，2013
金井貴夫：呼吸器症状．国立国際医療研究センター

年6月

緩和ケア研修会，東京，2013年11月24日
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稲田美紀，横谷省治：ワークショップ 家庭医による

横谷省治：ディレクター，タスクフォース．2013年

性教育〜避妊・性感染症予防を中心に．第25回医学

度第 5 回日本プライマリ・ケア連合学会 指導医養成

生・研修医のための家庭医療学夏期セミナー，熱海，

講習会（入門編），大阪，2013年11月

2013年 8 月
横谷省治：ディレクター，タスクフォース．2013年
横谷省治：からだからの情報を読み取る〜身体診察

度第 7 回日本プライマリ・ケア連合学会 指導医養成

〜バイタルサイン．茨城県 筑波大学オープンキャン

講習会（入門編），東京，2013年12月

パスツアー，つくば，2013年 8 月
小林裕幸：水戸協同病院での臨床参加型実習の取り
横谷省治：タバコの話し．神栖市ヘルスプロモーショ

組み．平成25年度札幌医科大学地域包括型診療参加

ン事業 喫煙予防教室，波崎小学校，神栖，2013年 1

臨床実習公開セミナー講演，2013

月
小林裕幸：指導医養成講習会タスクフォース．全国
横谷省治：タバコの話し．神栖市ヘルスプロモーショ

自治体病院指導医養成講習会，2013

ン事業 喫煙予防教室，神栖第一中学校，神栖，2013
小林裕幸：スポーツ医学．自転車 C 級コーチ講習会

年10月

講演，2013
横谷省治：こどもの事故防止．中郷こどもの家 健康
小林裕幸：国際学会ワークショップ．日本プライマリ・

教室，北茨城，2013年 2 月

ケア連合学会秋季セミナー，2013
横谷省治：神栖市高血圧教室．はさき生涯学習セン
小林裕幸：水戸協同病院での取り組みと研修医への

ター，神栖，2013年 2 月

フィードバック〜実践編〜．第 3 回兵庫臨床研修セ
横谷省治：神栖市高血圧教室．神栖市保健福祉会館，

ミナー講演，2013

神栖，2013年 2 月
小林裕幸：スポーツ医学ケースカンファレンス．茨
横谷省治：健診結果のみかた〜生活習慣病を中心に．

城県第 2 回若手医師セミナー講演，2013

神栖市健康教室，神栖，2013年10月
小林裕幸：水戸協同病院での医学生．研修医育成の
横谷省治：ディレクター，タスクフォース．2012年

取り組みについて．雲南市立病院講演，2013

度第 6 回日本プライマリ・ケア連合学会 指導医養成
小林裕幸：臨床推論ケースカンファレンス．茨城県

講習会（入門編），東京，2013年 3 月

第 1 回若手医師セミナー講演，2013
横谷省治：ディレクター，タスクフォース．2013年
度第 1 回日本プライマリ・ケア連合学会 指導医養成

小林裕幸：臨床推論ケースカンファレンス．筑波メ

講習会（入門編），仙台，2013年 5 月

ディカルセンター講演，2013

横谷省治：ディレクター，タスクフォース．2013年

小林裕幸：指導医養成講習会チーフタスクフォース．

度第 2 回日本プライマリ・ケア連合学会 指導医養成

島根大学指導医養成講習会，2013

講習会（家庭医療の特徴を活かした具体的な指導や
小林裕幸：水戸協同病院総合診療科のイチロー型総

ポートフォリオ作成支援），名古屋，2013年 7 月

合診療医育成の取り組み．第 7 回病院総合診療医学
横谷省治：ディレクター，タスクフォース．2013年

会講演，2013

度第 4 回日本プライマリ・ケア連合学会 指導医養成
講習会（プログラム責任者向け），大阪，2013年11月

小林裕幸：整形外科プライマリケア診察．鹿島 GIM
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セミナー講演，2013

前野哲博：わかりやすい症候診断 ②．薬剤師生涯学
習講座

小林裕幸：診断学ワークショップ．家庭医療学夏期

一歩先を行く医療従事者になるために！（名

古屋市）， 6 月，2013年

セミナー，2013
前野哲博：わかりやすい症候診断 ③．薬剤師生涯学
小林裕幸：身体診察セミナー．水戸医学生セミナー，

習講座

2013

阪市）， 7 月，2013年

小林裕幸：研修医のためのスポーツ医学．県北レジ

前野哲博：日本プライマリ・ケア連合学会における

デントセミナー，2013

新しい専門医制度について．第13回全国大学病院総

一歩先を行く医療従事者になるために！（大

合診療部連絡協議会（東京都新宿区）， 7 月，2013年
小 林 裕 幸：Teaching program for generalists/family
physician. プライマリ・ケア連合学会学術集会シンポ

前野哲博：指導医養成講習会

ジウム，2013

25年度第 1 回茨城県指導医養成講習会（つくば市），

ディレクター．平成

7 月 6 日（土）〜 7 日（日）2013年
小林裕幸：抗菌薬の使い方．第14回ご近所ネットワー
ク勉強会講演，2013

前野哲博：大学と地域医療機関との連携した医療人
教育

求めるべきアウトカムは何か 大学 - 地域連携

小林裕幸：スポーツ医学．自転車ロードレース U23

による地域医療教育の実際．第45回日本医学教育学

講演，2013

会大会（千葉市）， 7 月，2013年

小林裕幸：臨床推論ケースカンファレンス．総合医

前野哲博：不定愁訴に対する臨床決断．診療に役立

スキルアップセミナー，2013

つカンファレンス（東京都千代田区）， 8 月，2013年

前野哲博：研修のメンタルヘルスケアについて．第

前野哲博：既存の枠組みを超えた多職種連携への取

11回全国労災病院臨床研修指導医講習会（川崎市），

り組み．第75回九州山口薬学大会（佐賀市）， 9 月，

1 月，2013年

2013年

前野哲博：指導医養成講習会

ディレクター．第 3

前野哲博：これからの臨床教育−診療参加型臨床教

回茨城県指導医養成講習会（つくば市）， 2 月，2013

育−．宮崎大学医学部 FD 研修会（宮崎市）， 9 月，

年

2013年

前野哲博：臨床実習を通して形成される大学病院と

前野哲博：専門医制度について．総合診療を学ぶ特

地域との互恵関係について．平成24年度札幌医科大

訓ゼミ第 1 シリーズ in 大洗（大洗町）， 9 月，2013年

学「地域包括型による診療参加臨床実習」公開セミ
ナー（札幌市）， 3 月，2013年

前野哲博：総合医時代がやってくる〜総合医の育成
をめざして．
「総合医を育て地域住民の安心を守る会」

前野哲博： 5 大学 ACT-network の進むべき道．東京

第 4 回市民フォーラム（東京都港区），10月，2013年

女子医科大学シンポジウム「東関東・東京高度医療
人養成ネットワーク（ 5 大学連携）」事業報告（東京

前野哲博：新しい総合診療専門医制度の動向とその

都新宿区）， 3 月，2013年

インパクト．実地医家のための会

第555回10月例会

（東京都文京区），10月，2013年
前野哲博：わかりやすい症候診断 ①．薬剤師生涯学
習講座

一歩先を行く医療従事者になるために！（東

京都品川区）， 6 月，2013年

前野哲博：病院において総合診療医が育ちにくいの
か．第55回全日本病院学会 in 埼玉「日本プライマリ・
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ケア連合学会との連携シンポジウム」（さいたま市大

900人魅了．東奥日報，2013年 4 月30日

宮区），11月，2013年
堤円香（NPO 法人キャトル・リーフ）：音楽劇
前野哲博：不定愁訴に対する臨床決断．県南地区学

葉っ

ぱの四季フレディ．病院，2013年 9 月号，665-669

術講演会（つくば市），11月，2013年
堤円香（NPO 法人キャトル・リーフ）：102歳「いの
前野哲博：「症候診断の基本的考え方」〜病歴だけで

ち」を仲間と実感する喜び．朝日小学生新聞（朝刊），

ここまでわかる〜．診断学セミナー（深谷市），11月，

2013年10月11日， 1 面

2013年
金井貴夫：たかが睡眠，されど睡眠．IBS 茨城放送「JA
前野哲博：地域医療の現場における大学の教育機能

さわやかモーニング」，2013年 8 月20日放送

の展開』．第 2 回全国シンポジウム「日本の国情・ 2
次医療圏の実情を熟考して，理想的医師・医療者育

表

彰

成教育の展開を考える2013」（秋田市），11月，2013

端山幹大：平成25年筑波メディカルセンター病院研

年

修医学術大会

前野哲博：研修医のメンタルヘルスケア．平成25年

研究費，補助金等資金獲得

度若手医師ステップアップ研修会（出雲市），12月，

浜野淳：2012年〜 2013年年度

2013年

ア連合学会

指導者賞受賞

研究助成金

日本プライマリ・ケ

取得「診療所外来を受診

した高血圧患者における閉塞性睡眠時無呼吸の臨床
前野哲博：研修医が学習する症候診断の過程．模擬

診断アルゴリズム開発」

カンファレンス（東京都品川区），12月，2013年
浜野淳：2013年度

聖ルカ・ライフサイエンス研究

前野哲博：ディレクター．医師臨床研修指導医講習

所

会（和歌山市），12月，2013年

宅患者における Polypharmacy の実態と不適切な薬剤

臨床疫学等などに関する研究助成金

取得「在

投与に関連する因子に関する調査」
班研究報告
釋文雄，堤円香，宮澤麻子，髙木博，高屋敷明由美：

釋文雄：一般医薬品セルフメディケーション振興財

感冒に対する患者及び健診受信者セルフメディケー

団平成25年度助成金．感冒罹患時のセルフメディケー

ションに関する意識調査．公益財団法人

ションに関する看護師の意識調査

薬品セルフメディケーション振興財団

一般用医
平成24年度

調査研究報告書，2013
喜多恒和，石橋理子，岩田みさ子，太田寛，小林裕幸，
佐久本薫，杉浦敦，高野政志，中西美紗緒，松田秀雄，
箕浦茂樹，藤田綾，平成24年度厚生労働科学研究費
補助金（エイズ対策研究事業）「HIV 母子感染の疫学
調査と予防対策および女性・小児感染者支援に関す
る研究」班：HIV 感染妊婦とその児に関する臨床デー
タの集積および HIV 感染妊婦データの解析．平成24
年度 HIV 母子感染の疫学調査と予防対策および女性・
小児感染者支援に関する研究報告書，p19-p60，2013
取材記事等（新聞・雑誌などに取り上げられたもの）
堤円香（NPO 法人キャトル・リーフ）
：いのちの物語
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