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

 

本間祐子，齊藤久子，端山幹大，林 大輔，野末裕紀，今井博則，青木 健，市川邦男：高度の膀胱尿管

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

 

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

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



益子一樹，田中由基子，下村治，新井晶子，上野幸廣，阿竹茂，河野元嗣：当院における蘇生的開胸術の

現状. 第 71 回日本臨床外科学会総会，11 月，2009 

 

下村治，益子一樹，田中由基子，新井晶子，上野幸廣，阿竹茂，河野元嗣：左大量血胸を呈した横隔膜損

傷、脾損傷、心膜損傷の症例，第 33 回茨城県救急医学会，9/12，2009 

 

田中由基子，新井晶子，河野元嗣，永藤元道，大和田洋平，五味渕智香，下村治，益子一樹，上野幸廣，

阿竹茂：TAE および手術治療にて止血した右胸壁刺創の１例，第 33 回茨城県救急医学会，9/12，2009 

 

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

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

 

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

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

2009 

 

班研究報告 

徳田安春，福井次矢，後藤英司，大滝純司，小俣富美雄，高橋理，大出幸子，石田也寸志，副島久美子：

医学部教育、臨床研修制度、専門研修を縦断するカリキュラムの作成と医師養成のあり方に関する研究 

厚生労働科学研究費補助金, 3月2009 

 

福井次矢，白川太郎，山下 仁，蒲原聖可，川嶋朗，徳田安春，高橋 理，大出 幸子，小俣富美雄：統

合医療の安全性と有効性に関する研究 

厚生労働科学研究費補助金, 3月2009 

 

新保卓郎，福井次矢，松井邦彦，徳田安春，高橋 理，福岡敏雄：ＥＢＭに基づいた健康診査の評価とガ

イドライン作成に関する研究 

厚生労働科学研究費補助金, 3月2009 

 

中村清吾，津川浩一郎，岩田広治，大野真司，元村和由，秋山太，徳田安春：臨床的腋窩リンパ節転移陰

性の原発性乳癌に対するセンチネルリンパ節生検の安全性に関する多施設共同臨床試験 

厚生労働科学研究費補助金, 3月2009 

 

喜多恒和，岩田みさ子，小林裕幸，佐久本薫，高野政志，田口彰則，中西美紗緒，松田秀雄，箕浦茂樹，金

子ゆかり, 平成 21 年度厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策研究事業）「HIV 感染妊婦とその出生児の調



査・解析および診療・支援体制の整備に関する総合的研究」班:HIV 感染妊婦とその出生児に関するデータベ

ースの構築および HIV 感染妊婦の疫学的・臨床的情報解析 

平成 21 年度 HIV 感染妊婦とその出生児の調査・解析および診療・支援体制の 

整備に関する総合的研究報告書 p21-p55,2009 

 

木澤義之：地域の緩和ケア標準化に関する研究 

厚生労働科学研究費補助金（第 3次対がん総合戦略研究事業） 

緩和ケアプログラムのよる地域介入研究班 

 H20 年度 総括研究報告書 pp.5-7 

 

木澤義之：地域に根ざしたがん医療システムの展開に関する研究 

厚生労働科学研究費補助金 がん臨床研究事業 

地域に根ざしたがん医療システムの展開に関する研究班 

 H20 年度総括・分担研究報告書, pp34-37 

 

木澤義之：がん医療の均てん化に資する緩和医療に携わる医療従事者の育成に関する研究 

厚生労働科学研究費補助金 がん臨床研究事業 

がん医療の均てん化に資する緩和医療に携わる医療従事者の育成に関する研究班 

 H20 年度総括・分担研究報告書 pp1-22 

 

講演・講義 

前野哲博：症候診断の思考ロジック  鑑別診断 初の 3秒 －問診表でどこまでわかる？－. ＥＲアッ

プデート in 東京ベイ 2009（浦安市），2月，2009 

 

前野哲博：医療者のメンタルヘルス. 国立保健医療科学院 医療安全管理概論（埼玉），2月，2009 

 

前野哲博：研修医のストレス. むつ総合病院講演会（青森），5月，2009 

 

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

 

前野哲博：研修医のメンタルヘルスケア. 山梨研修医・指導医セミナー (山梨)，7月，2009 

 

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

くば），9月，2009 

 



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

医研修会（富山），9月，2009 

 

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

 

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

戸），11 月，2009 

 

前野哲博：EBM とリスクマネジメント. 平成 21 年度弘前大学医学部 医療リスクマネジメント講義（弘前），

11 月，2009 

 

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

 

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

2009 

 

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

月，2009 

 

津田修治、宮澤麻子、高木 博、林 幹雄、伊藤桜子、前野哲博：症候診断へのアプローチ. 第 21 回学生

研修医のための家庭医療学夏期セミナー（群馬）, 8 月, 2009 

 

前野哲博：講習会ディレクター・チーフタスクフォース. 

平成 20 年度第 3回茨城県指導医養成講習会（阿見）， 

1 月，2009 

平成 20 年度第 4回茨城県指導医養成講習会（つくば），3月，2009 

平成 21 年度第 1回茨城県指導医養成講習会（つくば），7月，2009 

和歌山県医師臨床研修指導医講習会（和歌山市）， 

9 月，2009 

平成 21 年度第 2回茨城県指導医養成習会（水戸）， 

10 月，2009 

 

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

 

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

 



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

 

徳田安春：教育回診. 杏林大学呼吸器内科（東京），3月, 2009 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

徳田安春：教育回診. 水戸済生会総合病院（水戸），7月, 2009 

 

徳田安春：教育回診. 中部労災病院（愛知），7月, 2009 

 

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

 

徳田安春：教育回診. 杏林大学呼吸器内科（東京），7月, 2009 

 

徳田安春：教育回診. 大手町健和会病院（北九州），7月, 2009 

 

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

 

徳田安春：教育回診. 湘南鎌倉病院（大船），8月, 2009 

 

徳田安春：教育回診. 市立堺病院（堺市），9月, 2009 

 

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

 

徳田安春：教育回診. みさと健和会病院（埼玉），9月, 2009 

 



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

 

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

 

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

 

徳田安春：教育回診. 都立府中病院（東京），10月, 2009 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

徳田安春：教育回診. 太田西ノ内病院（福島），11月, 2009 

 

徳田安春：教育回診. 茨城県立中央病院（友部），12月, 2009 

 

徳田安春：教育回診. 千葉西病院（千葉），12月, 2009 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 



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

 

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

 

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

7 月, 2009 

 

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

 

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

演（出雲）,8 月,2009 

 

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

 

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

京）,9 月, 2009 

 

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

 

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

 

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

 

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

11 月, 2009 

 

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

12 月, 2009 

 

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

究会（東京），2月，2009 

 

木澤義之：望ましい治療・療養とは？－緩和ケアの立場から－. 第 9 回癒しの環境研究会全国大会ランチ

ョンセミナー（土浦），2月，2009 

 

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



 

木澤義之：「緩和ケアチームと地域医療緩和ケア」～地域で緩和ケアを実践するのにどうしたらよいか～. 

富山県緩和ケアチーム実践セミナー（富山），3月，2009 

 

木澤義之：コミュニケーションロールプレイ・地域連携と治療・療養の場の選択. がん診療に携わる医師

に対する緩和ケア研修会（茨城），5月，2009 

 

木澤義之：医の倫理Ⅱ. H21 年度滋賀医科大学講義 医の倫理Ⅱ（滋賀），5月，2009 

 

木澤義之：緩和ケアチームの基準と質の評価について－ホスピス緩和ケアの連携の視点から－. 2009 年度

日本ホスピス緩和ｹｱ協会年次大会（広島）， 7 月，2009  

 

木澤義之：緩和医療学 「効果的なコミュニケーション」. 平成 21 年度厚生労働省委託事業 「インターネ

ットを活用した専門医の育成等事業」（東京），8月，2009 

 

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

2009 

 

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

 

木澤義之：緩和ケアの教育－ 新の動向－. 第 68 回 日本癌学会学術総会（横浜），10 月，2009 

 

木澤義之：地域でがんを診る. 第 5回 「地域医療を考える会」TSUKUBA（つくば），10 月，2009 

 

木澤義之：緩和ケア. 緩和ケア講演会（土浦），10 月，2009 

 

木澤義之：がん治療 UPDATE 緩和医療. 第 47 回日本癌治療学会総会学術集会（横浜），10 月，2009 

 

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

 

木澤義之：緩和チーム. 秋田県緩和チーム研究会（秋田），11 月，2009 

 

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

 

木澤義之：「緩和ケア普及のための教育」－院内・地域で緩和ケアを実践するために－. 緩和ケア講演会 ～

緩和ケアの地域への普及～（神戸），12 月，2009 



木澤義之：「地域全体で取り組むホスピス・緩和ケア」. 日本財団寄附講義・千葉大学普遍教育 「いのち

を考える～医療の原点をみつめて～」（千葉），12 月，2009 

 

木澤義之：ファシリテーター. 

第 6回日本緩和医療学会教育セミナー（東京），1月，2009 

日本緩和医療学会 PEACE プロジェクト緩和ケア指導者研修会 「緩和ケアの基本教育に関する指導者研修

会」（大阪），1月，2009 

平成 20 年度 第 4回 がん診療連携拠点病院 緩和ケアチーム研修会（広島），1月，2009 

平成 20 年度がん医療に携わる医師に対するコミュニケーション技術研修会（福岡），1月，2009 

平成 20 年度緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会 (船橋)，2月，2009 

北海道緩和ケア研修会 in 富良野（富良野），3月，2009 

緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会 （船橋），4月，2009 

日本緩和医療学会 PEACE プロジェクト緩和ケア指導者研修会 （大阪），6月，2009 

日本緩和医療学会 PEACE プロジェクト 緩和ケア指導者研修会（東京），7月，2009 

平成 21 年度 がん診療連携拠点病院 緩和ケアチーム研修会（東京），8月，2009 

茨城県緩和ケア研修会（土浦），8月，2009 

日本緩和医療学会 PEACE プロジェクト緩和ケア及び精神腫瘍学の基本教育に関する指導者研修会（船橋），

9月，2009 

平成 21 年度がん診療連携拠点病院緩和ケアチーム基礎研修会（大阪），10 月，2009 

第 8 回 緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会（船橋），11 月，2009 

平成 21 年度 緩和ケアチーム研修会 in 秋田（秋田），11 月，2009 

 

前野貴美：タスクフォース. 平成 20 年度第 4回茨城県指導医養成講習会(つくば)，3月，2009 

 

鈴木將玄： 新の臨床現場からの情報提供（糖尿病）. 薬剤師生涯教育講座（学校法人 医学アカデミー）

（東京），7月，2009 

 

鈴木將玄：褥瘡について ー家でもできる褥瘡ケアー. 第 83 回市民健康講座（つくば）,9 月，2009 

 

鈴木將玄：糖尿病 インスリンの使い方．筑波メディカルセンター病院研修医勉強会（つくば）, 7 月，

2009 

 

長岡広香：ファシリテーター. 茨城県緩和ケア研修会, 筑波メデイカルセンター病院, 6 月, 2009 

 

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）, 7 月, 2009 

 



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）,２月,2010 

 

長岡広香：ファシリテーター. PEACE 指導者研修会（船橋）, 9 月, 2010 

 

長岡広香, 木澤義之：ファシリテーター. 第１回地域医療従事者との緩和ケアカンファレンス「つくば地区

の薬薬連携について考える」（筑波大学付属病院）, 6 月, 2010 

 

長岡広香, 木澤義之: ファシリテーター. 第２回地域医療従事者との緩和ケアカンファレンス「エンドオブ

ライフケア」（筑波大学附属病院）, 8 月, 2010 

 

長岡広香, 木澤義之：ファシリテーター.第３回地域医療従事者との緩和ケアカンファレンス「緩和ケアチ

ームの立ち上げから関わって」（筑波大学附属病院）, 12 月, 2010 

 

百 賢二, 櫻井 環, 長岡広香：口腔ケア.Cancer Week 2009（筑波大学付属病院）, 10 月, 2010 

 

櫻井 環, 長岡広香：リンパ浮腫予防ケア. Cancer Week 2009（筑波大学付属病院）, 10 月, 2010 

 

菅ヶ谷純一：めまいの診断．筑波メディカルセンター病院研修医勉強会（つくば）, 5 月，2009 

 

河村由吏可：指導医養成講習会チーフタスクフォース. 平成２１年度島根大学指導医養成講習会（出雲）, 

11 月, 2009 

 

河村由吏可：タスクフォース. 

平成 20 年度第３回茨城県指導医講習会（阿見）， 1 月，2009 

平成 2１年度第１回茨城県指導医講習会（つくば）， 7 月, 2009 

平成 21 年度和歌山県指導医講習会（和歌山）， 9 月, 2009 

平成 2１年度郡山大田西ノ内指導医講習会（郡山）， 10 月, 2009 

 

久永貴之 ：企画責任者，ファシリテーター. 

PEACE 茨城県緩和ケア研修会（ 筑波メディカルセンター病院）, 6 月, 2009 

PEACE 茨城県緩和ケア研修会（ 筑波メディカルセンター病院）, 6 月, 2009 

 

久永貴之 ：ファシリテーター. 

PEACE 茨城県緩和ケア研修会（西南医療センター）, 4 月, 2009  

PEACE 茨城県緩和ケア研修会（友愛記念病院）, 5 月, 2009  

PEACE 茨城県緩和ケア研修会（日立総合病院）, 7 月, 2009  



PEACE 茨城県緩和ケア研修会（筑波大学附属病院）, 7 月, 2009 

PEACE 茨城県緩和ケア研修会（東京医大茨城医療センター）, 9 月, 2009 

PEACE 指導者研修会（船橋）, 11 月, 2009   

 

久永貴之 ：「癌消化器症状のマネジメント」. 熊本がん学術講演会（熊本）, 5 月, 2009  

 

久永貴之 ：「緩和医療の現状―緩和医療における放射線治療の役割―」. 日本放射線技術学会関東部会 平

成 21 年度第 3 回学術講演会 基調講演（つくば）, 12 月, 2009  

 

久永貴之 ：「呼吸困難」. 第７回つくば緩和ケアカンファレンス, 2 月, 2009  

 

阪本直人：タスクフォース. 平成 20 年度第 3回茨城県指導医養成講習会(阿見)，1月，2009 

 

阪本直人：県との共同事業による筑波大学での地域健康づくり. 第 14 回全国首長連携交流会（東京）， 

5 月，2009 

 

阪本直人：地域保健における家庭医の役割について. 順天堂大学地域保健学講義（千葉），6月，2009 

 

阪本直人：健康科学の実践⑤：家庭医の役割. 順天堂大学健康科学概論講義（千葉）、6月，2009 

 

阪本直人：家庭医から見た健康な家族. ヘルスプロモーション講座（千葉），７月，2009 

 

阪本直人：たばこ教室（喫煙予防教育）,神栖市ヘルスプロモーション事業． 

神栖第三中学校（神栖市）11 月，2009  

波崎第四中学校（波崎市）11 月，2009  

大野原西小学校（神栖市）12 月，2009  

波崎第三中学校（波崎市）12 月，2009  

 

阪本直人：高血圧教室『いきいき健康講座 高血圧編～減塩とウォーキングで実感しながら健康アップ～』 

神栖市保健センター（神栖市）， 9 月，2009 

神栖市保健センター（神栖市）， 9 月，2009 

神栖市保健センター（神栖市）， 11 月，2009 

 

阪本直人：新型インフルエンザ 

神栖済生会病院来院患者対象健康講座（神栖市），9月，2009 

神栖済生会病院来院患者対象健康講座（神栖市），10 月，2009 

神栖済生会病院透析患者対象健康講座（神栖市），10 月，2009 



浜野 淳：地域の緩和ケア. 土浦ケアマネージャー研究会（土浦）, 1 月, 2009 

 

浜野 淳：在宅医療. 茨城県桜川市市民健康講座（桜川）, 1 月，2009 

 

浜野 淳： 痰の吸引を安全に行うための研修会. 茨城県難病相談・支援センター主催 第 4回医療従事

者研修会（桜川）, 2 月, 2009 

  

浜野 淳：働く人の話を聴く会. 筑西市立協和中学校（筑西）, 2 月, 2009 

  

浜野 淳：筑西市のケアマネに求められているもの. 筑西市ケアマネ会（筑西），2月, 2009  

 

浜野 淳：10 年後の自分へ. 茨城県立境高校 社会人による出張講義（境）, 7 月, 2009 

  

浜野 淳：ファシリテーター. 茨城県緩和ケア研修会（つくば）, 7 月, 2009 

 

浜野 淳：「地域で活躍できる医師を養成するための臨床研修のあり方」. 茨城県指導医シンポジウム（つ

くば）, 9 月，2009  

 

浜野 淳：講師. HANDS-FDF 2009 ネゴシエーション（川崎）, 10 月, 2009 

 

浜野 淳：ファシリテーター. 茨城県緩和ケア研修会（友部）,  10 月, 2009  

 

皆川頼一：『喫煙予防教室』. 神栖市小・中学校（深芝小学校、波崎東小学校）, 1 月, 2009 

 

皆川頼一：『ちょくちょく、直腸診』.  利根町国保診療所 院内スタッフ向けレクチャー（利根町国保診

療所）, 7 月, 2009 

 

皆川頼一：中・高年に多い病気と対処法『つまらない（詰らない）人生って？何～脱、メタボな私～』. 利

根町社会福祉協議会リ・スタート講座（利根町国保診療所）, 8 月, 2009 

 

皆川頼一：『メタボリック症候群について』. 利根町老人会（利根町国保診療所）, 9 月,2009  

 

宮田靖，向原圭，宮崎仁，郷間巌，斉藤さやか：製薬会社からの提供、是か非か？どうしてますか？ プ

ライマリ・ ケア関連学会連合学術会議ワークショップ（京都）, 8 月, 2009 

 

山口 崇：在宅医療と緩和ケアの関わりについて．第４回手稲 Home Doctor League Conference（札幌），

2月，2009 



山口 崇：ファシリテーター．平成 21 年度緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会. 4 月，2009 

 

山口 崇：講師．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. 6 月，2009 

 

山口 崇：抗菌薬について．筑波メディカルセンター病院研修医勉強会（つくば），7月，2009 

 

山口 崇：抗菌薬の使い方２．筑波メディカルセンター病院研修医勉強会（つくば），12 月，2009 

 

宮澤麻子 : 健康茶話会.白幡台団地, 6 月, 2009 

 

宮澤麻子 : 健康茶話会.里美地区社協, 9 月, 2009 

 

取材記事・新聞等 

前野哲博：特集 世界の医学誌から 医師養成におけるメンタルヘルスケアの充実を.MMJ 毎日新聞社 5

巻 4号 241  2009 年 4 月 15 日 

 

前野哲博：迷える医学生のための 臨床研修プログラムの考え方、選び方 自分がこうなりたいというロ

ールモデルを見つけよう. 週刊医学界新聞 医学書院 2837号 2ページ 2009年7月6日 

 

前野哲博：特集 地域医療を進める 筑波大学における地域医療の取り組み. 茗渓 社団法人 茗渓会 

1063巻 4-6,  

 

前野哲博：指導医体制の充実のために ～スーパーレジデントとは～ 指導医シンポジウム いばらぎの地

域医療 茨城県医師確保支援センター 18号 1ページ 

 

木澤義之：特集 大学が学問がもっと好きになる 生と死を考える. 筑波大学新聞 筑波大学新聞編集委

員会 第276号 2009年4月7日 12面  

 

木澤義之：平成20年度厚生労働省委託事業「インターネットを活用した専門医の育成事業」Ｅラーニング 

緩和医療概論. 平成20年度厚生労働省委託事業「インターネットを活用した専門医の育成事業」Ｅラーニ

ング サイバーリーガルクェスト 2009年2月27日 

 

木澤義之：特集 医療 チームで支えるがん緩和ケア スタッフ・経験不足で質ばらつき. 朝日新聞 朝日

新聞社 2009 年 7 月 3日 34 面 

 



木澤義之：第 14 回日本緩和医療学会 緩和ケアとプライマリケアの融合を目指す. M メディカルトリビュ

ーン VOl42 No.33 29 

 

木澤義之：がん患者の絶望感知る緩和医療の普及が急務. 筑波大学新聞 筑波大学新聞編集委員会 281

号 5 面 2009 年 11 月 9 日 

 

木澤義之：特集 緩和ケア 「がんの苦痛を和らげるQOL高めたい 一線の医師も担うべき」.京都新聞 京

都新聞社 2009年7月28日 18面 

 

木澤義之：「一線の医師も対応を」.デーリー東北 2009 年 7 月 6日 

 

木澤義之：特集 緩和ケアのすそ野広げる 「一線の医師も担うべき」 特編 医療新世紀. 山口新聞 10

面 2009 年 7 月 6日 

 

木澤義之：特編 医療新世紀 「緩和ケア」必修に 「一線の医師も対応を」 特編 医療新世紀. 秋田さ

きがけ 11面 2009年7月6日 

 

木澤義之：特集 がん緩和ケアより重要に 「国内の普及不十分」. 高知新聞 12面 2009年7月10日  

 

木澤義之：特集 医療新世紀 特編 緩和ケア 「一線医師がまず対応を」. 山梨日日新聞 6面 山梨日

日新聞 2009年7月13日 

 

木澤義之：特集 医療新世紀 特別編 緩和ケアのすそ野広げる「一線の医師も対応を」.東奥日報 6面  

2009年7月6日 

 

木澤義之：がん緩和ケア 病院など浸透道半ば. 日本経済新聞 23面 2009年7月6日 

 

木澤義之：浜松市1000件の調査に基づく がん患者さんご家族の声 浜松市1000件の調査に基づく がん患

者さんご家族の声 緩和ケア普及のための地域プロジェクト（厚生労働科学研究 がん対策のための戦略

研究）2-15  

 

宮田靖,斉藤さやか,俵望．【座談会】医師と製薬会社の適切な関係って？ 医学界新聞 2009 年 11 月 9 日 

 

研究費、補助金等資金獲得 

阪本直人：平成 21 年度日本家庭医療学会研究補助金「地域住民のタバコによる健康被害に関する認知度・

誤解度調査」 


