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こんなにいいコト !，Gノート2-5，羊土社，東京，
2015，770-776
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堤円香，前野貴美：今こそ臨床研究をはじめよう !忙
しい臨床医のための研究実践のコツ あなたのリサー
チマインドを輝かせるために…（第 2回）研究のフレー
ム リサーチクエスチョンを立てよう，Gノート2-6，
羊土社，東京，2015，921-928.

金井貴夫：【総合医のためのスポーツ医学ベーシック
ス】メンタルトレーニングとアスリートの睡眠．総合
診療 25（2）：153-155，2015

高屋敷明由美：特集ライフキャリア・サバイバル～女
性医師が行きやすい社会を目指して．働き方の多様な
先輩女性医師からの経験を踏まえたメッセージ（ロー
ルモデル）大学病院勤務．「治療」2015年12月号，南山堂，
東京，2015：1753-1755

高屋敷明由美：特集ライフキャリア・サバイバル～
女性医師が行きやすい社会を目指して．女性医師の
結婚と離婚．「治療」2015年12月号，南山堂，東京，
2015：1789-1790

長岡広香：リウマチ，膠原病による痛みの対処法は？．
レジデントノート Vol17，No4，2015

鈴木將玄，河野元嗣，高橋晶：【生きると向き合うわ
たしたちの自殺対策】死にたいといわれたその時に　
死にたい患者を ERで助けたその後で…．治療97（6）：
769-771，2015

横谷省治：家庭医療後期研修プログラムのなかの診療
所研修．治療97，1047-1052，2015

横谷省治：総合診療指導医育成．診断と治療103，
1615-1619，2015

前野貴美：【医学教育 Up To Date】専門職連携教育．
日本内科学会雑誌 104：2509-2515，2015

小林裕幸：【高齢者救急の落とし穴－紹介する
時，される時】　症状別ピットフォール　atypical 

presentationを中心に 腰背部痛　数多い対象からいか
にリスクのある症例をピックアップするか 総合診療
25（6）：544-546，2015

小林裕幸：【総合医のためのスポーツ医学ベーシック

ス】　総合医が知っておきたいスポーツ医学の知識 ス
ポーツと脳震盪 総合診療25（2）：142-144，2015

小林裕幸：【総合医のためのスポーツ医学ベーシック
ス】 プライマリ・ケアの現場で必要なスポーツ医学と
は 総合診療25（2）106-109，2015

三村將，中尾睦宏，前野哲博，秋山剛：座談会　内科
医のためのうつ病診療トライアル　専門医が勧める診
断・処方のコツ，内科，115（2）：281-291，2015

前野哲博，守屋文貴：対談「ノンテクニカルスキル」
で今より強いチームをつくる，看護管理，25（4）：
318-325，2015

吉村博邦，丸山泉，前野哲博：座談会　新しい総合診
療専門医制度への期待，カレントテラピー，33（7）：
78-87，2015

Journal Club，Jhospitalist Network

作成者五十野桃子，監修者五十野博基：『積極的に生
活習慣へ介入すると体重は減るか』Eight-year weight 

losses with an intensive lifestyle intervention: the look 

AHEAD study，2015年 4 月21日

作成者五十野博基：『腎結石症疑いには，エコーか CT

か 』Ultrasonography versus Computed Tomography 

for Suspected Nephrolithiasis，2015年 7 月 2 日

作成者荻野利紗，監修者五十野博基：家庭血圧測定は，
降圧に寄与するか，2015年10月19日

Clinical Question, Jhospitalist Network

作成者上田篤志，監修者五十野博基：Refeeding 

syndrome．2015年 2 月 5 日

作成者五十野博基：アルコール問題のスクリーニング．
2015年 5 月 1 日

作成者大澤亮，監修者五十野博基：PT-INR延長時の
対応（非弁膜症性の心房細動でワーファリン内服中）．
2015年 5 月13日

作成者久野遥加，監修者五十嵐淳，五十野博基：アル
コール離脱症候群の早期診断とマネージメント．2015



― 71 ―

年 7月 2日

作成者坂入慧一郎，監修者五十野博基，吉本尚：続発
性無月経の鑑別2015年 9 月21日

著書・書籍
長谷川隆一，五十野博基，阿部智一，槇田浩史編：第
7章慢性呼吸器疾患－急性増悪の管理，呼吸療法 Up 

Date　真興交易（株）医書出版部，2015年 4 月

中澤一弘，吉本尚：青年期 4　アルコール．総合診療
専門医のカルテ（ 1），草場鉄周，横林賢一編集，中
山書店，東京，2015：64-5

中澤一弘，吉本尚：青年期 5　喫煙．総合診療専門医
のカルテ（ 1），草場鉄周，横林賢一 編集，中山書店，
東京，2015：66-7

吉本尚：こんなとき，どうする？ PC医が依存とアディ
クションに出会ったら　健康診断で肝機能異常を指摘　
プライマリ・ケア医による解答，松本俊彦，宮崎仁 

編集，いまどきの依存とアディクション　プライマリ・
ケア／救急における関わりかた入門，南山堂，東京，
2015：2-6

猪野亜郎，吉本尚：精神科医とプライマリ・ケア医の
上手な連携ーアルコール患者を中心に，松本俊彦，宮
崎仁 編集，いまどきの依存とアディクション　プラ
イマリ・ケア／救急における関わりかた入門，南山堂，
東京，2015：162-8

吉本尚：プライマリ・ケア医ならできるアルコール問
題への予防介入，松本俊彦，宮崎仁 編集，いまどき
の依存とアディクション　プライマリ・ケア／救急に
おける関わりかた入門，南山堂，東京，2015：198-
203

吉本尚：飲みニケーションは本当にいいの？，伴信太
郎・樋口進 監修，ぼくらのアルコール診療　シチュ
エーション別。困ったときの対処法，南山堂，東京，
2015：219

吉本尚：精神科紹介を本人に拒否された…….，伴信
太郎・樋口進 監修，ぼくらのアルコール診療　シチュ
エーション別。困ったときの対処法，南山堂，東京，

2015：139-44

吉本尚：はじめに～総合診療医より，伴信太郎・樋口
進 監修，ぼくらのアルコール診療　シチュエーショ
ン別。困ったときの対処法，南山堂，東京，2015：ⅵ

伴信太郎，樋口進，吉本尚，久我弘典，小松知己，長
徹二：ぼくらのアルコール診療　シチュエーション別。
困ったときの対処法，南山堂，東京，2015

吉本尚：家庭医の臨床的方法　家族志向性アプローチ，
藤沼康樹 編集，新・総合診療医学 家庭医療学編 第 2
版，カイ書林，東京，2015：76-83

吉本尚：家庭医療の実践　園医・校医・産業医と家庭医，
藤沼康樹 編集，新・総合診療医学 家庭医療学編 第 2
版，カイ書林，東京，2015：250-6

吉本尚：家庭医の臨床的方法　患者教育と行動変容，
藤沼康樹 編集，新・総合診療医学 家庭医療学編 第 2
版，カイ書林，東京，2015：95-100

廣瀬知人，長浜正彦：集中治療999の謎（田中竜馬 編
集），メディカル・サイエンス・インターナショナル，
東京，2015年 2 月 6 日：P.176-7

浜野淳：Polypharmacy．総合診療専門医のカルテ．
東京，中山書店；2015，148-149．

浜野淳：複数の医療機関受診．総合診療専門医のカル
テ．東京，中山書店；2015，150-151．

浜野淳：睡眠時無呼吸症候群．エピソードを見逃すな！　
徐々に進行する疾患への連携アプローチ．プリメド社；
2015，68-72．

浜野淳：生命予後が限られた疾患について説明する．
緩和ケアの基本66とアドバンス44．東京，南江堂，
2015，22-23．

浜野淳，須田さと子：オピオイドの副作用：便秘，悪心・
嘔吐，眠気，せん妄．はじめてのがん疼痛ケア．大阪，
メディカ出版； 2015，70-83．

阪本直人：青年期11「ヘルスメンテナンス」（P.78-79），
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壮年期11「ヘルスメンテナンス」（P.108-109）を担当
（分担執筆），総合診療専門医のカルテ－プロブレムリ
ストに基づく診療の実際（総合診療専門医シリーズ），
2015年 6 月

横谷省治：リウマチ性多発筋痛症．内山富士雄，西村
真紀編，エピソードを見逃すな！徐々に進行する疾患
への連携アプローチ，プリメド社，大阪，2015：126-
132

前野哲博：症例 8　19歳男性．臥床時に憎悪する呼吸
困難．野口善令　監修　カンファレンスで学ぶ　臨
床推論の技術，日経メディカル，日経 BP社，東京，
2015：45-47

前野哲博：症例21　38歳男性．拍動性の頭痛が 3日前
から続く．野口善令　監修　カンファレンスで学ぶ　
臨床推論の技術，日経メディカル，日経 BP社，東京，
2015：102-104

前野哲博：症例22　26歳男性．頭痛．野口善令　監修　
カンファレンスで学ぶ　臨床推論の技術，日経メディ
カル，日経 BP社，東京，2015：105-107

前野哲博：症例23　54歳男性．排尿後のめまい，動悸，
頭痛．野口善令　監修　カンファレンスで学ぶ　臨
床推論の技術，日経メディカル，日経 BP社，東京，
2015：108-110

前野哲博：症例27　57歳男性．胸痛．野口善令　監修　
カンファレンスで学ぶ　臨床推論の技術，日経メディ
カル，日経 BP社，東京，2015：126-128

前野哲博：症例35　95歳男性．繰り返す嘔吐．野口善
令　監修　カンファレンスで学ぶ　臨床推論の技術，
日経メディカル，日経 BP社，東京，2015：161-163

前野哲博：症例39　70歳男性．下肢痛，発熱，開口障害．
野口善令　監修　カンファレンスで学ぶ　臨床推論
の技術，日経メディカル，日経 BP社，東京，2015：
180-182

前野哲博：症例40　55歳男性． 2年前から続く両足の
痛み．野口善令　監修　カンファレンスで学ぶ　臨
床推論の技術，日経メディカル，日経 BP社，東京，

2015：183-185

前野哲博：症例43　63歳男性．両手のしびれ，嘔吐．
野口善令　監修　カンファレンスで学ぶ　臨床推論
の技術，日経メディカル，日経 BP社，東京，2015：
193-195

前野哲博：デキる医療者になるための症状対応　ベ
スト・プラクティス，学研メディカル秀潤社，東京，
2015，216

翻　訳
前野哲博日本語版監修，プライマリ・ケアポケットレ
ファランス，メディカル・サイエンス・インターナショ
ナル，東京，2015 訳：筑波大学総合診療科（明石祐作，
五十嵐淳，市川卓生，五十野博基，五十野桃子，一ノ
瀬大地，伊藤慎，稲津和歌子，稲葉崇，大澤さやか，
大澤亮，大塚貴博，荻野利紗，小曽根早知子，金井貴
夫，木下賢輔，木村洋輔，久野遥加，栗原宏，小林裕幸，
斉藤剛，阪本直人，鈴木広道，鈴木將玄，高木博，高
橋聡子，高橋弘樹，高屋敷明由美，中澤一弘，永藤瑞
穂，野田章子，浜野淳，林幹雄，端山幹大，東端孝博，
廣瀬知人，廣瀬由美，細井崇弘，前野貴美，舛本祥一，
宮澤麻子，向山和彦，山本由布，横谷省治，吉本尚）

学会発表
Hamaguchi S, Kusaka K, Hamada S, Nigawara S, Kasai 

Y, Iwata H, Yamada K, Wakabayashi T, Suzuki M, 

Morimoto K, Yaegashi M, Asoh N, Hamashige N, Abe 

M, Aoshima M, Ariyoshi K: Pre-exist patient factors 

for initial mortality prediction do adult pneumonia in a 

population aging society. 第 6回日本プライマリ・ケア
連合学会，筑波，2015年 6 月

Kuno H, Gomi H, Fukushima K, Matsumoto Y, 

Shirokawa T, Miura K, Taguchi S, Takayashiki N, 

Kanai T.: Rapidly progressive fatal gas gangrene due 

to Clostridium septicum in a patient with colon cancer 

revealed by autopsy. 38th Annual Meeting of the Society 

of General Internal Medicine. Toronto, Canada, April, 

2015

久野遥加，矢野晴美，城川泰司郎，三浦紘世，田口
詩路麻，高屋敷典生，金井貴夫：Rapidly progressive 

fatal gas gangrene due to Clostridium septicum in a 
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patient with colon cancer revealed by autopsy．米国総
合内科学会 SGIM 38th Annual Meeting，トロント，
2015年 4 月22日－25日

Sayaka Ohsawa, Hiroki Isono, Eiji Ojima, Masahiro 

Toyama, Yasuhisa Kuroda, Shigeyuki Watanabe: Late 

onset VF Storm after Acute Myocardial Infarction. ACP

（米国内科学会）日本支部年次総会2015，京都，2015
年 5 月

Yu Yamamoto, Sachiko Ozone, Madoka Tsutsumi, 

Fumio Shaku: Effect of role-playing in training medical 

students to adopt a psychosocial approach. 2015 Wonca 

Asia Pacific Regional Conference, Taipei（Taiwan), 

2015. 3. 7

Mikio Hayashi, Masanari Shiigai: Comparative study 

of calcific longus colli tendinitis in the past year at 

our hospital. 20   th WONCA Europe Conference 2015, 
Istanbul, Oct. 2015

Hiroshi Takagi, Madoka Tsutsumi, Fumio Shaku, 

Shuhei Kawaguchi, Yusaku Akashi, Masatsune Suzuki, 

Tetsuhiro Maeno: The natural course of the common 

cold and patients’ hospital revisitation, WONCA Asia 

Pacific conference 2015, Taipei, Taiwan, 2015年 3 月

Hisashi Yoshimoto, Junji Haruta, Ai Oishi, Kenji 

Yoshimi, Kazue Yoshida, Michiko Goto: Social skills 

of specialists currently involved in interprofessional 

collaboration in Japan. 12th AsiaPacific Medical 

Education Conference (APMEC), Singapore, February 

2015

Sachiko Ozone, Yu Yamamoto, Shuhei Kawaguchi, 

Fumio Shaku: Japanese teacher ’s perceptions of 

psychosocial care of their students: a qualitative 

study. 2015 Wonca Asia Pacific Regional Conference, 

Taipei(Taiwan), 2015.3.5

Junji Haruta, Mariko Otsuka, Ikuko Sakai, Toshinori 

Shimoi, Hisashi Yoshimoto: Development of an 

interprofessional competency framework in Japan. 

Collaborating Across Boarders V, Roanoke, VA, 

September -October, 2015.

Junji Har uta, Ai Oishi, Kazue Yoshida, Michiko 

Goto, Hisashi Yoshimoto, Kenji Yoshimi: Physician’s 

recognition of and by other professions, 12th AsiaPacific 

Medical Education Conference (APMEC), Singapore, 

February 2015

Junji Haruta, Hiroshi Nishigori: How do healthcare 

professionals and lay people in a community learn 

interactively? A case of trans-professional education, 

12th AsiaPacific Medical Education Conference 

(APMEC), Singapore, February 2015

Kazue Yoshida, Junji Haruta, Ai Oishi, Michiko Goto, 

Hisashi Yoshimoto, Kenji Yoshimi: Relationship 

between nurses ’ “social skills” and the degree of 

knowledge regarding the professions of other co-

medicals, in Japan. 12th AsiaPacific Medical Education 

Conference (APMEC), Singapore, February 2015

Michiko Goto, Junji Haruta, Kazue Yoshida, Ai Oishi, 

Hisashi Yoshimoto, Kenji Yoshimi: A sur vey of 

interprofessional education in Japan: A cross sectional 

study of schools of medicine and other related health 

care ser vices. 12th AsiaPacific Medical Education 

Conference (APMEC), Singapore, February 2015

Junji Haruta: How does the complexity of cases 

influence the consensus-building and objective-setting 

in multi-professional case conferences? APME-Net 

(Asian Pacific Medical Educator’s Network),Niigata,Jap

an,July,2015

Junji Har uta, Tomomi Iioka, Ai Kojima, Shuhei 

Ichikawa, Kenji Yoshimi, Hisashi Yoshimoto: How 

does the complexity of cases influence the consensus-

building and objective-setting in multi-professional case 

conferences? An International Association For Medical 

Education, Glasgow, UK, September, 2015

Kinoshita K, Tokuda Y: Impact of Inpatient Case-Load, 

Emergency Department Duties, and Online Learning 

Resource on General Medicine In-Training Examination 

Scores in Japan. SHM Annual Meeting 2015, Maryland 

USA, 2015年 3 月
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Kazuhiro Kamata, Hiromichi Suzuki, Koji Kanemoto, 

Yasuhar u Tokuda, Seiji  Shiotani, Yumi Hirose, 

Masatsune Suzuki,  Hiroichi Ishikawa: Clinical 

evaluation of the need for carbapenems to treat 

community-acquired and healthcare-associated 

pneumonia. 25  th ECCMID, Copenhagen, 2015/4

Hamano J ,  Maeno T,  Tokuda Y:  WONCA Asia 

Pacific Regional Conference 2015 “Drug cost by a 

multidisciplinary approach to potentially inappropriate 

medications for older patients in home care settings: 

cross-sectional study and propensity score analysis” 
Taipei，2015年 3 月

Hamano J, Maeno T, Tokuda Y: Dr ug cost by a 

multidisciplinary approach to potentially inappropriate 

medications for older patients in home care settings: 

cross-sectional study and propensity score analysis. 

WONCA Asia Pacific Regional Conference 2015, Taipei, 

March, 2015

Nakata Y, Sasai H, Tsujimoto T, Kobayashi H, 

Hashimoto K.: Web-based inter vention to promote 

weight loss maintenance using an activity monitors: 

Study design and 3 -month interim repor t of  a 

randomised controlled trial. The 22nd European 

Congress on Obesity, Prague, Czech Republic, 

2015.5.6-9

葛西孝健，渡部敬之，西園一郎，濱田修平，原田紘子，
日下勝博，山田和美，濱口杉大，阿部昌彦：肺動脈炎
の合併が疑われた大血管炎の 1例．第273回日本内科
学会北海道地方会，札幌，2015年 2 月

葛西孝健，市川隆裕，佐野瑛子，近藤統，渡部敬之，
岩田啓芳，濱田修平，濱口杉大，阿部昌彦：肺塞栓を
来した Sjögren症候群の 1例．第274回日本内科学会
北海道地方会，旭川，2015年 7 月

川口修平，堤円香，中澤一弘，前野哲博：薬剤師の認
知症の受診勧奨に関する横断研究，第 6回日本プライ
マリケア連合学会学術大会，つくば，2015年 6 月

後藤亮平，田中直樹，金森毅繁，長澤俊郎，小関迪，
柳久子：急性感染症で入院した高齢患者の ADL回復

に関連する要因．第 6回 日本プライマリ・ケア連合
学会学術大会，つくば，2015年 6 月

片岡義裕，高屋敷明由美，佐藤幹也，前野哲博：地域
枠学生が医師不足地域に定着しようとする意志と関連
する要因，第 6回日本プライマリケア連合学会学術大
会，つくば，2015年 6 月

任瑞，鎌田一宏，斎藤剛，廣瀬由美，鈴木広道，鈴木
將玄：免疫不全のない急性下痢症患者における侵襲性
Campylobacter jejuni感染症の 2例．第 6回日本プラ
イマリ・ケア連合学会学術大会．2015年 6 月

任瑞：「免疫不全のない急性下痢症患者における侵襲
性 Campylobactor jejuni感染症の 2例」第 6回　日本
プライマリ・ケア連合学会　ポスター発表

任明夏，明石祐作，鈴木広道，矢口勇治，玉井清子，
柴山恵吾，鈴木將玄：腎周囲リンパ管腫が感染源と考
えられた Helicobactor cinaedi菌血症の一例．第89回
日本感染症学会総会・学術講演会，京都，2015年 4 月

日吉哲也，林幹雄，廣瀬知人，同　感染症内科　明石
祐作，鈴木広道：第616回関東地方会　後縦隔膿瘍を
合併した胸椎椎体炎の 1例．筑波メディカルセンター
病院内科

日吉哲也，松島瑞穂，廣瀬由美，廣瀬知人　同　感染
症科　明石祐作，鈴木広道：第616回関東地方会　迅
速遺伝子診断により救命し得た多剤耐性緑膿菌による
カテーテル関連血流感染の 1例．筑波メディカルセン
ター病院内科

高橋弘樹，五十野桃子，大澤さやか，鈴木智晴，城川
泰司郎，矢野晴美，小林裕幸：Klebsiella pneumoniae 

による頚部化膿性筋炎の一例．第 6回日本プライマリ・
ケア連合学会学術大会，茨城，2015年 6 月

高橋弘樹，五十野桃子，赤澤舞衣，松本祐希子，大石
悠太，渡辺重行，小林裕幸：周産期心筋症に対して全
人的アプローチを試みた一例．第 6回日本プライマリ・
ケア連合学会学術大会，茨城，2015年 6 月

稲葉崇：ACP（米国内科学会）日本支部 年次総会
2015　セッション「 1歩先をいくサマリーの書き方・
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教え方」，2015年 5 月

一ノ瀬大地，柳葉久美，渡邊雅彦，玉岡晃：高 Na血
症の補正で不随意運動が改善した一例．日本プライマ
リケア学会，つくば国際会議場，平成27年 6 月13日

永藤瑞穂，廣瀬由美，鈴木將玄，鈴木広道：盲腸憩室
炎に合併した回結腸静脈血栓性静脈炎の 1例．第617
回日本内科学会関東地方会例会，東京，2015年 9 月．

東端孝博，川島夏希，阿部克哉，黒川裕子，萩原信悟，
木内大祐，矢吹律子，下川美穂，久永貴之，志真泰夫：
難治性の悪心・嘔吐に対してグラニセトロンを使用し
た 7例の検討，第20回日本緩和医療学会，横浜，2015
年 6 月

古 田 泰 久， 齋 藤 剛， 林 幹 雄， 鈴 木 將 玄：
Capnocytophaga canimorsusによる敗血症および椎体
炎を発症した一例．第 6回 日本プライマリ・ケア連
合学会学術大会，つくば，2015年 6 月

明石祐作，廣瀬由美，鈴木広道，矢口勇治，玉井清
子，鈴木将玄：内椎骨静脈叢に生じた Fusobacterium 

nucleatumによる化膿性血栓性静脈炎の 1例．第89回
日本感染症学会総会・学術講演会，京都，2015年 4 月

明石祐作，鈴木広道，中澤一弘，前野哲博：季節性イ
ンフルエンザの診断に有用な臨床情報の検討．第43回
日本救急医学会総会・学術集会，東京，2015年10月

明星里沙，明石祐作，林幹雄，椎貝真成，小沢昌慶，
鈴木將玄：下肢痛を初発症状とした顕微鏡的多発血管
炎の一例．第 6回日本プライマリ・ケア連合学会学術
大会，茨城，2015年 6 月

細井崇弘，髙木博，小濱伸太，木村洋輔：在宅高齢
Polypharmacy患者の薬剤理解度調査，第17回日本在
宅医学会大会岩手，2015年 6 月

矢野博義，西功，大山晃康，永宮明澄香，川村知子，
伊東佑梨，小林さおり，上野美穂，関澤貴信，一色滉平，
服部愛，呉龍梅，中澤陽子，伊藤慎，菊池教大，鈴木
祥司：肥満低換気症候群合併心不全患者における包括
的心臓リハビリテーションの経験．第12回茨城心臓大
血管リハビリテーション研究会，茨城，2015年 5 月28

日

伊東佑梨，齊藤由理，河村恵梨子，西功，服部愛，伊
藤慎，永宮明澄香，川村知子，磯崎桂子，大山晃康，
矢野博義，鈴木祥司：当院の患者における減塩行動意
識に対する自己効力感の調査．第21回日本心臓リハビ
リテーション学会学術集会，福岡，2015年 7 月18日

伊東佑梨，齊藤由理，味原稔，岡野恵梨子，西功，呉
龍梅，伊藤慎，永宮明澄香，川村知子，磯崎桂子，矢
野博義，大山晃康，鈴木祥司：栄養指導による減塩行
動への自己効力感調査．第69回国立病院総合医学会，
札幌，2015年10月 2 日

熊谷亮，古川祥子，村松愛子，五十野桃子，藤原和哉，
田一秀，清水祐一，木下賢輔，城川泰司郎，矢野晴美，
島野仁，野牛宏晃：SGLT2阻害薬内服後腎盂腎炎を契
機に Cushing症候群と診断した一例．第25回 臨床内
分泌代謝 Update，東京，2015年11月

上村公介，五十野桃子，長谷川隆一，大原元，籠橋克紀，
佐藤浩昭：塩素ガス吸入による急性呼吸不全の 1例．
日本内科学会関東地方会　617回，東京，2015年 9 月

五十野桃子，古川祥子，熊谷亮，藤原和哉，野牛宏晃：
GLP-1受容体作動薬での血糖コントロール難渋例に対
する SGLT-2阻害薬 Dapagliflozin併用の有効性につい
て．第58回日本糖尿病学会年次学術総会，山口，2015
年 5 月

藤原和哉，中川義嗣，平安座依子，古川祥子，熊谷
亮，五十野桃子，柏俊一，吉田怜，小島栄治，菅野洋
子，鈴木浩明，外山昌弘，黒田裕久，小林裕幸，渡辺
重行，曽根博仁，島野仁，野牛宏晃：糖尿病患者の心
肺運動負荷試験での嫌気性代謝閾値心拍数と心拍予備
能を考慮した Karvonenの様々な計数で算出した運動
強度の関係　第58回糖尿病学会年次学術集会　下関　
2015.5.21-24

古川祥子，熊谷亮，五十野桃子，海野麻実，入山大希，
北原多佳子，小林裕幸，藤原和哉，野牛宏晃：分娩後
11日目に発症した劇症 1型糖尿病の一例　第58回糖尿
病学会年次学術集会　下関　2015.5.21-24

村松愛子，藤原和哉，熊谷亮，五十野桃子，藤井優
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尚，入山大希，奥村信人，多田勝重，小林裕幸，野牛
宏晃：SGLT2阻害薬服用中に大腸菌による重症敗血
症に至った一例　第25回臨床内分泌代謝 update 東京 

2015.11.27-28

鈴木英雄，五十野博基，稲葉めぐみ，前野哲博：プレ
コングレスワークショップ 5 ”KAIZEN”を医療現場
に，第 6回日本プライマリ・ケア連合学会学術集会，
つくば，2015年 6 月12日

並木かほる，児玉泰介，五十野博基：当院で経験した 

Crowned dens syndrome の検討，第 6回日本プライ
マリ・ケア連合学会学術集会，つくば，2015年 6 月12
日

大塚貴博，高屋敷明由美，河村由吏可，高木博，木村
洋輔，前野哲博：地域医療実習における学生の意識変
化と地域医療への関心についての検討．第47回日本医
学教育学会大会，新潟，2015年 7 月

村上佐知子，栗田葵，高橋大介，新井洋一，吉川博子，
大塚貴博：当院の高齢透析患者の実態．第44回埼玉透
析医学会学術集会，埼玉，2015年12月

林幹雄，木村有里，山田史江，中田美香，遠藤祥子：
急性期病院における多職種連携によって人工的水分・
栄養補給法（AHN）の中止に至った非癌の高齢患者
の 1例．第30回 日本静脈経腸栄養学会学術集会，神戸，
2015年 2 月

湯浅有里，林幹雄，外塚恵理子，山田史江，中田美香，
遠藤祥子：多発外傷患者の早期離床を目指した栄養サ
ポート～高度肥満患者の 1例．第 3回 つくば栄養サ
ポート研究会，つくば，2015年 3 月

野田章子，五十嵐淳，稲葉崇，鎌田一宏，林幹雄，鈴
木広道，鈴木將玄：CNS血行感染と思われるコント
ロール不良の糖尿病のみを基礎とした化膿性椎体炎の
症例．第612回日本内科学会関東地方会．2015年 2 月

髙 木 博， 細 井 崇 弘， 木 村 洋 輔： 在 宅 高 齢
Polypharmacy患者の薬剤理解度調査，恒貴会症例検
討・研究発表会，筑西市，2015年 2 月

髙木博，東端孝博，細井崇弘，荒牧まいえ，木村洋輔：

多職種連携にて独居看取りを実現させた高齢ガン患者
の 1例，第 6回日本プライマリ・ケア連合学会学術大
会，つくば，2015年 6 月

小濱伸太，髙木博，大塚貴博，河村由吏可，木村洋輔，
前野哲博：医学生研修医対象の薬剤師による訪問薬剤
実習の取り組み，第 6回日本プライマリ・ケア連合学
会学術大会，つくば，2015年 6 月

木村洋輔：「がんになってもわが家ですごせるの？」，
筑西市地域医療連携推進事業第 2回市民フォーラム，
茨城県筑西市，2015年 2 月 1 日

木村洋輔，東端孝博，大塚貴博，高木博：在宅医療の
連携について，平成26年度第 2回居宅介護支援専門員
研修会，桜川市岩瀬，2015年 3 月11日

木村洋輔：「閉塞性動脈硬化症と褥瘡潰瘍」，平成27年
度第 2回大和クリニック多職種合同カンファレンス，
茨城県桜川市，2015年 5 月18日

木村洋輔：認知症①「アルツハイマー型認知症のステー
ジアプローチ」，平成27年度第 3回大和クリニック多
職種合同カンファレンス，茨城県桜川市，2015年 6 月
25日

木村洋輔：がんの看取り事例検討会「高齢女性の肺が
んの看取り事例から」，平成27年度第 4回大和クリニッ
ク多職種合同カンファレンス，茨城県桜川市，2015年
7 月23日

木村洋輔：「クリニックでよく使っている緩和ケアの
薬」，平成27年度第 6回大和クリニック多職種合同カ
ンファレンス，茨城県桜川市，2015年 9 月17日

木村洋輔：認知症③「軽度の時期を支える」，平成27
年度第 9回大和クリニック多職種合同カンファレン
ス，茨城県桜川市，2015年12月17日

木村洋輔：座長　学会ジョイントプログラム 1プライ
マリ･ケアにおける認知症のBPSDへの aプロ－チ（日
本在宅医学会）（実行委員会企画）平原佐斗司 第 6回
日本プライマリ ･ケア連合学会学術大会，茨城，2015
年 6 月13日
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島直子，宮澤麻子：家庭医療専門医を目指す医師のキャ
リアに対する悩み調査．第10回日本プライマリ・ケア
連合学会若手医師のための家庭医療学冬期セミナー，
東京，2015年 2 月21日

島直子，宮澤麻子，村山愛，岡崎友里，杉谷真季：家
庭医療専門医を目指す医師のキャリアに対する悩みの
実態およびキャリア決定因子の検討，第10回日本プラ
イマリ・ケア連合学会学術大会，つくば，2015年 6 月
13日

宮澤麻子，釋文雄，堤円香，河野元嗣，鈴木将玄，前
野哲博：救急外来の時間外軽症受診と心理社会的背景
についての検討，第 6回日本プライマリケア連合学会
学術大会，つくば，2015年 6 月

讃岐勝，吉本尚，浜野淳，横谷省治，前野哲博：教育
システム情報学会 2014年度特集論文研究会　「医師が
利用した場合の Netcommons導入・運用の課題と対
策（第 1報）」香川，2015年 3 月

讃岐勝，吉本尚，浜野淳，鈴木英雄，前野哲博：教育
システム情報学会（JSiSE）2015年度第 1回研究会「遠
隔医療教育システムの利用と問題点」千葉，2015年 5
月

吉本尚：アルコール関連問題における，プライマリケ
アでの SBIRTの実際　シンポジウム 1　アルコール
依存症診療と医療連携．第63回日本職業・災害医学会
学術大会，東京，2015年11月

吉本尚：プライマリケアにおける多職種連携と心理社
会的治療．平成27年度アルコール・薬物依存関連学会
合同学術総会，神戸，2015年10月

讃岐勝，吉本尚，濵野淳，横谷省治，前野哲博：医師
が利用した場合の Netcommons導入・運用の課題と
対策（第 1報）（2014年度 特集論文研究会 多様な端末
と大規模学習データが拓く新たな学習支援環境）．教
育システム情報学会（JSiSE）2014 年度 第 6回研究会，
香川，2015年 3 月

讃岐勝，吉本尚，濵野淳，横谷省治，前野哲博：遠隔
医療教育システムの利用と問題点　教育システム情報
学会（JSiSE） 2015年度第 1回研究会，千葉，2015年

5 月

吉本尚：アルコール健康障害対策基本法の成立で何が
変わるか？～プライマリ・ケアでのアルコール関連問
題～現状と課題，連携，当事者・家族の視点．第 6
回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会，つくば，
2015年 6 月

市川周平，後藤道子，吉田和枝，森洋平，平林慶史，
吉本尚，竹村洋典：職種間・部署間連携が職業満足度
および well-beingに及ぼす影響．第 8回日本保健医療
福祉連携教育学会学術集会，東京，2015年 8 月

小曽根早知子，釋文雄，堤円香，中澤義明，前野哲博：
着衣の袖の状態が血圧測定値に与える影，第 6回日本
プライマリケア連合学会学術大会，つくば，2015年 6
月

春田淳志，田直子，大石愛：職種を超えた多職種連携
教育（Transprofessional education）を理論的基盤と
した地域住民 むけの緩和ケア教育プログラムにおい
て医療専門職は地域住民から何をどのように学んだの
か？第 6回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会　
筑波 2015年 6 月

高橋慶，春田淳志：Key Features 問題による問題解決
能力の評価の試み　第 6回日本プライマリ・ケア連合
学会学術大会　筑波　2015年 6 月

芦野愛，春田淳志：インタビューから見えた診療所事
務のコンピテンシー　第 6回日本プライマリ・ケア連
合学会学術大会　筑波　2015年 6 月

佐野樹，春田淳志：専門職連携 /教育を実践する専門
職をサポートするオンラインプログラムへの継続参加
に至るプロセス，第47回医学教育学会学術大会　新潟，
2015年 7 月

春田淳志，小島愛，飯岡緒美，市川周平，森洋平，吉
見憲二，吉本尚：事例の複雑さは多職種における合意
形成と目標設定にどのような影響を与えるのか？．第
47回日本医学教育学会学術大会，新潟，2015年 7 月

後藤道子，市川周平，吉見憲二，春田淳志，吉田和枝，
大石愛，竹村洋典，吉本尚：本邦における医療福祉系
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専門職養成校の多職種連携教育に関する現状調査 報
告の 2．第 8回日本保健医療福祉連携教育学会学術集
会，東京，2015年 8 月

佐藤利栄，木下賢輔，児玉泰介，甘利悠，金井貴夫，
阿部智一，錦健太，千野裕介，小林裕幸：ANCA関
連血管炎により引き起こされた肺腎症候群の一例．第
112回 日本内科学会総会・講演会「日本内科学会 こと
はじめ」，京都，2015年 4 月

石本立，萩本聡，沼田賢治，熊谷亮，木下賢輔，小林
裕幸：セフェピムによって脳症を来たした 2症例： 重
症例と軽症例．第42回 関東農村医学会学術総会，水戸，
2015年 7 月

鈴木広道，玉井清子，上田淳夫，矢口勇治，山下計太，
柳沢英二，中村浩司：血液培養陽性検体における自動
多項目同時遺伝子検出 Verigeneシステム（GNパネル）
の有用性に関する検討．第26回日本臨床微生物学会学
術集会，東京，2015年 1 月

鈴木広道，玉井清子，野竹重幸，柳沢英二：Dialister 

pneumosintes，Slackia exigua，Prevotella baroniae に
よる海綿静脈洞血栓症の一例．第26回日本臨床微生物
学会学術集会，東京，2015年 1 月

鎌田一宏，鈴木広道，玉井清子，松井真理，矢口勇治，
柴山恵吾，柳沢英二：IMP-1型メタロ -β -ラクタマー
ゼ産生 Enterobacter cloacae 胆嚢炎の一例：第26回日
本臨床微生物学会学術集会，東京，2015年 1 月

上田淳夫，矢口勇治，松井真理，鈴木広道，玉井清子，
山下計太，鎌田一宏，柴山恵吾，柳沢英二，中村浩司：
尿培養より NDM-1 産生多剤耐性 Escherichia coli が分
離された一例．第26回日本臨床微生物学会学術集会，
東京，2015年 1 月

鈴木広道，人見重美，矢口勇治，玉井清子，上田淳夫，
鎌田一宏，徳田安春，小金丸博，栗原陽子，石川博一，
柳沢英二，柳原克紀：自動多項目同時遺伝子検査装置
Verigeneシステムの菌血症例に対する臨床応用評価　
前向き介入研究．第89回日本感染症学会学術集会，京
都，2015年 4 月

村田智史，鈴木広道，坂本攝，三木義光，柴山恵吾，

玉井清子，矢口勇治，多田正毅：免疫健常者における
Helicobacter cinaedi関連椎体炎の一例．第89回日本
感染症学会学術集会，京都，2015年 4 月

鎌田一宏，徳田安春，鈴木広道，廣瀬由美，塩谷清司，
金本幸司，鈴木將玄，石川博一：医療介護関連肺炎に
対する抗緑膿菌抗菌薬投与の必要性：後向きコホート
研究．第89回日本感染症学会学術集会，京都，2015年
4 月

大内香里，鎌田一宏，山名英俊，鈴木広道，矢口勇治，
阿竹茂，河野元嗣：メタロベータラクタマーゼ産生
Enterobacter cloacae菌血症の 2例：第89回日本感染症
学会学術集会，京都，2015年 4 月

望月芙美，鈴木広道，出澤洋人，矢崎海，藤田純一，
金本幸司，栗島浩一，飯島弘晃，石川博一：尿中レジ
オネラ抗原陽性を認めた腸球菌菌血症の一例．第613
回日本内科学会関東地方会例会，東京，2015年 3 月

廣瀬由美，鈴木將玄，新井晶子，前田道宏，河野元嗣：
初期研修医対象の院内メディカルラリーの教育効果に
ついて．第 6回日本プライマリ・ケア連合学会学術大
会．2015年 6 月

平井理心，小田倉富雄，宮崎文子，小室光司，岩田直
子，塩崎佳寿恵，山田緑，外山美紀，石塚伸，浜野淳：
第65回 日本病院学会「事務職員が運営する患者相談
窓口の役割と可能性～開設後 2年間の相談データの検
証から～」長野，2015年 6 月

平井理心，小田倉富雄，小室光司，宮崎文子，石塚伸，
浜野淳：第 1回患者・家族メンタル支援学会学術総会
「事務職員が運営する患者相談窓口における患者・家
族メンタル支援の実態と考察」東京，2015年10月

平井理心，小田倉富雄，宮崎文子，浜野淳，山口剛，
中野良仁，髙梨典子，飯田育子，和田哲郎，本間覚：
第10回医療の質・安全学会「メディエーションによる
苦情の医療安全への活用～患者相談窓口と医療安全部
門との連携から～」千葉，2015年11月

阪本直人，堤円香，天谷龍夫，中村明澄：住民・患者
向け健康教育のコツや工夫の共有会 ～実践家のノウ
ハウを共有，相互に深め合う場の提供～，第 6回プラ
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イマリ・ケア連合学会学術大会，つくば，2015年 6 月

堤円香，天谷龍夫，前野哲博：父母の喫煙と小学生の
タバコに関する知識の関連～日立市全小学校 9年分の
データより，第 6回日本プライマリケア連合学会学術
大会，つくば，2015年 6 月

加藤正隆，野村英樹，村山勝志，御前秀和，堤円香，
門田耕一郎：地域における，ニコチン依存症とタバコ
フリー社会へのプライマリ・ケア的アプローチ～日本
プライマリ・ ケア連合学会 タバコフリー WG より～，
第 6回プライマリ・ケア連合学会学術大会，つくば，
2015年 6 月

川島夏希，久永貴之，木内大佑，黒川裕子，矢吹律子，
下川美穂，浜野淳，長岡広香，前野貴美，木澤義之，
志真泰夫：緩和ケア病棟実習の前後における医学生の
緩和ケアの認識に関する質的研究．第20回日本緩和医
療学会学術大会，横浜，2015， 6 月

有田圭介，紺野千代，日下泰子，高橋恵子，江畑直子，
稻村充則，井上豪：長期間の在宅療養を行った大腸が
ん，腹膜播種，消化管穿孔の一例．第15回民医連消化
器研究会，高崎，2015年 3 月　（優秀演題受賞）

有田圭介，紺野千代，日下泰子，高橋恵子，江畑直子，
稻村充則：長期間の在宅療養を行った大腸がん，腹膜
播種，消化管穿孔の一例．第17回日本在宅医学会もり
おか大会，盛岡，2015年 4 月

貴達俊徳，佐藤利栄，児玉泰介，辻浩史，金井貴夫，
小林裕幸，辰村正紀，平野篤：腰痛が TIA症状とし
て先行した脊髄梗塞の 1例．第612回日本内科学会関
東地方会，東京　2015年 2 月

足立真穂，高屋敷明由美，前野哲博：学習者にとって
の筑波大学総合診療科選択クリニカル・クラークシッ
プの意義，第 6回日本プライマリケア連合学会学術大
会，つくば，2015年 6 月

速水恵子，高屋敷明由美，前野貴美，鈴木英雄，内藤
隆宏，前野哲博，桝正幸，原晃：地域枠学生のへき地
及び町村部で働くことに関する意識調査，第47回日本
医学教育学会大会，新潟，2015年 7 月

高屋敷明由美，片岡義裕，佐藤幹也，小林志津子，前
野哲博：地域枠入学生の医師不足地域における従事意
思の維持についての探索的研究．第 47 回日本医学教
育学会大会，新潟，2015年 7 月

長岡広香，百賢二，小林千恵，馬場玲子，風間郁子，
入江佳子，浜野淳：小児がん治療による口腔粘膜炎に
関する検討，第20回日本緩和医療学会学術大会，2015
年 6 月

入江佳子，風間郁子，長岡広香：緩和ケアにおける，
苦痛のスクリーニング導入と対応の取り組みに関する
報告．第20回日本緩和医療学会，横浜，2015， 6 月

山本祥之，長岡広香：がん患者への意思決定支援～腫
瘍医の立場から～．日本死の臨床研究会関東甲信越支
部大会 inつくば，つくば，2015， 6 月

長岡広香：緩和ケア病棟見学にむけて．大学病院の
緩和ケアを考える会第 2回授業コンテスト，東京，
2015，11月

鈴木將玄，椎貝真成，松﨑寬二，菊地和徳：右上肢の
みの浮腫を呈した一例．第 6回日本プライマリ・ケア
連合学会学術大会．2015年 6 月

鈴木將玄：くすりによる嚥下障害．第 4回日本プライ
マリ・ケア連合学会関東甲信越ブロック地方会．2015
年11月

鈴木將玄：今さらながらのラップ療法．第31回大船
GIMカンファレンス，2015年11月

渡辺あずさ，椎貝真成，鈴木將玄，松崎寛二，小沢昌
慶，菊地和徳：右上肢の浮腫で発症した鎖骨下静脈の
intravenous lobular capillary hemangiomaの一例．第
51回日本医学放射線学会秋季臨床大会，2015年 9 月

鈴木將玄，山中克郞：シンポジウム　ホスピタリスト
の役割．第 6回日本プライマリ・ケア連合学会学術大
会．2015年， 6月

鈴木將玄，廣瀬英生：一般演題　診断と検査（症例報
告）．第 6回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会．
2015年 6 月



― 80 ―

前野貴美，高屋敷明由美，鈴木英雄，稲田晴彦，前野
哲博，吉本尚，堤円香，内藤隆宏，速水恵子，富田美
加，可能尚美，馬場健： Team-based learning を用い
た専門職連携教育の教育効果，第47回日本医学教育学
会大会，新潟，2015年 7 月

前野貴美，高屋敷明由美，鈴木英雄，稲田晴彦，前野
哲博，吉本尚，堤円香，内藤隆宏，速水恵子，富田美
加，加納尚美，馬場健：Team-based learningを用い
た専門職連携教育の教育効果，第47回日本医学教育学
会大会，新潟， 7月，2015

中村小百合，大槻眞嗣，三木洋一郎，野田智洋，鈴木
茂孝，前野貴美，松井俊和：医療系大学におけるチー
ム基盤型学習による大規模な専門職連携教育．第47回
日本医学教育学会大会，新潟，2015， 7 月，

前野貴美，高屋敷明由美，鈴木英雄，稲田晴彦，前野
哲博，吉本尚，堤円香：ワークショップ2 大教室＆半
日で実施可能！ Team-based learning（TBL）を活用
した Interprofessional education（IPE），第55回医学
教育セミナーとワークショップ，岐阜，2015年 2 月

前野貴美，高屋敷明由美，鈴木英雄，稲田晴彦，前野
哲博，吉本尚，堤円香，内藤隆宏，速水恵子：Team-

based learning を用いた専門職連携教育の教育効果，
日本医学教育学会，新潟，2015年 4 月

青砥早苗，藤江敬子，中田由夫，小林裕幸，渡辺重
行，橋本幸一：水戸協同病院における臨床研究支援依
頼者の特徴　第64回日本農村医学会学術総会　秋田 

2015.10.22-23

都築孝允，篠崎昇平，中本英子，金木正夫，後藤佐多
良，下門顕太郎，小林裕幸，内藤久士：運動による肥
満ラットの肝臓 S-ニトロソ化 Aktの減少はインスリ
ン抵抗性の改善に関与する　第38回日本基礎老化学会
大会　横浜　2015.6.12-14

瀬尾恵美子，小川良子，沼尻晴子，前野哲博：初期臨
床研修における到達目標の評価に関する指導医，研修
医に対するアンケート調査，第47回日本医学教育学会
大会，新潟，2015年 7 月

瀬尾恵美子，小川良子，沼尻晴子，前野哲博：初期臨

床研修における到達目標の評価に関する，プログラム
責任者に対するアンケート調査，第47回日本医学教育
学会大会，新潟，2015年 7 月

講演・講義等
濱田修平：健康セミナー「誤嚥性肺炎～「食べられな
い」を考える～」．北海道江別市大麻公民館（11月 7 日）

濱田修平：北海道医療大学大学院・看護福祉学研究科．
ヘルスアセスメント特論Ⅱ（高度実践看護）「診療プ
ロセスと臨床推論」（ 5月18日）

任明夏，中澤一弘，春田淳志，稲葉崇，門野彩花，長
谷川優：正しい医療情報の選び方．第 2回　総合診療
★家庭医療全国公開セミナー in Tsukuba，2015年11
月21日

任明夏：喫煙予防教室，指導・監修：阪本直人，波崎
西小学校 6学年，12月，神栖市，2015

任明夏：つくば式診断学　学生・研修医のための家庭
医療学セミナー．2015年 8 月 2 日

任明夏：神栖市波崎西小学校で喫煙防止教室．2015年
12月10日

坂入慧一郎：喫煙予防教室，指導・監修：阪本直人，
柳川小学校 5， 6学年， 6月，神栖市，2015

日吉哲也，横谷省治：健診結果のみかた～生活習慣病
を中心に～，健診結果説明会，神栖，2015年10月

日吉哲也，横谷省治：健診結果のミカタ　監修：阪本
直人，うずもコミュニティーセンター，10月，神栖市，
2015

片山皓太，梶有貴，上村舞，糸井覚，大澤さやか，山
本由布，五十野博基，浜野淳，小林裕幸：「生活歴ですが，
飲酒は焼酎●合 /日で・・・・．」じゃあどうしよう？
アルコール介入はじめの一歩．第 1回 JHNセミナー，
2015年 2 月

大澤さやか：「ロールプレイで学ぶ，「患者中心の医療」
第一歩」の講師．学生・研修医のための家庭医療学夏
期セミナー，2015年 8 月



― 81 ―

大澤さやか：つくば　総合診療塾　「高齢者へのアプ
ローチ」　2015年12月　講師

大澤さやか：米国内科学会　日本支部　「一歩先行く
サマリーの書き方・教え方」 2015年 5 月　講師

大澤さやか，山本由布，浜野淳，小林裕幸，五十野博基：
第 1回 JHNセミナー「アルコール介入はじめの一歩」
千葉，2015年 2 月

大澤亮，阪本直人：喫煙予防教室，神栖第 3中学校 1
学年， 3月 5日，神栖市，2015

海老原稔，春田淳志：健診結果のミカタ　監修：阪本
直人，神栖市保健センター， 9月，神栖市，2015

海老原稔：「健診結果から見えるあなたの生活習慣」：
神栖市保健福祉センター，2015年 9 月

稲葉崇，上田篤志，海老原稔，大澤さやか，大澤亮，
荻野利沙，久野遥加，宮﨑賢治，山本由布，吉本尚：
ロールプレイで学ぶ「患者中心の医療」第一歩．第26
回学生・研修医のための家庭医療学夏期セミナー，湯
河原，2015年 8 月

稲葉崇，大澤亮，荻野利沙，宮﨑賢治，山本由布：ロー
ルプレイで学ぶ「患者中心の医療」第一歩．総合診療
を知るセミナー秋～あきせみ～，東北大学星陵キャン
パス，仙台，2015年10月

稲葉崇：日本プライマリ・ケア学会　夏期セミナー
「ロールプレイで学ぶ患者中心の医療」，東邦大学ジェ
ネラリストセミナー　主催

一ノ瀬大地：成人病について．里美小学校 3年生　常
陸太田市さとみ　平成27年10月

永藤瑞穂，阪本直人：喫煙予防教室，土合小学校 6学
年， 6月，神栖市，2015

高橋聡子，宮澤麻子：みんなでできる認知症の予防と
早期発見～地域でいきいき生きる～． 介護予防フェ
スティバル in北茨城，市民ふれあいセンター，北茨城，
2015年12月 6 日

高橋聡子，つくば組：つくば式診断学　講師　学生・
研修医のための家庭医療学夏期セミナー

高橋聡子，阪本直人：喫煙予防教室，波崎西小学校 6
学年， 2月19日，神栖市，2015

高橋聡子，阪本直人：喫煙予防教室，植松小学校 6学
年， 1月22日，神栖市，2015

斎藤剛，宮澤麻子：北茨城防衛軍 /自分で守る自分の
健康．関本公民館健康講話，北茨城，2015年 7 月17日

荻野利紗，阪本直人：健診結果のミカタ，矢田部公民
館， 8月，神栖市，2015

細井崇弘：在宅緩和ケアで用いる薬剤．神栖済生会病
院，神栖，2015年12月

山本由布：慢性腎臓病予防教室．岩間保健センター，
笠間，2015年 1 月

山本由布：慢性腎臓病予防教室．友部保健センター，
笠間，2015年 2 月

山本由布：講話　在宅看取り．笠間市地域包括ケア会
議，笠間，2015年 2 月

山本由布：講話　施設での看取り．小規模多機能型居
宅介護施設ゆりのき，笠間，2015年 2 月

山本由布，高屋敷明由美：患者中心の医療の方法．第
二回総合診療塾，筑波，2015年 7 月

山本由布，小室朋子，小濵伸太，竹江崇，後閑良平，
本多淑恵，大澤さやか，髙木博：今から始める，多職
種連携．第 2回総合診療★家庭医療全国公開セミナー 

in Tsukuba，2015年11月

山本由布，中澤一弘，吉本尚：多職種連携を推進する
ために～情報共有の問題と解決策を考える～．平成26
年度 土浦在宅医療・介護連携拠点事業 地域リーダー
研修会，土浦，2015年 2 月

山本由布，稲葉崇，上田篤志，海老原稔，大澤さやか，
大澤亮，荻野利紗，久野遥加，宮﨑賢治，吉本尚：ロー
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ルプレイで学ぶ，「患者中心の医療」第一歩，第27回 

学生・研修医のための家庭医療学夏期セミナー，静岡，
2015年 8 月

五十野博基：筑波大学総合診療科マンスリーレク
チャー「ICU」講師，つくば，2015年 3 月13日

企画運営 平岡栄治，演者 北野夕佳，八重樫牧人，石
丸直人，五十野博基，江原淳，筒泉貴彦，山田徹，世
戸博之：Seminar：最新論文30選2015年度版：忙しい
あなたのために　ACP日本支部年次総会2015年 5 月
30日

司会進行前野哲博，トレーナー五十野博基：ベスト・
プラクティスから学ぶ仕事の教え方・人材養成，第 1
回 看護師特定行為研修指導者講習会，東京，2015年
7 月20日

司会進行五十野博基：ファシリテーター稲葉めぐみ，
ベスト・プラクティスから学ぶ仕事の教え方・人材養
成，第 2回 看護師特定行為研修指導者講習会，金沢，
2015年 9 月 6 日

司会進行五十野博基：ファシリテーター石塚孝子，ベ
スト・プラクティスから学ぶ仕事の教え方・人材養
成，第 3回 看護師特定行為研修指導者講習会，札幌，
2015年 9 月21日

司会進行鈴木英雄，ファシリテーター五十野博基：ベ
スト・プラクティスから学ぶ仕事の教え方・人材養
成，第 5回 看護師特定行為研修指導者講習会，大阪，
2015年11月 1 日

講師山口和人，ファシリテーター五十野博基他：
TEAMS-BI仕事の教え方研修，つくば，2015年 4 月29
日

講師山口和人，ファシリテーター五十野博基他：
TEAMS-BR仕事の教え方研修，つくば，2015年 5 月
16日

講師山口和人，ファシリテーター五十野博基他：
TEAMS-BP人への接し方研修，つくば，2015年 6 月
21日

講師山口和人，ファシリテーター五十野博基他：
TEAMS-BI仕事の教え方研修，つくば，2015年12月23
日

運営者多数，総合内科ファシリテーター五十野博基他：
第 2回 JHNセミナー，明石，2015年10月 3 日

大塚貴博：東邦大学ジェネラリストセミナー，東邦大
学医学部，2015年 9 月

中澤一弘：悪寒，頭痛，嚥下時痛を訴える61歳男性　
総合診療を学ぶ特訓ゼミ第 3シリーズ－臨床推論 8番
勝負，2015年11月28-2015年11月29日

林幹雄，高橋聡子，稲葉崇，大澤亮，大澤さやか：1
歩先を行くサマリーの書き方教え方．ACP（内科学会）　
日本支部　年次総会2015

林幹雄：筑波メディカルセンター病院 研修医勉強会
「よく遭遇する感染症と抗菌薬の使い方」講師，つくば，
2015年 5 月

林幹雄：筑波大学附属病院総合診療科 医学教育勉強
会「医学教育の実践について」講師，つくば，2015年
5 月

林幹雄：ACP日本支部年次総会 2015（ワークショップ）
「一歩先をいくサマリーの書き方・教え方」講師，京都，
2015年 5 月

林幹雄，稲葉崇：第56回 医学教育セミナーとワーク
ショップ in 埼玉医大（ワークショップ）「一歩先をい
くサマリーの書き方・教え方」講師，埼玉，2015年 6
月

林幹雄：筑波メディカルセンター病院 研修医勉強
会「一歩先をいくサマリーの書き方」講師，つくば，
2015年 6 月

林幹雄：平成27年度第 1回茨城県指導医養成講習会 

講師，つくば，2015年 7 月

林幹雄：日本プライマリ・ケア連合学会 指導医養成
講習会 講師，東京，2015年 7 月
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林幹雄：第27回 学生・研修医のための家庭医療学夏
期セミナー（ワークショップ）「僕らの「2025年」は
どうなっている！？～ 10年後の未来を一緒に考えよ
う～」講師，湯河原，2015年 8 月

林幹雄：総合診療・家庭医療 全国公開セミナー in 

Tsukuba 講師，つくば，2015年11月

林幹雄：帝京科学大学医療科学部看護学科 2年生講義　
「成人看護援助論Ⅱ～ショック」 講師，北千住，2015
年11月

林幹雄：日本プライマリ・ケア連合学会 指導医養成
講習会 講師，新潟，2015年11月

髙木博，大塚貴博，木村洋輔：第 2回居宅介護支援専
門員研修会（桜川市）「在宅医療の連携について」，桜
川市，2015年 3 月

髙木博，中元秀友，前野哲博，柴﨑智美，大塚貴博，
遠井敬大，高橋聡子，橋本正良，小林威仁：結局，総
合診療専門医，って何なの？～新専門医制度とキャリ
アパス～，埼玉，2015年11月

髙木博，任瑞：将来どうしたい？医者のキャリアデ
ザイン，総合診療★家庭医療全国公開セミナー in 

Tsukuba，つくば，2015年11月

髙木博：一般演題（ポスター）65卒後・生涯教育⑤・
実践報告⑤座長，第 6回日本プライマリ・ケア連合学
会学術大会，つくば，2015年 6 月

髙木博，竹村洋典，伴信太郎：International Session

座長，第 6回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会，
つくば，2015年 6 月

宮澤麻子，地田真理，荻津利恵，村田真由美：医療の
3要素ワークショップ．第24回北茨城コミュニティケ
ア研究会，北茨城，2015年 9 月18日

宮澤麻子：地域で医師を育てる～大学と地方自治体が
連携する意義　北茨城市民病院附属家庭医療センター
が果たす役割～．第10回日本プライマリ・ケア連合学
会学術大会シンポジウム11．10年後に迫った2025年問
題を考える－急速に進行する超高齢社会時代に，我々

は今，何をすべきか？－，つくば，2015年 6 月13日

宮澤麻子：連携，その先に．北茨城市ケアマネジャー
連絡会・コミュニティケア研究会合同研修会シンポジ
ウム，ウェディングパレス美鳳，北茨城，2015年11月
14日

宮澤麻子：当直医が知っておきたい JTAS/JPTEC．北
茨城市民病院モーニングカンファレンス，北茨城，
2015年 1 月17日

宮澤麻子：救急医療におけるトリアージの連携．北茨
城地区救急懇談会，北茨城，2015年 1 月20日

宮澤麻子：薬局向け説明会．北茨城市民病院附属家庭
医療センター，北茨城，2015年 5 月26日

宮澤麻子，地田真理：標準予防策ほか /医療安全の基
礎．感染対策研修会 /医療安全研修会，北茨城市民病
院附属家庭医療センター，北茨城，2015年 7 月 8 日

宮澤麻子：地域で医師を育てる北茨城市民病院附属家
庭医療センター紹介．自治医科大学茨城県人会合同会
議，北茨城，2015年 8 月22日

宮澤麻子，高橋聡子：介護予防　フェスティバル　み
んなでできる認知症の予防と早期発見．2015年12月 6
日

吉本尚，中澤一弘，山本由布：連携力を upするグルー
プワーク．土浦市在宅医療・介護連携拠点事業　地域
リーダー研修会，土浦，2015年 2 月

吉本尚，春田淳志，山本由布，平井敦子，金川潤也，
吉永幸恵，小島愛，遠藤賀子，芦野朱：アクティブラー
ニングの手法を使って学ぶ専門職連携．全国医学生ゼ
ミナール，千葉，2015年 8 月

吉本尚，春田淳志，山本由布，他 5名：多職種連携ワー
クショップ，医学生ゼミナール，千葉　2015年 8 月

吉本尚，春田淳志，山本由布：多職種連携研修　地域
リーダー研修会Ⅰ　土浦，2015年12月

吉本尚：お酒について，みんなで考えよう～アルコー
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ルと健康障害～　平成27年度 新潟県健康福祉ビジョ
ン地域推進研修会，上越市．2015年12月

吉本尚，平林慶史：地域包括ケアと多職種連携．板橋
区医師会立看護高等専修学校，東京．2015年12月

吉本尚，春田淳志，山本由布，長谷川康子，立川正美，
佐竹百合子，高瀬修一，小森聡，竹江崇，田所麻美，
和田智恵，橋本泉，後閑良平，本多淑恵，松本明男，
小関保行，佐藤由子：多職種連携～よりよい連携のた
めに 平成27年度 土浦在宅医療・介護連携拠点事業 地
域リーダー研修会．土浦市，2015年12月

吉本尚：多職種連携ってどうやるの？～現場で求めら
れる人になるために．千葉県立保健医療大学　専門職
間の連携活動論，千葉，2015年12月

吉本尚：地域の医療・保健・福祉を支える連携の力．
北海道勤医協診療所活動交流集会，札幌，2015年11月

吉本尚：外来機能分科と中小病院及び診療所の変化に
ついて．「外来機能分化と中小病院及び診療所の変化」
セミナー，東京，2015年 3 月

吉本尚：1次予防の必要性や試み～依存症の予防 第 1
回 自分や他者を傷つける行動に関する勉強会 Self and 

Others Injury Behaviors Study group，東京，2015年 3
月

吉本尚：アルコール関連問題を持つ患者への効果的な
対応～外来でのスクリーニングと介入．平成26年度　
飲酒運転 0（ゼロ）を目指す条例に係る指定医療機関
研修，三重，2015年 3 月

吉本尚：多職種連携の重要性と必要な能力．平成26年
度 土浦在宅医療・介護連携拠点事業 地域リーダー研
修会，土浦，2015年 2 月

吉本尚：大学に求められる地域医療に貢献できる総合
診療医の養成．セッション 1：地域医療に貢献する総
合診療医養成の課題と展望　リサーチマインドを持っ
た総合診療医の養成 第 2回 合同公開フォーラム，大
阪，2015年 1 月

吉本尚：やるなら本気で。筑波大学「次世代の地域医

療を担うリーダーの養成」．リサーチマインドを持っ
た総合診療医の養成 第 2回 合同公開フォーラム，大
阪，2015年 1 月

小曽根早知子：糖尿病にならない，なっても楽しく食
べ歩くコツ．取手医師会利根町共催　生活習慣病予防
講座．利根町，2015．

小曽根早知子：薬物乱用のはなし．利根町立布川小学
校，2015．

小曽根早知子，山本由布，松下綾：教員免許状更新講
習　臨床医が語る心と身体の健康～予防からケアまで
～「心のケア」，2015．

春田淳志，吉本尚，山本由布，芦野朱，市川周平，小
栗和美，小西恭子，定宗華枝，籾井剛士，吉田伸：よ
りよい多職種連携の実践に向けて．福岡県私設病院協
会研修会，福岡市，2015年 3 月

春田淳志，山本由布：「健康都市かさま」の礎となる
医療保健福祉のネットワークを構築するワークショッ
プ．笠間，2015年 9 月

石川かおり，井上和興，上原優子，後閑良平，佐野樹，
春田淳志，高橋春光，本多淑恵，八田重雄，山路由実
子，山本由布：多職種連携ワークショップ「ややこしさ」
「伝わりにくさ」をみんなで考える～複雑性を紐解き，
多職種連携を円滑に進める～．名古屋，2015年10月

春田淳志，吉本尚，山本由布：土浦市在宅医療・介護
連携拠点事業　地域リーダー研修会，土浦，2015年12
月

春田淳志：「学びとは？」他，諏訪中央病院　ポートフォ
リオ合宿，諏訪，2015年 1 月

春田淳志，内藤知佐子：大学学病院看護師を対象とし
た多職種連携に関する第 1回事例検討会　京都大学，
京都，2015年 1 月

藤崎和彦，錦織宏，渡邊洋子，春田淳志：医学教育学
会認定医学教育専門家ポートフォリオ評価者講習会　
東京大学，東京，2015年 1 月
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春田淳志，飯岡緒美，小島愛，森洋平，市川周平，吉
見憲二，吉本尚：複雑性の視点で多職種での事例検討
を振り返る，第55回医学教育セミナーとワークショッ
プ，岐阜，2015年 1 月

春田淳志，内藤知佐子：大学学病院看護師を対象とし
た多職種連携に関する第 2回事例検討会　京都大学，
京都　2015年 2 月

春田淳志：日本の多職種連携教育のコンピテンシーの
開発のプロセスと概要　平成26 年度文部科学省「成
長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進事
業」　『医療・保健・福祉の現場を支える「多職種連携
力」を持つ人材育成プログラム開発事業』成果公開シ
ンポジウム　日本における多職種連携コンピテンシー
の開発　患者・利用者のための連携力とは？　名古屋　
2015年 2 月

春田淳志：テーマ 2「コンピテンシーを基礎教育／生
涯教育のデザインに活かすためには？ワークショッ
プ」平成26 年度文部科学省「成長分野等における中
核的専門人材養成の戦略的推進事業」　『医療・保健・
福祉の現場を支える「多職種連携力」を持つ人材育成
プログラム開発事業』成果公開シンポジウム　日本に
おける多職種連携コンピテンシーの開発　患者・利用
者のための連携力とは？　名古屋　2015年 2 月

春田淳志，佐野樹，高橋春光，井上和興，石川かおり，
上原優子：プライマリ・ケアと精神科連携のコツ　第
10回 若手医師のための家庭医療学冬期セミナー　東
京大学，東京　2015年 2 月

春田淳志：ポートフォリオの作成について，小豆沢病
院　2015年 2 月

藤崎和彦，錦織宏，渡邊洋子，春田淳志：医学教育学
会認定医学教育専門家ポートフォリオ評価者講習会　
東京大学　2015年 2 月

春田淳志，内藤知佐子：大学学病院看護師を対象とし
た多職種連携に関する第 3回事例検討会　京都大学　
2015年 3 月

春 田 淳 志：「 専 門 職 連 携 教 育（Interprofessional 

education：IPE）の現状と地域住民を交えたトランス

プロフェッショナルエデュケーション（職種を超えた
連携教育：Transprofessional education：TPE）の事
例研究」第76回医学教育セミナー　東京大学　2015年
3 月

春田淳志，芦野愛：多職種連携ワークショップ，諏訪
中央病院　諏訪，2015年 5 月

春田淳志：「ポートフォリオとは？」他，諏訪中央病
院　ポートフォリオ合宿，諏訪，2015年 5 月

春田淳志：プライマリ・ケアで専門職連携を行うため
の基本的スキルは何か（日本医学教育学会）（実行委
員会企画）「プライマリ・ケアの現場でであう複雑事
例と専門職連携」，第 6回プライマリ・ケア学会学術
大会，筑波，2015年 6 月

春田淳志：連携について学ぶ　和歌山県立医科大学　
2015年 6 月

藤崎和彦，錦織宏，渡邊洋子，春田淳志：プレコング
レスワークショップ　医学教育専門家制度における
ポートフォリオ作成ワークショップ　第47回医学教育
学会学術大会　新潟，2015年 7 月

下井俊典，大塚眞理子，酒井郁子，春田淳志：他 4名
ワークショップ「IPE のための専門職連携に必要なコ
ンピテンスを考える」第 8回日本保健医療福祉連携教
育学会学術集会，東京，2015年 8 月

春田淳志：日本医療福祉生活協同組合連合会家庭医療
学開発センター　第 3期診療所看護指導者研修，多職
種連携教育，東京，2015年 9 月

春田淳志，佐野樹，高橋春光，井上和興，石川かおり，
上原優子，山本由布，本多淑惠，後閑良平，山路由美
子：複雑性を紐解く　連携ワークショップ，ウインク
愛知，名古屋　2015年10月

田直子，春田淳志，上野恵美子，他 5名：緩和ケアに
ついて学ぶ　王子生協病院，東京，2015年11月

春田淳志：「振り返りとは？」他，諏訪中央病院　ポー
トフォリオ合宿，諏訪，2015年12月
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春田淳志，後藤道子，森洋平，市川周平，吉見憲二，
吉本尚：多職種連携コンピテンシー会議，東京　2015
年12月

春田淳志，市川周平，吉田和枝，吉見憲二，吉本尚：
多職種連携コンピテンシー会議，東京　2015年12月

春田淳志，飯岡緒美，小島愛，吉見憲二，森洋平，市
川周平，吉本尚：複雑性の視点で多職種での事例検討
を振り返る．第55回医学教育セミナーとワークショッ
プ，岐阜，2015年 2 月

木下賢輔：論文の探し方～はじめての抄読会 その 2
～（研修医向け），水戸協同病院講演，水戸，2015年
3 月

木下賢輔，高屋敷明由美：症候4 全身倦怠感，筑波大
学M4講義，つくば，2015年 4 月

木下賢輔：症例カンファレンス，筑波大学アドヴァン
ストコース S-19「病院総合医スキルアップセミナー」，
つくば，2015年 7 月

木下賢輔，小林裕幸：臨床推論ケースカンファレンス，
水戸のくプロレス臨床推論セミナー，水戸，2015年11
月

木下賢輔：論文の読み方～はじめての抄読会 その 1
～（研修医向け），水戸協同病院講演，水戸，2015年
1 月

鈴木広道：自動多項目同時遺伝子検査装置の臨床応
用評価 ～市中病院における臨床研究の実践と課題～．
筑波大学医学セミナー，茨城，2015年 3 月．

浜野淳：第 1回　国立がんセンター東病院　認定看護
師教育課程（緩和ケア）フォローアップセミナー「緩
和ケア認定看護師に期待する役割～医師の立場から
～」柏，2015年 2 月

浜野淳：つくば在宅緩和ケアセミナー「苦痛緩和のた
めの鎮静」つくば，2015年 2 月

浜野淳：第17回日本在宅医学会学術大会　シンポジウ
ム「総合診療専門医の在宅医療研修」盛岡，2015年 4

月

浜野淳：第17回日本在宅医学会学術大会　ワーク
ショップ「現場でのふとした疑問や課題：そこが研究
の出発点」盛岡，2015年 4 月

浜野淳：第17回日本在宅医学会学術大会　教育講演「が
んの痛み：在宅で診るがん疼痛」盛岡，2015年 4 月

浜野淳：第 6回日本プライマリ・ケア連合学会学術大
会　シンポジウム「生命の危機に直面した患者・家族
と“いのちの終わり”に関する話し合いを始める」つ
くば，2015年 6 月

浜野淳：第 6回日本プライマリ・ケア連合学会学術大
会　シンポジウム「プライマリ・ケアで活躍できる人
材の育成に向けて」つくば，2015年 6 月

浜野淳：第20回 日本緩和医療学会学術大会 シンポジ
ウム　「終末期の回復が望めないせん妄の治療・ケア
のゴールをめぐって；在宅における終末期せん妄」横
浜，2015年 6 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
梨県立大学，甲府，2015年 7 月

浜野淳：第144回 ホスピスケア研究会「在宅療養を支
える多職種協働とは」東京，2015年 8 月

浜野淳：茨城県在宅医療・介護連携拠点事業　多職種
協働による在宅チーム医療のための地域リーダー研修
会「在宅医療概論」つくば，2015年10月

浜野淳：古河市在宅医療・介護連携拠点事業　「在宅
療養を支える多職種協働；それは急変？お看取り？」
古河，2015年12月

浜野淳：第36回 日本臨床薬理学会学術大会 シンポジ
ウム　「Polypharmacyへの多方面からの関わりと改善
に向けて－プライマリケア医と臨床薬理学による改善
に向けて－」東京，2015年12月

浜野淳：2015年度日本財団在宅看護センター　起業家
育成事業「在宅がん患者の QOL」東京，2015年12月
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浜野淳：日本看護協会　特定行為研修　共通科目「在
宅医療の臨床診断・治療の特性」東京，2015年12月

阪本直人：喫煙予防教室，軽野東小学校 6学年，神栖
市，2015年12月

阪本直人：喫煙予防教室，神栖第 1中学校 1学年，神
栖市，2015年12月

阪本直人：喫煙予防教室，波崎西小学校 6学年，神栖
市，2015年12月

阪本直人：喫煙予防教室，神栖第 2中学校 2学年，神
栖市，2015年12月

阪本直人：喫煙予防教室，須田小学校 5， 6学年，神
栖市，2015年11月

阪本直人：喫煙予防教室，大野原西小学校 6学年，神
栖市，2015年10月

阪本直人：喫煙予防教室，息栖小学校 6学年，神栖市，
2015年10月

阪本直人：喫煙予防教室，大野原小学校 6学年，神栖
市，2015年 9 月

阪本直人：食育教室「おやつについて考えよう」監修：
阪本，指導・引率：堤円香，菅間小学校 5， 6年生，
つくば市，2015年12月15日

阪本直人：食育教室「おやつについて考えよう」監修：
阪本，指導・引率：堤円香，菅間小学校 4年生，つく
ば市，2015年12月15日

阪本直人：食育教室「おやつについて考えよう」監修：
阪本，実施：堤円香，栗原小学校 4年生，つくば市，
2015年12月16日

阪本直人：食育教室「おやつについて考えよう」監修：
阪本，指導・引率：横谷省治，吾妻小学校（ 5年生，
3回講演），つくば市，2015年12月12日

阪本直人：食育教室「おやつについて考えよう」監修：
阪本，実施：堤円香，柳橋小学校 4年生，つくば市，

2015年11月26日

阪本直人：健康寿命について学ぼう，つくば市医師会 

平成27年度生活習慣病予防対策推進事業 地域フォー
ラム　市民公開講座 生活習慣病と健康寿命 ロコモっ
てな～に？（つくば市），2015

阪本直人：第 1部「卒業生からのメッセージ～あなた
にしかできない『医師（人）』になるために，今からやっ
ておくべき 3つの戦略～」，第 2部「筑波大学の医学
教育」，医学教育講演，2015

阪本直人：特集 地域で学び，地域に学ぶ 地域医療の
ノウハウ　『5．予防・ヘルスメンテナンス・患者教育』，
レジデント 3月号，2015

阪本直人：医療のサイエンスとアート，総合診療の視
点から，茨城県内高等学校医学セミナー，2015

阪本直人：喫煙予防教室，波崎第 1中学校 1学年，神
栖市，2015年 2 月 3 日

阪本直人：喫煙予防教室，軽野小学校 6学年，神栖市，
2015年 2 月24日，

阪本直人：老化，M4講義，つくば市，2015

阪本直人：M4Pre-C.C.準備教育医療面接Ⅰ，筑波大学，
つくば市，2015

阪本直人：M4診察法コミュニケーション 2，筑波大学，
2015

阪本直人：M4Pre-CCコミュニケーション実習 総合
司会，ファシリテーター担当，筑波大学，つくば市，
2015

阪本直人：M4Pre-C.C.一次救命処置実習（BLS），筑
波大学，2015

阪本直人：Pre CC プレゼンテーション，筑波大学，
2015

阪本直人：食育教室「おやつについて考えよう」指導・
監修，柳橋小学校，つくば市，2015
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阪本直人：食育教室「おやつについて考えよう」指導・
監修，あおぞら児童クラブ，つくば市，2015

堤円香，高屋敷明由美，阪本直人，前野哲博：職場に
おける禁煙推進へのファミリーデーの活用の試み，日
本プライマリ・ケア連合学会学会誌，2015

堤円香：私たちが知らされていないタバコの真実．テ
ルモ株式会社，東京，2015年10月

堤円香：私たちが知らされていないタバコの真実．
KENKO企業会，東京，2015年 9 月

堤円香：私たちが知らされていないタバコの真実．テ
ルモ株式会社，静岡，2015年 9 月

堤円香：私たちが知らされていないタバコの真実．テ
ルモ株式会社，神奈川，2015年 9 月

堤円香：ボランティア論．アール医療福祉専門学校，
土浦，2015年 9 月～ 11月（全 8回）

堤円香，横谷省治，阪本直人，吉本尚，小曽根早知子，
山本由布：臨床医が語る心と体の健康～予防からケア
まで～，筑波大学教員免許更新講習，2015年 8 月

堤円香：医療概論Ⅲ ヘルスプロモーション プレゼン
のやり方，2015年 7 月

堤円香：「仕事」と「介護」の両立セミナー＜入門編
＞ ～いつ訪れるか分からない「介護」へ，心の準備
と正しい知識を～：協立電業株式会社，東京，2015年
6 月

堤円香：タバコ 作られた無知，株式会社テルモ，
2015年 6 月

堤円香：「仕事」と「介護」の両立セミナー＜入門編
＞ ～いつ訪れるか分からない「介護」へ，心の準備
と正しい知識を～：株式会社大塚商会，東京，2015年
5 月

堤円香，中村明澄：介護セミナー 介護で仕事をあき
らめない，クレディセゾン労働組合，東京，2015年 3
月

有田圭介：消化器内科と総合診療．筑波大学付属病院
総合診療グループ教育セミナー，つくば，2015年 3 月

金井貴夫：アルコール離脱症候群．利根中央病院（群
馬県沼田市），2015年 2 月19日

金井貴夫：当院の総合診療医育成プログラム．東京女
子医科大学病院（新宿区），2015年 2 月19日

金井貴夫：コミュニケーション．東京医科歯科大学 

緩和ケア研修会（東京），2015年 3 月 1 日

金井貴夫：コミュニケーション．埼玉医科大学総合医
療センター緩和ケア研修会（埼玉），2015年 3 月 8 日

金井貴夫：コミュニケーション．国立国際医療研究セ
ンター緩和ケア研修会（東京），2015年 3 月22日

金井貴夫：アルコール離脱症候群．利根中央病院（群
馬県沼田市），2015年 3 月26日

金井貴夫：悪い知らせの伝え方・感情を吐露した人へ
の対応．平成27年度鹿児島県保健師研修会（公益社団
法人鹿児島県消化器がん検診推進機構保健師部会主
催），鹿児島市，2015年 4 月18日

金井貴夫：医療面接・コミュニケーションスキル．利
根中央病院（群馬県沼田市），2015年 4 月30日

三上克央，三宅康史，木本啓太郎，青木弘道，木本幸
祐，高橋有記，金井貴夫：救急現場における精神状態
の評価コース．平成27年度東海大学医学部精神・身体
医学講座講習会，東海大学医学部（神奈川県伊勢原市），
2015年 5 月10日

金井貴夫：食欲低下．利根中央病院（群馬県沼田市），
2015年 5 月15日

金井貴夫，鈴木智晴，児玉祐希子，小林裕幸：ワーク
ショップ　慢性疼痛に対する対応能力向上講座～認知
行動療法的アプローチを中心に～．第 6回日本プライ
マリ・ケア連合学会（つくば），2015年 6 月

金井貴夫，小林裕幸，池尻好聰，山本明希：シンポジ
ウム　総合診療医に求められるスポーツ医学とは？総
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合医が行うチーム帯同・スポーツコンディショニング
外来．第 6回日本プライマリ・ケア連合学会（つくば），
2015年 6 月

金井貴夫，鈴木秀鷹，鈴木智晴，片山皓太，梶有貴，
高橋弘樹，小林裕幸，瀬山風花，高橋晶：精神科救
急患者の初期対応～ PEEC（Psychiatric Evaluation in 

Emergency Care）コースの紹介～第 6回日本プライ
マリ・ケア連合学会（つくば），2015年 6 月

金井貴夫：スポーツメンタル．利根中央病院（群馬県
沼田市），2015年 6 月26日

金井貴夫：コミュニケーション．筑波大学アドヴァン
ストコース S-19病院総合医スキルアップセミナー（筑
波大学），2015年 7 月 3 日

金井貴夫：機能性ディスペプシアにおける精神科的ア
プローチ．機能性ディスペプシアフォーラム（水戸市），
2015年 7 月22日

金井貴夫：感冒様症状で受診した20代男性．総合診療
を学ぶ特訓ゼミ第 1シリーズ・日本感染症教育研究会
（IDATEN）合同開催　Super Mito-Ten夜間セッショ
ン（水戸市），2015年 7 月25日

金井貴夫：腹痛．利根中央病院（群馬県沼田市），
2015年 7 月30日

金井貴夫：コミュニケーション．埼玉医科大学総合医
療センター緩和ケア研修会（埼玉），2015年 8 月 2 日

金井貴夫：スポーツメンタル・スポーツと睡眠．日本
自転車競技連盟ジュニア合宿（静岡県伊豆市），2015
年 8 月12日

金井貴夫：新・ナースのためのフィジカルアセスメン
ト「認知・精神症状の診かた」．一般財団法人ライフ・
プランニング・センター，砂防会館（東京都千代田区），
2015年 8 月15日

金井貴夫：てんかん．利根中央病院（群馬県沼田市），
2015年 9 月25日

金井貴夫：全身倦怠感．利根中央病院（群馬県沼田市），

2015年10月23日

金井貴夫：全身痛を主訴に受診したケース．第 2回水
戸のくプロレス（水戸市），2015年11月22日

三宅康史，河嶌譲，橋本聡，金井貴夫，三上克央，岸
泰宏，植田真司，日野耕平：ワークショップ 3「身体
科救急スタッフに向けた精神科救急患者の標準的な初
期対応 -PEEC公開コース」．第28回日本総合病院精神
医学会総会，2015年11月

金井貴夫：『総合診療医ドクター G的臨床推論ケー
スカンファランス』利根中央病院（群馬県沼田市），
2015年12月17日

金井貴夫：シンポジウム Polypharmacyへの多方面か
らの関わりと改善について―プライマリケア医と臨床
薬理学による改善に向けて―「病院総合医の立場か
ら」．第36回日本臨床薬理学会学術総会（東京），2015
年12月

高屋敷明由美：筑波大学医学群の教育～医療関係者を
目指す皆さんへ．茗渓学園高等学校 SSH講演会，つ
くば，2015年 7 月

長岡広香：ファシリテーター．茨城県緩和ケア研修会，
筑波大学附属病院，2015年 7 月

長岡広香：ファシリテーター．茨城県緩和ケア研修会，
筑波大学附属病院，2015年12月

長岡広香：ファシリテーター．茨城県緩和ケア研修会，
筑波大学附属病院，2016年 3 月

長岡広香：ファシリテーター．茨城県緩和ケア研修会，
土浦協同病院，2015年 7 月

長岡広香：ファシリテーター．PEACE 指導者研修会，
船橋，2015年 9 月

長岡広香：ファシリテーター．PEACE 指導者研修会，
船橋，2015年12月

長岡広香：ファシリテーター．第 1回がん診療拠点病
院長等幹部を対象とした緩和ケア研修会，東京，2015
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年12月

長岡広香：座長．地域医療従事者との緩和ケアカンファ
レンス「最近の化学療法 Up to date」，筑波大学附属
病院，2016年 3 月

長岡広香：講師．レジデントレクチャー「臨死期のケ
ア」，筑波大学附属病院，2016年 3 月

長岡広香：講師．地域医療連携公開講座「緩和ケア導
入から看取りのケアまで」，筑波記念病院，2015年 5
月

鈴木將玄，原純一，吉野ひろみ：摂食・嚥下と口腔ケ
アについて考える（初級編）．第 4回日本プライマリ・
ケア連合学会関東甲信越ブロック地方会．2015年11月

鈴木將玄：褥瘡をどうやって治すか考えよう！．筑波
メディカルセンター病院褥瘡対策チーム勉強会，2015
年 2 月

鈴木將玄：褥瘡をどうやって治すか考えよう！．筑波
メディカルセンター病院褥瘡対策部会勉強会，2015年
11月

横谷省治，山本由布：日本プライマリ・ケア連合学会
指導医養成講習会　家庭医療の特徴を活かした具体的
な指導やポートフォリオ作成支援，東京，2015年 2 月

横谷省治：当学会のプログラム評価の現状と課題（in

シンポジウム　専門医制度における評価の在り方～認
定試験，プログラム評価の質向上のために～），第 6
回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会，つくば，
2015年 6 月

横谷省治：上手な医療の使い方（in臨床医が語る心
と身体の健康～予防からケアまで～）平成27年度筑波
大学教員免許状更新講習，つくば，2015年 8 月

横谷省治：命を救う医療から生活を支える医療へ～人
びとを支える医療のプロフェッショナルたち～，茨城
県立竜ヶ崎第一高等学校　高校生のための医学セミ
ナー，龍ヶ崎，2015年 7 月

横谷省治，鄭東孝，林幹雄：入門編：最低限必要な家

庭医療の方法論，教育・指導技法，ポートフォリオ指
導，日本プライマリ・ケア連合学会指導医養成講習会，
東京，2015年 7 月

横谷省治，村田亜紀子，松下明，松坂英樹，藤原和成，
中村奈保子：患者中心の医療の方法を活かした教育カ
ンファレンスとポートフォリオ作成支援，日本プライ
マリ・ケア連合学会指導医養成講習会，岡山，2015年
8 月

横谷省治：命を救う医療から生活を支える医療へ～人
びとを支える医療のプロフェッショナルたち～，水戸
葵陵高等学校　高校生のための医学セミナー，水戸，
2015年10月

日比野将也，大島民旗，和田幹生，横谷省治：評価と
研修手帳の活用，日本プライマリ・ケア連合学会指導
医養成講習会，大阪，2015年11月

横谷省治，菅家智史，林幹雄：入門編：最低限必要な
家庭医療の方法論，教育・指導技法，ポートフォリオ
指導，日本プライマリ・ケア連合学会指導医養成講習
会，新潟，2015年11月

横谷省治，菅家智史，本郷舞依：入門編：最低限必要
な家庭医療の方法論，教育・指導技法，ポートフォリ
オ指導，日本プライマリ・ケア連合学会指導医養成講
習会，山形，2015年12月

横谷省治：コミュニケーション　良好な人間関係のた
めに，北茨城市役所メンタルヘルス研修会，北茨城，
2015年 1 月

横谷省治：（仮称）北茨城家庭医療センターで展開す
る医療，北茨城市ケアマネジャー連絡会，北茨城，
2015年 1 月

横谷省治：今からできる健康づくりから老いの支度ま
で，介護予防フェスティバル in北茨城2015，北茨城，
2015年 2 月

前野貴美，鈴木英雄，稲田晴彦，堤円香，富田美加：
ワークショップ2 大教室＆半日で実施可能！ Team-

based learning（TBL）を活用した Interprofessional 

education（IPE）．第55回医学教育セミナーとワーク
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ショップ，岐阜，2015年 2 月

前野貴美：専門職連携教育 Interprofessional education 

連携・協働できる医療人を目指して～筑波大学におけ
る取り組み．大阪市立大学医学部看護学科・医学科合
同チーム医療推進教育セミナー，大阪，2015年 3 月

前野貴美：タスクフォース．平成27年度茨城県指導医
養成講習会，つくば，2015年 7 月

前野貴美：成人看護学概論 コミュニケーション・ス
キル．茨城県立医療大学保健医療学部看護学科 2年次
講義，阿見，2015年 6 月

前野貴美：専門職連携 Interprofessional work．九州大
学医学部医学科 5年次講義，福岡，2015年10月

小林裕幸，川島篤志，内藤俊夫：シンポジウム　ホス
ピタリストの役割．第 6回日本プライマリ・ケア連合
学会（つくば），2015年 6 月

小林裕幸：身体診察セミナー 水戸医学生セミナー（水
戸），2015年 2 月

小林裕幸：頭痛の鑑別 水戸協同病院講演（水戸），
2015年 3 月

小林裕幸：総合診療塾　スポーツ医学 筑波大学（筑
波），2015年 6 月

小林裕幸：臨床推論ケースカンファレンス 水戸若手
医師セミナー講演（水戸），2015年 3 月

小林裕幸：臨床推論ケースカンファレンス 総合医ス
キルアップセミナー（東京），2015年 6 月

小林裕幸：診断学のすすめ方 水戸協同病院講演（水
戸），2015年 4 月

小林裕幸：Hypothesis-driven physical diagnosis 水戸
協同病院講演（水戸），2015年 5 月

小林裕幸：スポーツ医学概論 筑波大学スポーツ医学
専攻（つくば），2015年 6 月

小林裕幸：臨床推論 筑波大学アドバンストコース（つ
くば），2015年 7 月

小林裕幸：臨床推論ケースカンファレンス 鹿児島県
立奄美大島病院講演（奄美），2015年 7 月

小林裕幸：身体診察セミナー 鹿児島県立奄美大島病
院講演（奄美），2015年 7 月

小林裕幸：コンディショニング，ドーピング 日本自
転車競技ナショナルチーム講演（修善寺），2015年 7
月

小林裕幸：臨床推論ケースカンファレンス 茨城県特
訓ゼミ講演（水戸），2015年 7 月

小林裕幸：臨床推論ケースカンファレンス 島根県大
田市立病院（大田），2012年 8 月

小林裕幸：臨床推論ケースカンファレンス GIMセミ
ナー講演（東京），2015年 8 月

小林裕幸：診断学 日本プライマリ・ケア連合学会夏
期セミナー（湯河原），2015年 8 月

小林裕幸：インストラクター CVセミナー（横浜），
2015年 8 月

小林裕幸：症例カンファレンス Primary care Dr. 

Summmit（東京），2015年 8 月

小林裕幸：自転車競技オリンピックサポートの経験 

スポーツ医学セミナー（つくば），2015年 8 月

小林裕幸：臨床推論 SKIT地域連携研究会講演（狭山），
2015年 9 月

小林裕幸：常総市災害　巡回診療支援 JMAT（常総市），
2015年 9 月

小林裕幸：臨床推論 市立函館病院講演（函館），2015
年10月

小林裕幸：臨床推論ケースカンファレンス 鑑別診断
道場司会（水戸），2015年10月
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小林裕幸：水戸協同病院の取り組み 山形公立置賜総
合病院講演（山形），2015年10月

小林裕幸：チーフタスクフォース 島根大学臨床指導
医養成講習会（出雲），2015年10月

小林裕幸：座長 水戸先端巨大症講演会（水戸），2015
年11月

前野哲博：総合診療専門医制度の概要と将来の展望，
第51回徳大関係医療機関協議会総会，徳島，2015年 1
月

前野哲博：地域医療で活躍が期待される総合診療医の
育成，島根大学講演会，出雲，2015年 1 月

前野哲博：ディレクター，平成26年度第 2回茨城県指
導医養成講習会，水戸，2015年 1 月

前野哲博：地域医療で活躍が期待される総合診療医の
育成，平成26年度若手医師キャリア形成支援セミナー，
出雲，2015年 1 月

前野哲博：研修のメンタルケアについて，第15回全国
労災病院臨床研修指導医講習会，川崎，2015年 1 月

前野哲博：研修医のうつ病について，第11回東京大学
医学部附属病院指導医講習会，東京，2015年 2 月

前野哲博：全ての医師に求められる地域医療の視点～
病気を診ずして病人を診よ，さらに暮らしを診よ～，
平成26年度第 3回新潟県臨床研修フォーラム～新潟レ
ジデントフォーラム～，新潟，2015年 2 月

前野哲博：総合診療専門医制度のもたらすインパクト，
日本プライマリ・ケア学会茨城県支部講演会，つくば，
2015年 3 月

前野哲博：大会長講演　人びとの暮らしを支える医療
人の育成，第 6回日本プライマリケア連合学会学術大
会，つくば，2015年 6 月

前野哲博：筑波大学における大学－地域循環キャリア
パスの構築，第 6回日本プライマリケア連合学会学術
大会　シンポジウム 8，第 6回日本プライマリケア連

合学会学術大会，つくば，2015年 6 月

前野哲博：筑波大学における家庭医療専門医養成プロ
グラムの構築，第 6回日本プライマリケア連合学会学
術大会　シンポジウム13，第 6回日本プライマリケア
連合学会学術大会，つくば，2015年 6 月

前野哲博：研修のメンタルヘルスケア，第16回全国労
災病院臨床研修指導医講習会，川崎，2015年 6 月

前野哲博：次世代の地域医療を担う人材の養成，つく
ばセントラル病院講演会，つくば，2015年 6 月

前野哲博：筑波大学における地域医療教育シス
テムの構築，第27回医学教育指導者フォーラム　
Community-based Medical Education－多様な臨床自
習の場を求めて－，東京，2015年 7 月

前野哲博：ディレクター，平成27年度第 1回茨城県指
導医養成講習会，つくば，2015年 7 月

前野哲博：ベストプラクティスから学ぶ仕事の教え方，
平成27年度看護師特定行為研修指導者講習会（東京会
場）東京，2015年 7 月

前野哲博：医師の仕事，並木中東教育学校講演会，つ
くば，2015年 7 月

前野哲博：ベストプラクティスから学ぶ仕事の教え方，
平成27年度看護師特定行為研修指導者講習会（福岡会
場）福岡，2015年12月

前野哲博：医学系における地域医療人育成，第34回日
本歯科医学教育学会学術大会，鹿児島，2015年 7 月

前野哲博：わかりやすい症候診断，薬剤師生涯学習講
座，広島，2015年 9 月

前野哲博：糖尿病のトータルマネジメント～健診異常
からインスリン導入までの10年を追う！ ～，薬剤師生
涯学習講座，東京，2015年10月

前野哲博：臨床ですぐ使える　フィジカルアセスメン
ト，薬剤師生涯学習講座，東京，2015年10月



― 93 ―

前野哲博：Evidennce-Based Medicine医療安全学（弘
前大学），弘前，2015年10月

前野哲博：地域医療で求められる医師とは，水城高校
講演会，水戸，2015年10月

前野哲博：症候診断の基本的考え方，河北総合病院講
演会，東京，2015年10月

前野哲博：こんなときどうする？患者が訴える症状へ
のアプローチ～すべての医療食に求められる初期対応
～，未来医療 GPワークショップ（筑波大学），つく
ば
第 1回：胸痛　　　　　2015年10月
第 2回：呼吸困難　　　2015年11月
第 3回：意識障害　　　2015年11月
第 4回：頭痛　　　　　2015年12月

前野哲博：筑波大学における地域医療教育システムの
構築，琉球大学シンポジウム―グローバル &ローカ
ル国際認証に求められる臨床実習とは―，那覇，2015
年11月

前野哲博：私が総合診療医を目指した理由，総合診
療・家庭医療全国公開セミナー　in Tsukuba，つくば，
2015年11月

前野哲博：総合診療医とは？，埼玉医科大学講演会，
埼玉，2015年11月

前野哲博：総合診療専門医　現状と今後，済生会指導
医講習会アドバンスコース，福井，2015年11月

前野哲博：講師（ディレクター），平成27年度医師臨
床研修指導医講習会，和歌山，2015年11月

前野哲博：総合診療とは？，地域・総合診療・症候（鹿
児島大学），鹿児島，2015年12月

前野哲博：臨床推論，日本看護協会看護研修学校特定
行為研修講義，清瀬，2015年12月

班研究発表
吉本尚：プライマリケアにおけるアルコール使用障害
のスクリーニング・介入に関する研究．WHO世界戦

略を踏まえたアルコールの有害使用対策に関する総合
的研究　平成26年度　総括研究報告書，167-73，2015

吉本尚（編）：チャレンジ多職種連携（在宅・地域版），
2015

吉本尚（編）：「多職種連携力」を持つ 人材育成プロ
グラム開発事業，2015

吉本尚（編）：平成26年度文部科学省委託 成長分野等
における中核的専門人材養成の戦略的推進事業 地域
の医療・保健・福祉を支える「多職種連携力」を持つ
中核的専門人材育成プログラム開発 成果報告書

後藤道子，吉本尚：多職種連携 Good practice 校及び
多職種連携教育先進校訪問調査 55-64

吉本尚：コンピテンシー開発のプロセス 43-54

春田淳志，飯岡緒美，小島愛，市川周平，森洋平，吉
見憲二，吉本尚：医療福祉専門家の協働実践のグルー
プダイナミクスの探索 －社会的交換理論を援用した
プロセス分析－　203-8

吉本尚：本事業の目的と意義 9-10

吉本尚：事業責任者より一言 5-6

吉本尚：今後の計画に関して 263-4

取材記事等
宮澤麻子：北茨城に家庭医療センター開所 在宅医療
充実へ筑波大と連携．産経ニュース，2015年 5 月20日

宮澤麻子：専門医の養成拠点施設 北茨城に医療セン
ター開所．茨城新聞，2015年 5 月20日

宮澤麻子：地域医療の拠点完成 北茨城・家庭医療セ
ンター．朝日新聞，2015年 5 月20日

宮澤麻子：家庭医療センター 中郷多目的集会所の隣
に開所．北茨城民報，2015年 5 月24日

宮澤麻子：北茨城市民病院附属家庭医療センターが完
成．いばキラ TV/茨城新聞ニュース，2015年 5 月25
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日

宮澤麻子：地域で医師を育てる重要性．広報きたいば
らき 4月号紙上クリニック，No.707：14．2015

宮澤麻子，横谷省治：地域住民の健康守る「家庭医療
センター」オープン 専門医の養成拠点にも．公明新聞，
2015年 8 月10日， 7面

吉本尚：「自分が飲める飲酒量が適量」は誤り？後
悔の前に．「アルコールと健康」．朝日新聞アピタ
ル．2015年 4 月14日　http://www.asahi.com/articles/

SDI201511233292.html

吉本尚：「伝統」という名の危険な飲酒　ご用心　家
族の思い．「アルコールと健康」．朝日新聞アピタ
ル．2015年 4 月13日　http://www.asahi.com/articles/

SDI201511131091.html

吉本尚：平成26年度文部科学省のシンポジウム報告：
チーム医療推進協議会　2015年 2 月23日 https://www.

team-med.jp/archives/active/20150223

岸本暢将，吉本尚，佐藤健太：（座談会）君のカルテを“劇
的”成長の軌跡に．週刊医学界新聞3133：1-3，2015

杠岳文，太田順一郎，後藤雅子，井戸由美子，吉本尚：
（座談会）アルコール関連問題の早期介入．Frontier 

in Alcoholism， 3（2）；12-9，2015

小曽根早知子：学会トピック◎第 6回日本プライマリ
/ケア連合学会学術大会　血圧測定，「長袖の上から
カフ」は不適．日経メディカルオンライン2015/6/16．

浜野淳：日経メディカル Web　「病棟ナースに求めら
れる退院支援：Aナーシング」2015年 3 月

浜野淳：勇美記念財団　在宅医療テキスト第 3版　e

ラーニング　第 5章　「がんの在宅緩和ケア」2015年
12月

金井貴夫：高齢者の薬漬け深刻．読売新聞，2015年 5
月11日掲載

金井貴夫：薬がのみきれない！～知られざる“残薬”

のリスク～．NHK総合テレビ　クローズアップ現代，
2015年 5 月19日放映

金井貴夫：高齢者の薬．読売新聞　医療ルネサンス
2015年 8 月 6 日掲載

金井貴夫：ポリファーマシー改善で議論～診療科横断
的アプローチを～．薬事日報社，2015年12月16日発行

金井貴夫：高齢者のポリファーマシーはこう
し て 起 き る．Medical Tribune ニ ュ ー ス，2015
年12月22日「h t t p s : / / m e d i c a l - t r i b u n e . c o . j p /

news/2015/1222038108/

小林裕幸，木下賢輔：高齢者が飲むと危ない薬　サン
デー毎日　2015年11月29日掲載

前野哲博：地域包括ケアシステムのコアになる「総合
診療医」，茨城保険医新聞，439：1p，2015年 2 月15日

草場鉄周，前野哲博，福原俊一：臨床研究の道標　総
合診療編　総合診療医の臨床研究，Primaria，12：
14-17，2015年 6 月

前野哲博：大学で家庭医を育てる，家庭医という選択，
舟見恭子著，エイチエス株式会社，p130-161，2015年
6 月

前野哲博：書評　帰してはいけない小児外来患者，
BRAIN AND NERVE，67（11）：1449，2015

前野哲博：書評　帰してはいけない小児外来患者，臨
床検査，59（12）：1458，2015

前野哲博：書評　帰してはいけない小児外来患者，臨
床皮膚科，12，69（13）：1032，2015

前野哲博：書評　帰してはいけない小児外来患者，医
学界新聞，3142号：6，2015

前野哲博：BOOK REVIEW　帰してはいけない小児
外来患者，臨床眼科，69（13）：1792，2015

表彰・受賞
後藤亮平：日野原賞（第 6回 日本プライマリ・ケア
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連合学会学術大会，つくば，2015年 6 月）

小曽根早知子，高屋敷明由美，前野貴美，前野哲博：
日本プライマリ・ケア連合学会2014年度優秀論文賞（和
文誌）．地域診療所において短期間勤務する医師が診
療に関わることを，患者はどう思っているか？．日本
プライマリ・ケア連合学会誌 2015，37（3），219-24

浜 野 淳：WONCA Asia Pacific Regional Conference 

2015 Young Investigator Award Silver Medal

浜野淳：平成27年度　筑波大学医学医療系　優秀大学
教員

高屋敷明由美：医学類M4　2014年度 Best Teachers 

Award（2015年 4 月表彰）

高屋敷明由美：医学医療系大学教員業績評価　優秀大
学教員（教育）（2015年12月表彰）

研究費・助成金獲得
研究代表者　斉藤さやか，研究分担者　前野貴美：医
師と製薬企業に対する患者の捉え方についての調査．
日本プライマリ・ケア連合学会研究助成　若手チーム
研究（平成27 ～ 28年度）

齋藤さやか：PC連合学会研究助成金

吉本尚：2013年～ 2015年度　厚生労働省科学研究費
補助金　「プライマリケアにおけるアルコール使用障
害のスクリーニング・介入に関する研究」

吉本尚：2014年～ 2016年度　文科省科学研究費補助
金　「大学生におけるアルコール使用障害のスクリー
ニングに関する研究」

春田淳志，田直子，大石愛：住民を巻き込んだ多職種
連携教育（Transprofessional education）を基盤とし
た緩和ケアボランティア養成プログラムの開発－参加
型アクションリサーチ－　プライマリ・ケア連合学会　
チーム研究助成　 2年間，2014年 4 月 1 日～ 2016年
3 月31日

浜野淳：2015年度　日本ホスピス・緩和ケア研究振興
財団 研究助成金　取得「非がん疾患の終末期医療の

実態に関する調査」

高屋敷明由美：科学研究費平成27年度基盤研究 C「地
域枠医学生の医師不足地域での従事意思についての全
国調査」研究代表者　高屋敷明由美

委員・役員
濱田修平：日本内科学会　認定医制度審議会　病歴要
約評価委員（ 1次評価委員）

濱田修平：日本プライマリ・ケア連合学会　代議員

山本由布：日本プライマリ・ケア連合学会　代議員

五十野博基：JHospitalist Networkホームページ編集
委員

髙木博：日本プライマリ・ケア連合学会　国際関係委
員会協力委員

宮澤麻子：日本プライマリ・ケア連合学会 TransHis

プロジェクト協力委員．2015年 3 月28日－，協力委
員の会．日本プライマリ・ケア連合学会本部，東京，
2015年11月28日

宮澤麻子：日本プライマリ・ケア連合学会若手医師
部会クルー 100人プロジェクト地域ごとコミュニティ
チーム委員．2015年 6 月－

宮澤麻子：北茨城市在宅医療・介護連携推進拠点事業
推進協議会．北茨城市役所，北茨城，2015年 6 月22日，
9月14日

宮澤麻子：日本プライマリ・ケア連合学会家庭医療専
門医試験評価者．クロスウェーブ府中，東京，2015年
7 月19-20日

宮澤麻子：日本プライマリ・ケア連合学会専門医部会
生涯学習部門委員，2015年 6 月－

宮澤麻子，地田真理，荻津利恵，村田真由美：拠点事
業看取りパンフレット会議委員，北茨城市役所，北茨
城，2015年 9 月24日

吉本尚：2015-07 －（現在）　日本赤十字社医療セン
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ター　看護管理職の継続教育プログラム開発　協力委
員

吉本尚：2015-07 －（現在）　特定非営利活動法人ハー
ト・リング運動　認知症のケアに携わる中核的専門人
材の多職種連携力を高める教育プログラム開発　協力
委員

吉本尚：2015-07 －（現在）　日本医師会（文部科学
省委託事業）　地域包括ケアを担う医療・介護分野の
中核的専門人材養成のための教育プログラム開発　協
力委員

吉本尚：2014-10 －（現在）　イッキ飲み防止連絡協
議会　専門委員

吉本尚：2014-09 －（現在）　日本アルコール関連問
題学会　評議員

吉本尚：2014-07 －（現在）　日本プライマリ・ケア
連合学会　医学生若手医師支援委員会　委員

吉本尚：2014-07 －（現在）　日本プライマリ・ケア
連合学会　支部支援委員会　委員

吉本尚：2014-07 －（現在）　日本プライマリ・ケア
連合学会　国際関係委員会　協力委員

吉本尚：2014-07 －（現在）　日本プライマリ・ケア
連合学会　学術大会の在り方検討委員会　委員

吉本尚：2014-05 －（現在）　日本プライマリ・ケア
連合学会　代議員

吉本尚：2012-11 －（現在）　日本プライマリ・ケア
連合学会　アルコールワーキンググループ　代表

吉本尚：2012-05 －（現在）　アルコール関連問題基
本法推進ネット　幹事

吉本尚：2012-08 －（現在）　一般社団法人Medical 

Studio　メンタ―

吉本尚：2012-08 －（現在）　家庭医・病院総合医教
育研究会　協力委員

吉本尚：2013-08 －（現在）　三重大学（文部科学省
補助事業）　地域医療の核となる医療人材の養成にむ
けて～三重地域医療総合診療網の全国・世界発信～　
教育担当

吉本尚：2014-07--2015-02　日本医師会（文部科学省
委託事業）　診療所・中小病院で働く医療者の「多
職種連携力」を高める教育プログラム開発（職域 3）　
協力委員

吉本尚：2014-07--2015-02　三重大学（文部科学省委
託事業）　コンソーシアム　事業推進責任者

吉本尚：2014-07--2015-02　三重大学（文部科学省委
託事業）　職域 1　事業推進責任者

吉本尚：2014-07--2015-02　三重大学（文部科学省委
託事業）　職域 2　事業推進責任者

吉本尚：2009-10 －（現在）　日本プライマリ・ケア
連合学会　海外家庭医療雑誌 表題翻訳プロジェクト
メンバー

春田淳志：日本医学教育学会　地域医療 ・多職種連携
教育委員会　委員（2012年 6 月～）

春田淳志：日本医学教育学会　医学教育学会認定専門
家委員会ワーキンググループ（2012年 6 月～）

春田淳志：保健医療福祉連携学会　IPE推進委員会　
委員（2012年～）

春田淳志：日本プライマリ・ケア連合学会　専門医認
定委員会　委員（2013年12月～）

春田淳志：文科省事業「成長分野等における中核的専
門人材養成の戦略的推進」地域の医療・介護を支える
「多職種連携力」を持つ中核的専門人材育成プログラ
ム開発協力委員　実態調査・質問票開発班　プロジェ
クトリーダー（2013年 7 月～ 2015年 3 月）

鈴木広道：日本臨床微生物学会　評議員

阪本直人：日本ヘルスプロモーション学会 理事，日
本ヘルスプロモーション学会 理事，2015年度
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阪本直人：日本ヘルスプロモーション学会 常任理事；
11月～，日本ヘルスプロモーション学会 常任理事；
11月～，2015年度

阪本直人：ICT委員会委員，日本プライマリ・ケア連
合学会，2015年度

阪本直人：日本ヘルスプロモーション学会 理事，日
本ヘルスプロモーション学会，2015年度

阪本直人：代議員，日本プライマリ・ケア連合学会，
2015年度

阪本直人：おもてなし班班長（第 6回日本プライマリ
ケア連合学会学術大会準備委員会），日本プライマリ・
ケア連合学会＠つくば，2015年

高屋敷明由美：日本医学教育学会研究倫理 COI委員
会　委員

高屋敷明由美：日本プライマリ ･ケア連合学会　評議
委員

横谷省治：日本プライマリ・ケア連合学会　理事，プ
ログラム運営・FD委員長，規約制度・用語委員長

横谷省治：第 6回日本プライマリ・ケア連合学会学術
大会　実行委員長


