業 績
2010 年 1 月～12 月

表

彰

＜22 年度 Best Teacher's Award（M4 部門）＞

＜22 年度 Best Teacher's Award（M4 部門）＞

前野哲博. 筑波大学医学群医学類, 2010

高屋敷明由美. 筑波大学医学群医学類, 2010

＜22 年度 Best Teacher's Award（M4 部門）＞
前野貴美. 筑波大学医学群医学類, 2010

原

著

Chinen K, Tokuda Y, Fujiwara M, Fujioka Y:

sanitizers

and

successful

eradication

of

Pulmonary tumor thrombotic microangiopathy in

methicillin-resistant Staphylococcus aureus from

patients with gastric carcinoma: An analysis of 6

a neonatal intensive care unit: A multivariate time

autopsy cases and review of the literature.

series analysis. American Journal of Infection

Pathology Research and Practice 206 (10), 682-689,

Control 2010, 38 (7), 529-534, 2010

2010
Stein GH, Shibata A, Bautista M, Tokuda Y:
Komatsu I, Tokuda Y, Shimada G, Jacobs JL,

Webinar: An interactive Clinical Seminars for

Onodera H: Development of a simple model for

Japanese Medical Students. General Medicine

predicting need for surgery in patients who

11(2), 87-90, 2010

initially undergo conservative management for
adhesive

small

bowel

obstruction.

American

Journal of Surgery 200 (2), 215-223, 2010

Takahashi O, Ohde S, Jacobs JL, Tokuda Y, Yanai
H, Okubo T, Shimbo T, Fukuhara S, Hinohara S,
Fukui T: Population-level preferences for primary

Nishizaki Y, Tokuda Y, Sato E, Kato K, Matsumoto

care physicians' characteristics in Japan: a

A, Takekata M, Terai M, Watanabe C, Lim Y, Ohde

structural equation modeling. Internal Medicine

S, Ishikawa R: Relationship between nursing

49 (2), 125-130, 2010

workloads and patient safety incidents. Journal of
Multidisciplinary Healthcare 3, 49-54, 2010

Tokuda Y, Abe T, Ishimatsu S, Hinohara S:
Ambulance Transport of the Oldest Old in Tokyo:

Omata F, Deshpande G, Tokuda Y, Takahashi O,

A

Population-Based

Study.

Ohde S, Carr-Locke DL, Jacobs JL, Mine T, Fukui

Epidemiology 20 (6), 468-472, 2010

Journal

of

T: Meta-analysis: somatostatin or its long-acting
analogue, octreotide, for prophylaxis against

Tokuda Y, Goto E, Otaki E, Jacobs JL, Omata F,

post-ERCP

Shapiro M, Soejima K, Ishida Y, Ohde S,

pancreatitis.

Journal

of

Gastroenterology 45 (8), 885-895, 2010

Takahashi O, Fukui T: Educational environment
of university and non-university hospitals in

Sakamoto F, Yamada H, Suzuki C, Sugiura H,

Japan.

International

Tokuda Y: Increased use of alcohol-based hand

Education 1, 10-14, 2010

Journal

of

Medical

Tokuda Y, Goto E, Otaki J, Jacobs J, Omata F,

Ise Y, Morita T, Maehori. N, Kutsuwa M,

Obara H, Shapiro M, Soejima K, Ishida Y, Ohde S,

Shirokawa M, Kizawa Y : Role of the community

Takahashi

Pharmacy in palliative care: a nationwide survey

O,

Fukui

T:

Undergraduate

educational environment, perceived preparedness

in Japan. J Palliat Med 13（6) : 733-7，2010

for postgraduate clinical training, and pass rate on
the National Medical Licensure Examination in

Aramaki

Japan.

Maek-a-nantawat W, Waiwaruwut J, Jutiwarakun

BMC Medical Education 10 (1), 35-44,

2010

K,

Kim

M,

Silachamroon

JH,

Pitisuttithum

U,

Desakorn
P

:

V,

Immune

reconstitution inflammatory syndrome in adult
N,

human immunodeficiency virus-infected patients

Paasche-Orlow MK: Development and Validation

in Thailand. Southeast Asian J Trop Med Public

of a 15-Item Japanese Health Knowledge Test.

Health 41: 138-145, 2010

Tokuda

Y,

Okubo

T,

Yanai

H,

Doba

Journal of Epidemiology 20 (4), 319-328, 2010
Saito S, Mukohara K, Bito S: Japanese practicing
Tokuda Y, Okubo T, Yanai H, Jacobs J, Ohde S,

physicians’ relationships with pharmaceutical

Takahashi O, Omata F, Hinohara S, Fukui T:

representatives: a national survey. PloS ONE, 5:

Comparison of health locus of control between

e12193, 2010

physicians

and

the

general

public.

Health

Education Journal 69 (1), 63-73, 2010

小川良子，前野哲博，高屋敷明由美，瀬尾恵美子，松
村 明：臨床研修の経験目標からみた医学生の臨床経

Tokuda Y, Omata F, Tsugawa Y, Maesato K,

験の現状. 医学教育

41（4）：295‐301，2010

Momotura K, Fujinuma A, Stein GH, Cook EF:
Vital sign triage to rule out diabetic ketoacidosis

片岡義裕，高屋敷明由美，前野哲博：医学生の臨床実

and

習に対する自主性と診療科への興味の関連. 医学教育

non-ketotic

hyperosmolar

hyperglycemic patients.

syndrome

in

Diabetes Research and

41（1）：7-11，2010

Clinical Practice 87 (3), 366-371, 2010
徳田安春: あるべき病院総合医像を求めて~地域医療
Mamada N, Kagohashi K, Aizawa T, Sakamoto N,

の立場から~ 完全型 Department of Medicine 確立の

Kobayashi H, Tokuda Y, Satoh H: Spontaneous

すすめ. 日本プライマリ・ケア連合学会誌 33, 299-300,

Pneumomediastinum and Neck Subcutaneous

2010

Emphysema. General Medicine 11(1):39-40,2010
道場信孝, 徳田安春, 久代登志男, 日野原重明: 高齢
Baba T, Kobayashi H, Kawasaki H, Mineki R,

者の健康評価 高齢者の健康評価をどのように行うか～

Naito H, Ohmori D: Glyceraldehyde-3-phosphate

HRV 研究を中心にして～. 総合健診 37, 517-519,

dehydrogenase interacts with phosphorylated Akt

2010

resulting from increased blood glucose in rat
cardiac muscle. FEBS Lett. 2; 584(13):2796-800,

小俣富美雄, 徳田安春, 増田勝紀, 大出幸子, 高橋理,

2010

福井次矢: 大腸腫瘍性疾患に対する定量的免疫学的
便潜血反応の診断能について. 大和証券ヘルス財団研

Hisanaga T，Shinjo T，Morita T，Nakajima N，

究業績集 90-95, 2010

Ikenaga M，Tanimizu M，Kizawa Y，Maeno T，
Shima Y，Hyodo I : Multicenter prospective study

小崎真規子, 早野恵子, 徳田安春, 尾藤誠司: 内科勤

on efficacy and safety of octreotide for inoperable

務医の仕事満足度、メンタルヘルス、就労環境における

malignant bowel obstruction ．Japanese journal of

男女差. 日本プライマリ・ケア連合学会誌 33, 369-377,

clinical oncology 40 (8):739-45，2010

2010

秋山大樹, 黒田裕久, 渡辺重行, 山本昌良, 角田義弥,

調査研究. Palliative Care Research 5（2）: 213-218，

木下賢輔, 小林裕幸, 徳田安春, 平野篤, 青沼和隆:

2010

長期間の自然歴を観察し得た冠動脈瘤の一症例. 茨城
循環器研究会雑誌 17: 45-48,2010

武田裕子，大滝純司，高橋都，森尾邦正，高田未里，稲
福徹也，安井浩樹，高屋敷明由美，甲斐一郎：医師偏

馬場玲子、笹原朋代、北岡和代、梅内美保子、木澤義

在の背景因子に関する調査研究 第 1 報～ 医学生、初

之：緩和ケア認定看護師の職務満足度およびバーンア

期研修医の進路選択の現状と診療科・診療地域選択の

ウトの実態と関連要因. Palliative Care Research 5

影響要因. 日本医事新報 4471：101-107，2010

（1）：127－136，2010
宮澤 麻子 ：有床診療所での内服薬経管投与における
伊勢雄也, 森田達也, 前堀直美, 轡基治, 塩川満，木澤

簡易懸濁法の有効性．茨城県農村医学会雑誌 第 23

義之：麻薬小売業者間譲渡許可免許に有用性に関する

巻：79-81，2010

総

説

Shimizu T, Tokuda Y: Necrotizing fasciitis.

レ ス 調 査 と そ の 結 果 . DOCTOR'S NETWORK 42

Internal Medicine 49 (12), 1051-1057, 2010

2010.10：14-15，2010

前野哲博：日常診療のスキルアップ ABC ～若手医師

前野哲博：日常診療のピットフォール 主訴：95 歳、男性。

を中心に～ 第 21 回「五月病」の時期に研修現場でな

繰り返す嘔吐. Nikkei Medical 日経メディカル 39

すべきこと 研修医の心得編． Medical Tribune

（7）：97-99，2010

43

（19）：57，2010
前野哲博：総合診療に欠かせない「臨床決断」の磨き方.
総合診療塾 1 号：5-9，2010

前野哲博：こんな研修医が欲しい！
第１回 社会人としての第1歩を踏みだそう 5月14日
第２回「医療のプロフェッショナル」としての気概を持とう
5月28日
第３回 プレゼンテーションを磨く（１） 6月18日

前野哲博：魅力ある大学ー地域医師循環システムの構
築 －地域で活躍する医師は地域で育てる－. 鹿児島
大学 医学部医師会報

30 号：32‐35，2010

第４回 プレゼンテーションを磨く（２） 7月16日
第５回 良好な患者ー医師関係を築く 8月20日

石丸直人，前野哲博：はじめての症候診断 臨床決断の

第６回 研修医である強みを生かそう 9月17日

センスを磨こう（第 8 回） めまい診断のセンスをブラッシ

第７回 医療チームの一員として働く 10月15日

ュアップ. 月刊レジデント 3（2）：136-140，2010

第８回 身の程を知り、周りをよく見る 11月19日
第９回 指導医が「教えたくなる」研修医になる 12月17日

栗原 宏，前野哲博：はじめての症候診断 臨床決断の

Medical View Point:

センスを磨く（第 9 回） 病歴で迫る！ 失神の診断. 月

http://medical.mt-pharma.co.jp/

刊レジデント 3（3）：128-133，2010

（田辺三菱製薬ホームページ

2010）
井添洋輔，前野哲博：はじめての症候診断 臨床決断の

前野哲博：「五月病」の時期に研修現場で成すべきこと

センスを磨こう（第 10 回） LQQTSFA で迫る！ 動悸の

（指導医の心得編）. Medical Tribune 43（23）：66，

診断. 月刊レジデント 3（5）: 128-133，2010

2010
河村由吏可， 前野哲博：はじめての症候診断 ～臨床
前野哲博：新医師臨床研修制度における研修医のスト

決断のセンスを磨こう～（第 11 回） ステップを踏んで腹

痛を診断する. 月刊レジデント 3（6）: 124-127，2010

線.日本医事新報

No.4475：45-55，2010

坂本すが, 熊谷雅美, 徳田安春, 成田康子: 【よりよい

木澤義之：緩和ケア普及のための地域プロジェクト

現任教育システムの構築をめざして】よりよい新人看護

（DVD）ステップ緩和ケアムービー2009，2010

職員の教育体制づくりをめざして 新人看護職員臨床研
修 制 度 の 努 力 義 務 化 か ら 考 え る . 看 護 管 理 20,

木澤義之： がん対策基本法後の前と後ー何が変わり、

286-292, 2010

何が変わらないか がん対策基本法後の緩和ケア教育
ーPEACE プロジェクトの実践をとおして. 緩和ケア

徳田安春: 【患者に分かりやすく説明するための工夫】

20

（1）：18-22，2010

医療用語を患者に分かりやすく説明するための工夫 分
かりにくい医学用語についての代表的な誤解例. クリニ

木澤義之：がん性疼痛治療におけるコミュニケーション.

シアン 57, 44-49, 2010

Mebio

徳田安春: 私の処方・痛風の治療. Modern Physician

木澤義之, 吉津みさき, 角田直枝, 檜谷貴子：消化器症

30, 308, 2010

状. BEST NURSING

27（8）：36-39，2010

がんの症状緩和：114-139，

2010
徳田安春: 【フィジカル診断学を極めよう!】 バイタルサイ
ンの解釈とその意義. 月刊レジデント 3, 12-16, 2010

橋爪隆弘, 木澤義之, 小川朝生，中澤葉宇子：がん疼痛
管理と緩和チーム研修会から見える緩和ケアチームの課

徳田安春: 診療の秘訣: 敗血症・敗血症性ショック.

題と今後の展望.

日本癌治療学会 45（2）: 439，2010

津田修治，浜野

淳：緩和ケアにおける専門職の役

Modern Physician 30, 560, 2010
徳田安春: 【不明熱を診断する!これがわかれば迷わな

割～医師の役割：予後予測とリハビリテーションの

い、原因検索のためのアプローチ】不明熱の原因となる

目標設定を中心に～．茨城県総合リハビリテーショ

稀な疾患. レジデントノート 12, 653-657, 2010

ンケア学会誌 16：23-27，2010

徳田安春: 【COPD 診療は難しくない!新たな転換期を

松田洋祐：実践・ケーススタディ＜３＞持続する右下腹

迎えた COPD 診療の実践とコツ】COPD において注意

部痛. Medical tribune４3(３３)：57,２０１０

すべき身体所見. 治療 92, 1796-1801, 2010
松田洋祐：実践・ケーススタディ＜６＞あなどれない腹
徳田安春: 患者参加型医療を創るコミュニケーション・ス
キル:医療ポライトネス・ストラテジー(第 8 回) 破壊的医
師 「 ア ル フ ァ ・ ド ク タ ー 」 へ の 処 方 せ ん . 治 療 92,
1918-1919, 2010
徳田安春: 【発熱患者を診たら!外来における診療の基
本から、その対応までわかりやすく解説】 特殊な発熱患
者・薬剤熱. 治療 92, 1988-1992, 2010
小林裕幸:今日のストレス、明日の病気. 夕刊フジ３月１０
日号, 21, 2010
小林裕幸:運動とコンディショニング. 日本プライマリ・ケ
ア連合学会誌, 33(2):155-156,2010
木澤義之：特集 進歩するがん診療

緩和ケアの最前

痛・嘔気. Medical tribune 43(46):50,2010

著

書

Maeno T, Takayashiki A, Maeno T, Anme T, Hara

高屋敷明由美：家庭医療のためのキャリアパス「家庭医

A,

:

のロールモデルをみつけるためには」 新家庭医プライ

the

マリ・ケア医入門～地域で求められる医師を目指して.

Saeki

Y,

Interprofessional

Urayama
Education

O,

Otsuka

Program

F
of

University of Tsukuba : A Program to Develop
Interprofessional

Competence.

Koizumi

Advanced

Watanabe

日本家庭医療学会編，プリメド社，大阪，2010：73-75

H,
in

高屋敷明由美：授業評価. 医学教育白書 2010 年版

Interprofessional Education in Japan., Springer :

(‘7~'10)，日本医学教育学会編，篠原出版新社，東京，

23-38, 2010

2010：77-79

徳田安春：バイタルサインでここまでわかる!OK と NG

次藤美穂、久永貴之 ：浸出液の排液のケアには高分子

(「ジェネラリスト・マスターズ」シリーズ 3), カイ書林,

ポリマーを使う. 森田 達也, 新城 拓也, 林 ゑり子(編),

2010

臨床が変わる緩和ケアのちょっとしたコツ, 青海社，

M,

Initiatives

2010： 177-180
小林裕幸: 運動参加前のスクリーニング. ACSM 健康に
かかわる体力の測定と評価（青木純一郎・内藤久士監

久永貴之 ：がんによる皮膚創傷の痛み・かゆみに紫雲膏.

訳）, 市村出版, 2010：13-24, 145-150

森田 達也, 新城 拓也, 林 ゑり子(編), 臨床が変わる緩
和ケアのちょっとしたコツ, 青海社，2010：181-182

小林裕幸: ７８歳男性 主訴：意識障害、体重減少。浮か
び上がった高カルシウム血症の背景にある疾患. 診断

東健二郎，久永貴之 ： コントミン静注で効きすぎる時に

力向上の「極意」, 日経 BP 社, 2010：140-154

は持続皮下注を使用してみる. 森田 達也, 新城 拓也,

木澤義之：緩和医療教育. 医学教育白書 2010 年版

青海社，2010：231-232

林 ゑり子(編), 臨床が変わる緩和ケアのちょっとしたコツ,
(‘7~'10)，日本医学教育学会編，篠原出版新社，東京，
2010：221-225

東健二郎，久永貴之 ：どうしようもない時にはヒルナミン
を使う. 森田 達也, 新城 拓也, 林 ゑり子(編), 臨床が

木澤義之，森田達也（編）：がん緩和ケア ガイドブック.

変 わ る 緩 和 ケ ア の ち ょ っ と し た コ ツ , 青 海 社 ， 2010 ：

日本医師会監修，青海社，東京，2010

233-235

山本亮，木澤義之：担がん患者さんの身体診察. 困りが

久永貴之，山口崇，志真泰夫 ：がん疼痛の薬物療法に

ちなあんな場面こんな場面での身体診察のコツ，大西弘

関するガイドライン 2010 年版

高編，羊土社，東京，2010：98-106
浜野

淳，他：日本家庭医療学会編 新家庭医プライ

志真泰夫, 木澤義之（編）：がん診療にたずさわる医師

マリ・ケア医入門―地域で求められる医師をめざして,

に対する 緩和ケア研修会ハンドブック 2009 年度版.

プリメド社，大阪，2010

日本緩和医療学会，緩和ケア研修推進部会：2010 年 3
月

浜野

淳，他：日本緩和医療学会編

在宅緩和ケア

のための実践ガイド,青海社,2010
横谷省治：アンケートにみる診療所医師の必須スキル．
日本家庭医療学会編，新 家庭医プライマリ・ケア医入

浜野

門-地域で求められる医師をめざして-，プリメド社，大阪，

に関するガイドライン 2010 年版,日本緩和医療学会

2010：91-98

淳：日本緩和医療学会

がん疼痛の薬物療法

翻

訳

久 永 貴 之 ， 志 真泰 夫 ： 消 化器 の 症 状 マ ネ ジメ ン ト.

ん患者の症状マネジメント第 2 版, 医学書院, 2010：

Robert Twycross, Andrew Wilcock, Claire Stark

63-138

Toller (著), 武田 文和 (翻訳),

トワイクロス先生のが

学会発表
Baba T, Kobayashi H, Kawasaki H, Mineki R,

education program of the University of Tsukuba

Naito H, Ohmori D: Glyceraldehyde-3-phosphate

-problems & resolutions- ． 1st Asia-Pacific Joint

dehydrogenase interacts with phosphorylated Akt

PBL conference 2010 (Taipei)，October，2010

resulting from increased blood glucose in rat
cardiac muscle. FEBS Lett. 2; 584(13):2796-800,

大原 信，前野哲博，軸屋智昭，五十嵐哲也：筑波大学

2010

附属病院の地域医療の連携について 診療情報の相互

Fujino K, Kakihara M, Noji A, Yamazaki T, Yano H,

活用と総合臨床教育システム. 平成 21 年度大学病院情

Sato T, Kobayashi H, Kado S, Kugai N: MDCT

報マネジメント部門連絡会議(岡山) ，1 月，2010

navigation for laparoscopic appendectomy via a
single umbilical incision. Society of American

前野哲博：プライマリケアの現場での実感. 第１回日本

Gastrointestinal

プライマリ・ケア連合学会学術大会(東京) ， 6 月，2010

and

Endoscopic

Surgeons

(SAGES) Scientific session and postgraduate
courses 2009 (Phoenix U.S.A.), 4 月, 2009

堤 円香，中村明澄，阪本直人，前野貴美，前野哲博：
中学生への喫煙予防教育が保護者に与える影響につ

Kobayashi H, Baba T, Naito H, Uchida K, Ohmori

いて ．第１回日本プライマリ・ケア学会学術大会 (東

D: Effects of astaxanthin on type II diabetes model

京) ，6 月，2010

rat, Otsuka Long-Evans Tokushima Fatty rats
(OLETF). 2010 International Chemical Congress

河村由吏可，栗原宏，石丸直人，前野哲博：地域医療

of Pacific Basin Societies

実習を学生は役立つと思っているか？ 第 1 回日本プラ

(PACIFICHEM 2010), Hawaii Convention Center

イマリ・ケア連合学会学術大会(東京) ， 6 月，2010

12 月, 2010
栗原 宏，河村由吏可，石丸直人，前野哲博：へき地診
Kizawa Y.：Development of a Consensus syllabus

療所における家庭プログラム後期研修の取り組み.第 1

for Undergraduate palliative Medicine in Japan

回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会(東京) ，6 月，

Using

2010

a

Modified

International

Delphi

Congress

on

method.

18th

Palliative

Care

(Canada), October, 2010

小曽根早知子，石丸直人，中澤義明，前野哲博：地域
診療所における半年間の後期研修をスタッフはどう感じ

Kizawa Y.
Care

Abe Y.：Current status of Advance

Planning

in

Japan.

The

Inaugural

ているか？第 1 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大
会(東京) ， 6 月，2010

International Advance Care Planning Conference
(Melbourne, Australia), April, 2010

石丸直人，河村由吏可，栗原宏，前野哲博：「地域医療
ふれあい実習」が学生の地域医療指向性に与える影響.

Maeno

Takami ： PBL

in

interprofessional

integration: experiences from the interprofessional

第 1 回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会(東京) ，
6 月，2010

阪本直人，大久保英樹，前野哲博：医学生から見た、将

検に関する多施設共同臨床確認試験. 日本外科学会

来地域医療を行う際に必要な勤務環境とは. 第 42 回日

111, 97, 2010

本医学教育学会学術大会（東京），７月，2010
清山知憲, 島袋彰, 則末泰博, 小泉賢洋, 喜舎場朝雄,
前野貴美，高屋敷明由美，安梅勅江，東野英利子，前

宮城征四郎, 徳田安春: 細菌性市中肺炎における喀痰

野哲博，原 晃： 筑波大学における専門職連携教育プ

グラム染色検査の診断特性. 日本内科学会 99, 144,

ログラムの教育効果の評価 ．第 42 回日本医学教育学

2010

会学術大会 (東京) ，7 月，2010
若竹春明, 徳田安春, 井澤純一, 藤谷茂樹, 平泰彦:
高屋敷明由美，前野貴美，前野哲博，小野瀬恵里子，

悪性症候群の長期予後評価の検討. 日本救急医学会

原 晃，大塚藤男：選択クリニカルクラークシップ報告会

21, 532, 2010

の導入の試み. 第 42 会日本医学教育学会学術大会
(東京) ，7 月，2010

若竹春明, 井澤純一, 徳田安春, 児玉貴光, 藤谷茂樹,
平泰彦: 悪性症候群の長期予後評価について. 日本臨

高屋敷 明由美，前野 貴美，前野 哲博，原 晃，大塚

床救急医学会 13, 208, 2010

藤男： 筑波大学医学群医学類における新カリキュラム
の評価第 3 報～臨床実習終了後の評価. 第 42 回日本

吉岡泰夫, 三浦純一, 早野恵子, 徳田安春, 西崎祐史,

医学教育学会学術大会 (東京)，7 月，2010

矢吹清人, 石崎雅人, 辛昭静: がん医療のコミュニケー
ション適切化のための医療ポライトネス・ストラテジー. 医

河村由吏可, 前野哲博, 高屋敷明由美, 前野貴美, 本

学教育学会 41, 132, 2010

村和久, 原田唯成, 小林裕幸：我が国における初期臨
床研修医のコア・コンピテンシーモデルの検討. 第 42 回

木下賢輔,松田洋祐,小林裕幸,徳田安春：実際の患者に

日本医学教育学会学術大会（東京) ，7 月，2010

協力を得て実施した医学生身体診察教育セッションの
試み. 第 1 回日本プライマリ・ケア連合学会学術集会

瀬尾恵美子，前野哲博，小川良子，山田麻紀，松村明：

（東京）6 月,2010

医療人 GP 採択、女性医師キャリアアップ支援システム
の成果報告、参加女性医師 16 名のアンケート調査報告.

松田洋祐, 渡辺重行, 秋山大樹, 黒田裕久, 平谷太吾,

第 42 回日本医学教育学会学術大会(東京) ，7 月，

木下賢輔, 相澤哲史, 儘田直美, 阪本直也, 小林裕幸,

2010

徳田安春, 平野 篤：右心カテの際、鼠径部より挿入し
た静脈シースが他の静脈に迷入していることをその走行

松村 明，前野哲博，中居康展，阿久津博義：大学病院

からは感知できなかった一例. 茨城血管疾患研究会（茨

連携型高度医療陣要請推進事業は，医療崩壊の救世

城）, 2 月,2010

主となるか？ 医療崩壊から医療再生へ 5 大学連携によ
る「東関東・東京高度医療陣要請ネットワーク」の取り組

松田洋祐、徳田安春：病院総合外来受診者における癌の

み. 日本医療・病院管理学会学術総会(東京) ， 9 月，

告知に関する希望状況.日本プライマリ・ケア連合学会学

2010

術大会（東京）,11月,2010

皆吉智之、阪本直人、前野哲博：企業での喫煙者を対

馬場猛,小林裕幸,内藤久士,川崎広明,大森大二郎：心筋

象にした 行動変容のステージの分布と タバコの害に対

における血糖値制御に関わる新規ネットワークの探索. 第

する認識調査. 第 5 回 日本禁煙科学会学術総会（徳

82回日本生化学会大会（神戸）10月,2009

島），11 月，2010
平谷太吾,籠橋克紀,阪本直也,相澤哲史,儘田直美,松
津川浩一郎, 中村清吾, 秋山太, 岩田広治, 大野真司,

田洋祐,木下賢輔,秋山大樹,小林裕幸,佐藤浩昭： ゲム

元村和由, 芳賀駿介, 徳田安春: 乳癌低侵襲治療 高

シタビンによる間質性肺炎を発症した膵癌の 1 例. 日本

度医療評価制度のもとでの乳癌センチネルリンパ節生

内科学会関東地方会 570 回（東京）3 月,2010

柿木亮,内藤久士,小林裕幸,佐賀典生,関根紀子,小倉

菌性髄膜炎の一例，第 570 回日本内科学会関東地方

裕司,吉原利典,形本静夫：温熱負荷を伴うレジスタンス

会，3 月，2010

運動がヒト骨格筋の mTOR シグナル伝達に及ぼす影響.
第 65 回体力医学会大会（市川）9 月,2010

上野幸廣，河野元嗣，阿竹茂，鈴木將玄，菅ヶ谷純一，
益子一樹，新井晶子，小野瀬俊子，木澤晃代：看護師

小林裕幸：水戸協同病院における BLS 教育のこころみ.

のトリアージの質の向上には医師の事後検証が必須で

第 10 回水戸プライマリケア研究会（水戸）9 月,2010

ある，第 13 回日本臨床救急医学会総会・学術集会，6
月，2010

喜多恒和,中西美紗緒,箕浦茂樹,松田秀雄,高野政志,
金子ゆかり,瀬戸裕,大井理恵,小林裕幸,佐久本薫,吉野

上野幸廣，河野元嗣，阿竹茂，鈴木將玄，菅ヶ谷純一，

直人,外川正生,塚原優己,戸谷良造,稲葉憲之, 和田裕

益子一樹，新井晶子，小野瀬俊子，木澤晃代：当院で

一：本邦における HIV 感染妊娠の動向と母子感染予防

の救急外来の運営—その現状と問題点—，第 13 回日

対策の現状 産婦人科小児科全国調査から. 日本エイ

本臨床救急医学会総会・学術集会，6 月，2010

ズ学会学術集会・総会（東京）11 月,2010
上野幸廣，河野元嗣，阿竹茂，鈴木將玄，小野瀬俊子，
木澤義之：一般病院における緩和ケア：緩和チームの課

木澤晃代，益子一樹，新井晶子，菅ヶ谷純一；JTAS 導

題と今後の方向性. NPO 法人日本ホスピス緩和ケア協

入だけでよいのか？～当院での２年間のトリアージ事後

会 2010 度年次大会(浜松），7 月，2010

検証から見えたもの～，第 38 回日本救急医学会総会・
学術集会，10 月，2010

長岡広香、桜井環、木澤義之： 大学病院での非がん患
者に対する緩和ケアチームの関わり. 第 15 回日本緩和

田中由基子，木村洋輔，廣瀬由美，鈴木將玄，新井晶

医療学会（東京）, 6 月,2010

子，河野元嗣：意識障害を呈し診断に苦慮した頚髄損
傷の一例，茨城県救急医学会，9 月，2010

高屋敷明由美，前野貴美：パネルディスカッションⅡ
Interprofessional Education(IPE) 筑波大学におけ

木村洋輔，鈴木將玄：「52 歳男性 食後に持続する下腹

る Interprofessional Education. 第 42 回日本医学教

部痛の症例」，第１回県南レジデントセミナー，6 月，

育学会学術大会(東京）， 7 月, 2010

2010

郷田規久子，菅江則子，廣瀬美鈴，前野貴美，高屋敷

柴尾洋介，服部一哉，安堂真実,五十嵐淳，廣瀬由美，

明由美：筑波大学医学群 3 学類新 1 年生小グループ討

菅ヶ谷純一，鈴木將玄：大腿部痛で発症した前立腺炎

論の教育支援について. 第 42 回日本医学教育学会学

の一例，第６回つくば研修医学術集会，11 月，2010

術大会 (東京) ，7 月，2010
江頭徹哉，上杉雅文，俣木健太朗，佐藤祐希，吉井雄
木村洋輔， 林 幹雄， 服部一哉， 五十嵐淳， 廣瀬

一，会田育男，田中由基子，廣瀬由美，鈴木將玄：リウ

由美， 菅ヶ谷純一， 鈴木將玄 ： 初診時に熱中症と

マチ性多発筋痛症の一例，第６回つくば研修医学術集

の鑑別が 困難であった 急性散在性脳脊髄炎の一例，

会，11 月，2010

第 1 回家庭医療研修プログラム関東レジデントフォーラ
ム，茨城，2010 年 9 月

古屋欽司，服部一哉，菅ヶ谷純一，鈴木將玄：尿路感染
後に腰椎椎間板炎を続発した一症例，第６回つくば研

菅ヶ谷純一，鈴木將玄，内田温，井上和成，菊地和徳：

修医学術集会，11 月，2010

無治療の糖尿病を背景に敗血症を呈した一例，筑波メ
ディカルセンター病院 CPC，5 月，2010

鈴木將玄，井上和成，内田温，菊地和徳，山名英俊，髙
岩由：貧血と肝脾腫を合併し、CPA で搬送された一例，

伊藤桜子，廣木昌彦，廣瀬由美，中澤一弘，春成学，鈴
木將玄：MRI が診断に有用であった尿閉を合併した無

筑波メディカルセンター病院 CPC，11 月，2010

下川美穂, 久永貴之, 有座玲子, 大石律子, 神谷浩平,

会(東京),6 月,2010

東健二郎, 長岡広香, 志真泰夫：膵癌、多発肝転移に
よる肝不全患者において、オキシコドンからモルヒネへの

原田英理子，尾本美代子，鈴木浩明，豊崎晶子，廣瀬

オピオイドローテーションが副作用の軽減に有効であっ

知人，小林和人，矢藤繁，高橋昭光，島野仁：選択的カ

た一例.第 15 回日本緩和医療学会学術大会(東京),6

ルシウム動注ふ化後肝静脈採血法（ASVS：Arterial

月,2010

Stimulation Venous Sampling）にて局在診断に至っ
たインスリノーマの一例，第６回つくば研修医学術集会，

髙木博、栗原宏、大森英俊：特別養護老人ホームで診

11 月，2010

療した後天性血友病の一例．第 1 回家庭医療研修プロ
グラム関東レジデントフォーラム（つくば市）, 9 月, 2010

木村洋輔, 筑波メディカルセンター病院小児科 野末裕
紀, 林 大輔, 今井博則, 斉藤久子, 青木 健,市川邦

檜谷貴子, 高橋直美, 小野瀬俊子, 伊東香, 中辻香邦

男 ： 乳幼児における一過性高アルカリホスファターゼ

子, 久永貴之, 東健二郎, 志真泰夫：緩和ケア病棟に

血症の検討，第９４回

おけるリンパ浮腫患者の短期入院による複合理学療法

茨城、2010 年 2 月

日本小児科学会茨城地方会、

の検討.第 15 回日本緩和医療学会学術大会(東京),6
月,2010

髙木博、五十野博基、藤田恒夫：過去３ヶ月間に当院救
急外来を受診しためまい患者の分析．日立市医師会年

東健二郎, 杉原有希, 山口崇, 神谷浩平, 下川美穂,

末集談会（日立市）, 12 月, 2010

久永貴之, 志真泰夫, 高橋晶, 糸賀守, 中辻香邦子,
須田さと子：緩和ケアチームコンサルテーション活動の

宮澤 麻子 ：有床診療所での内服薬経管投与における

現状と課題.第 15 回日本緩和医療学会学術大会(東

簡易懸濁法の有効性．第 69 回茨城県農村医学会，エ

京),6 月,2010

ポカルつくば， 3 月, 2010

杉原有希, 久永貴之, 阿部克哉, 大石律子, 木内大佑,

山名英俊，上野幸廣，森田洋平，中澤一弘，益子一樹，

大関令奈, 下川美穂, 神谷浩平, 東健二郎, 志真泰

河野元嗣：PTD の可能性のある多発交通外傷の一例，

夫:倦怠感を主訴とする低活動性せん妄に対して

第６回つくば研修医学術集会，11 月，2010

Chlorpromazine 持続皮下注射が奏効した 2 例. 第 15
回日本緩和医療学会学術大会(東京),6 月,2010

松田洋祐、渡辺重行：鼠径部より挿入した右心カテの静
脈シースが他の静脈に迷入していることがその走行から

山口崇, 神谷浩平, 下川美穂, 久永貴之, 東健二郎,

は感知不能だった１例. 第 216 回 日本循環器学会関

志真泰夫：前立腺がんの終末期に合併した抗 Hu 抗体

東甲信越地方会（東京）,6 月, 2010

関連多発神経炎に対して、ステロイド投与により短期的
な ADL の改善が得られた症例. 第 15 回日本緩和医療
学会学術大会(東京),6 月,2010
次藤美穂, 久永貴之, 大関美和子, 芹沢幸恵, 櫻井亜
矢子, 伊藤里実, 山崎道代, 檜谷貴子, 志真泰夫：
STAS-J を用いたデスカンファレンスの有用性の検討
ケア全体を振り返り、今後のケアにつなげる. 第 15 回日
本緩和医療学会学術大会(東京),6 月,2010
神谷浩平, 久永貴之, 大石律子, 阿部克哉, 杉原有希,
木内大佑, 大関玲奈, 下川美穂, 山口崇, 東健二郎,
志眞泰夫：がん診療連携拠点病院緩和ケア病棟におけ
る入院経路の推移. 第 15 回日本緩和医療学会学術大

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

り、平成 21 年度厚生労働科学研究費補助金（エイズ対策

雄、高橋理、大出幸子、石田也寸志、副島久美子：医学

研究事業）「HIV 感染妊婦とその出生児の調査・解析およ

部教育、臨床研修制度、専門研修を縦断するカリキュラ

び診療・支援体制の整備に関する総合的研究」班: HIV

ムの作成と医師養成のあり方に関する研究

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

厚生労働科学研究費補助金, 3 月 2010

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

吉岡泰夫、徳田安春、吉山直樹、相澤正夫、田中牧郎、

調査・解析および診療・支援体制の整備に関する総合

宇佐美まゆみ、石崎雅人：ポライトネス理論の応用による

的研究報告書 p21-p55,2010

医療コミュニケーション適切化のための社会言語学的研
究

塚原優己、今井光信、松岡恵、谷口晴記、井上孝実、源
日本学術振興会科学研究費補助金, 3 月 2010

河いくみ、山田里佳、小林裕幸、大金美和、佐野貴子、
内山正子、渡邉英恵、山田由紀、沼直美、矢永由里子、

新保卓郎、福井次矢、松井邦彦、徳田安春、高橋理、福

高田知恵子、辻麻理子、平成 21 年度厚生労働科学研究

岡敏雄：ＥＢＭに基づいた健康診査の評価とガイドライン

費補助金 （エイズ対策研究事業）:我が国独自の HIV 感

作成に関する研究

染母子感染予防対策マニュアルの作成・改訂に関わる研

厚生労働科学研究費補助金, 3 月 2010

究
平成 21 年度 HIV 感染妊婦とその出生児の

中村清吾、津川浩一郎、岩田広治、大野真司、元村和

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 p105-p116,2010

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

木澤義之： がん医療の均てん化に資する緩和医療に携

厚生労働科学研究費補助金, 3 月 2010

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

喜多恒和、岩田みさ子、小林裕幸、佐久本薫、高野政志、

H19 年度～H21 年度 総合研究報告書：1-19，2010

田口彰則、中西美紗緒、松田秀雄、箕浦茂樹、金子ゆか

講演・講義
前野哲博：東大病院みんなの症例診断. 東大病院～第
1 回勉強会～(東京) ，1 月，2010

前野哲博：ディレクター・チーフタスクフォース
平成 21 年度茨城県指導医養成講習会(阿見町) ，
2 月，2010
平成 22 年度第１回茨城県指導医養成講習会(つくば)，

前野哲博：メンタルヘルスについて.
第 5 回全国労災病院臨床研修指導医講習会(川崎) ，

7 月，2010

1 月，2010

平成 22 年度第２回茨城県指導医養成講習会(水戸) ，

第 6 回全国労災病院臨床研修指導医講習会(川崎) ，

10 月，2010

6 月，2010

医師臨床研修 指導医講習会(和歌山市) ，
10 月，2010

前野哲博：医療者のメンタルヘルス・安全な臨床技能教育
国立保健医療科学院 平成 21 年度専門課程(埼玉県) ，

前野哲博：研修医に対する指導能力の開発と指導技法

1 月，2010

の習得. 第 4 回神戸大学医師臨床研修指導医講習会
(神戸) ，2 月，2010

前野哲博：実地医家のための見逃してはいけない患者

前野哲博：症候診断の基本的考え方

病歴だけでここ

の訴えと症状 初期診断と対処法. 第 1724 回最新医療

までわかる. 第 21 回岡山県研修医セミナー(岡山) ，12

セミナー(東京) ，2 月，2010

月，2010

前野哲博：プライマリ・ケアの立場から見た医師臨床研

前野哲博：研修医のメンタルヘルスケア. 東京大学医学

修制度. 第 11 回 日本プライマリ・ケア学会茨城県支部

部附属病院「研修医のメンタルヘルスケア」講演会(東

学術集会 公開シンポジウム(つくば) ，3 月，2010

京) ，12 月，2010

前野哲博：魅力ある大学－地域医師循環システムの構

前野哲博：ヘルスアセスメント. 茨城県立医療大学 保

築-地域で活躍する医師は地域で育てる-. FD 講演会

健医療学部 看護学科 1 年次講義(阿見町) ，12 月，

(鹿児島) ，3 月，2010

2010

前野哲博：症候診断の基本的な考え方 ～病歴だけでこ

徳田安春：バイタルサインからアセスメントできること. ＬＰ

こまでわかる～. ひたちなか市医師会学術講演会(ひた

Ｃ名古屋セミナー（名古屋市）１月、２０１０

ちなか) ，5 月，2010
徳田安春：教育回診.
前野哲博：新人の職場適応過程・精神的支援方法・自

川崎市立多摩病院（川崎市），1 月，2010

己のメンタルヘルス. 新人教育担当者・実地指導者研修

千葉西病院（千葉），1 月，2010

(神奈川県川崎市) ，6 月，2010

湘南鎌倉総合病院（大船），2 月，2010
茨城県立中央病院（友部），3 月，2010

前野哲博：腹痛の鑑別診断. 第 1 回茨城県南レジデント

水戸済生会総合病院（水戸），4 月，2010
湘南鎌倉総合病院（大船），5 月，2010

セミナー ～鑑別診断道場～(つくば) ，6 月，2010

杏林大学呼吸器内科（東京），6 月，2010
前野哲博：医師から学ぶ診断のプロセス～医師はこのよ

茨城県立中央病院（友部），6 月，2010

うにして診断している～. 「バイタルサインからフィジカル

東京北社会保険病院（東京），6 月，2010
湘南鎌倉総合病院（大船），8 月，2010

アセスメントへ」(新潟市) ，6 月，2010

茨城県立中央病院（友部），9 月，2010
湘南鎌倉総合病院（大船），12 月，2010

前野哲博：不定愁訴. 総合医スキルアップセミナー(東
京) ，6 月，2010

徳田安春：関節痛へのアプローチ. 茨城県央県北レジ
前野哲博：他職種，地域の医療機関等と連携して実習

デントセミナー（茨城県立中央病院）１月、２０１０

を展開している大学の取組. 平成 22 年度「医学・歯学
教育指導者のためのワークショップ」(東京) ，7 月, 2010

徳田安春：バイタルサイン解釈のピットフォール. 水戸協
同病院看護師入職説明会（水戸市）１月、２０１０

前 野 哲 博 ： 総 合 外 来 患 者 に お け る 臨 床 推 論 . GIM
Intensive Review 2010 in Kashima(神栖市) ，8 月，

徳田安春：患者コミュニケーション学のすすめ. 生活習

2010

慣病フォーラム（東京・ホテルオークラ「平安の間」）１月、
２０１０

前野哲博：先進的な地域医療教育の紹介. 地域医療教
育シンポジウム ～これからの地域医療教育シンポジウ

徳田安春：水戸モデルによる地域医療の再建. 21 世紀

ム～(東京) ，9 月，2010

医療フォーラム第 3 回代表世話人会（東京・帝国ホテル
2 階蘭の間）１月、２０１０

前野哲博：EBM とリスクマネジメント. 医療リスクマネジメ
ント(弘前) ，10 月，2010

徳田安春：スーパーレジデントのつくりかた. 宮崎大学
医学部附属病院（宮崎市）１月、２０１０

徳田安春：スーパーレジデントのつくりかた. 民医連関

徳田安春：続アドバンスド身体診察. TFC 香川総会（香

西臨床研修センター（大阪）２月、２０１０

川）７月、２０１０

徳田安春：フィジカル診断～アドバンストコース. 総合医

徳田安春：教育回診・バイタルサインでここまでわかる.

スキルアップセミナー（東京）２月、２０１０

済生会八幡総合病院（北九州）８月、２０１０

徳田安春：地域医療の立場から. 日本総合診療医学会

徳田安春：アドバンスド身体診察. ＧＩＭセミナー（鹿嶋）

の国際フォーラム（東京）３月、２０１０

８月、２０１０

徳田安春：スーパーレジデントになるには. 群星沖縄臨

徳田安春：高血圧の薬物療法. クリエイト薬剤師セミナ

床研修センター（沖縄）４月、２０１０

ー（横浜市）９月、２０１０

徳田安春：バイタルサインでここまでわかる. 水戸協同病

徳田安春：フィジカル診断症例集. 茨城県央県北レジデ

院レジデントレクチャー（水戸）４月、２０１０

ントセミナー（水戸済生会総合病院）９月、２０１０

徳田安春：癌を疑うべき症候. 医療技術セミナー・スキル

徳田安春：イチロー型医師のすすめ. 水戸プライマリ・ケ

アップ（東京）４月、２０１０

ア研究会（水戸市）９月、２０１０

徳田安春：教育回診・バイタルサインでここまでわかる.

徳田安春：教育回診・アドバンスド身体診察. 熊本日赤

豊見城中央病院（沖縄）５月、２０１０

病院（熊本）９月、２０１０

徳田安春：アドバンスド身体診察. ベーシックスキルアッ

徳田安春：アドバンスド身体診察. 神戸医師会講演会

プセミナー（東京）５月、２０１０

（神戸市）９月、２０１０

徳田安春：バイタルサインでここまでわかる. 若手医師セ

徳田安春：アドバンスド臨床推論・頭痛編. 第１１回川崎

ミナー（東京）５月、２０１０

市立多摩病院プライマリ・ケアを考える会（川崎市）９月、
２０１０

徳田安春：バイタルサインからアセスメントできること. ＬＰ
Ｃ看護セミナー（東京）５月、２０１０

徳田安春：バイタルサインでここまでわかる. 水戸協同病
院レジデントレクチャー（水戸）１０月、２０１０

徳田安春：高齢者救急で注意すべき身体所見. 第１０回
川崎市立多摩病院プライマリ・ケアを考える会（川崎市）

徳田安春：Health and Trust. Asian Social Research

５月、２０１０

Association（東京）１１月、２０１０

徳田安春：フィジカル診断学のすすめ. 県南レジデント

徳田安春：臨床研究デザイン. 旭中央病院（千葉）１１月、

セミナー（つくば市）６月、２０１０

２０１０

徳田安春：アドバンスド身体診察. 若手医師セミナー（東

徳田安春：アドバンスド身体診察. 福島 FACE（福島）１

京）６月、２０１０

１月、２０１０

徳田安春：アドバンスド臨床推論. 琉球大学医学部附属

徳田安春：アドバンスド身体診察. 東北大学医学部（仙

病院指導医スキルアップセミナー（沖縄）７月、２０１０

台市）１２月、２０１０

徳田安春：バイタルサインでここまでわかる. 東京民主医

徳田安春：脂質異常症の薬物療法. クリエイト薬剤師セ

療機関連合会初期研修医セミナー（東京）７月、２０１０

ミナー（横浜市）１２月、２０１０

徳田安春：内科診療の原則. 東京大学医学部附属病院

小林裕幸：臨床推論ケースカンファレンス. 鹿島 GIM セミ

（東京）１２月、２０１０

ナー講演（鹿島）８月,2010

徳田安春：くすりはリスク. 北陸内科セミナー（福井）１２

小林裕幸：スポーツ医学と家庭医、脳震盪. 筑波メディカ

月、２０１０

ルセンター講演（つくば）９月,2010

小林裕幸：生理学特論、スポーツ医学への応用．埼玉

小林裕幸：運動とインスリン抵抗性. 東葛臨床学術研修

県立大学講演（越谷）１月, 2010

会講演（柏）９月,2010

小林裕幸：指導医養成講習会タスクフォース．全国自治

小林裕幸：指導医養成講習会チーフタスクフォース. 自

体指導医養成講習会（船橋）２月,2010

衛隊中央病院指導医講習会（東京）９月,2010

小林裕幸：世界選手権自転車競技大会トラックレース

小林裕幸：救急蘇生と BLS. 茨城県厚生連リハビリテー

2010. 世界選手権自転車競技大会ドクター帯同（コペ

ション協議会講演（水戸）１０月,2010

ンハーゲン）３月,2010
小林裕幸：指導医養成講習会チーフタスクフォース. 島
小林裕幸：臨床推論ケースカンファレンス. 第３回県央県

根県臨床指導医講習会（出雲）１０月,2010

北レジデントセミナー（水戸）5 月,2010
小林裕幸：臨床推論ケースカンファレンス. 総合医スキル
小林裕幸：スポーツ医学概論Ⅰ（骨格筋と運動）. 筑波大

アップセミナー講演（東京）１０月,2010

学（つくば）６月,2010
小林裕幸：第 16 回アジア競技大会（広州）日本代表選
小林裕幸：臨床推論ケースカンファレンス. 総合医スキル

手団ドクター. 第 16 回アジア競技大会（広州）１１

アップセミナー講演（東京）６月,2010

月,2010

小林裕幸：感染症概論、抗菌薬の考え方. 埼玉県立大

小林裕幸：ドーピングについて. 日本自転車競技連盟ナ

学講演（越谷）６月, 2010

ショナルチーム合宿講演（修善寺）１２月,2010

小林裕幸：ワークショップ「Meet the experts」講師. 第

小林裕幸：生理学特論、スポーツ医学への応用. 埼玉

１回日本プライマリ・ケア連合学会学術集会（東京）６月,

県立大学講演（越谷）１２月, 2010

2010
木澤義之：緩和ケアにおける地域薬-薬連携を考える
小林裕幸：「卒前教育におけるプライマリ・ケア教育――

－全国調剤薬局調査の結果から－. 薬薬連携講演会

プライマリ・ケアを志す医師を養成するために」シンポジ

(つくば) ，1 月，2010

スト. 第１回日本プライマリ・ケア連合学会学術集会（東
京）６月, 2010

木澤義之：地域で取り組む緩和ケア ～いつでもどこで
も質の高い緩和ケアを～. 「地域がん診療研修会」(福

小林裕幸：身体診察セミナー. 第２回水戸医学生セミナ

井) ，2 月，2010

ー（水戸）７月,2010
木澤義之：ファシリテーター（日本緩和医療学会
小林裕幸：臨床推論ケースカンファレンス. 第１回臨床推
論チャレンジカップ in 筑波講演（つくば）７月,2010

PEACE プロジェクト）
PEACE プロジェクト指導者フォーラム
緩和ケア研修会改善のためのワークショップ

小林裕幸：第 22 回家庭医療学夏期セミナー. セミナー企
画運営責任理事（熊谷）８月,2010

(東京)，1 月，2010
PEACE プロジェクト緩和ケア指導者研修会 (富山) ，

2 月，2010
PEACE プロジェクト緩和ケア及び精神腫瘍学の基本教

療

求 め ら れ る 適 切 な オ ピ オ イ ド 治 療 . Japan

Medeicine MONTHLY，5/25，6 月号，2010

育に関する指導医研修会
(札幌) ，7 月，2010
PEACE プロジェクト緩和ケア及び精神腫瘍学の基本教

木澤義之： 医の倫理 Ⅱ. Ｈ22 年度 医の倫理 Ⅱ
滋賀医科大学医学科講義(滋賀)，6 月，2010

育に関する指導者研修会
(大阪) ，9 月，2010

木澤義之：一般病院における緩和ケア；緩和ケアチーム

PEACE プロジェクト緩和ケア及び精神腫瘍学の基本教

の課題と今後の方向性. NPO 法人日本ホスピス緩和ケ

育に関する指導者研修会

ア協会年次大会(浜松)，7 月，2010

(船橋) ，11 月，2010
木澤義之：緩和ケアチームの最近の問題点とがん疼痛
木澤義之：ファシリテーター

治療法.龍ヶ崎緩和ケアセミナー(龍ヶ崎)，7 月，2010

平成 21 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 (松山) ，2 月，2010
茨城県緩和ケア研修会(取手) ，2 月，2010

木澤義之：緩和ケア概論. 茨城県緩和ケア研修会(日
立)，7 月，2010

平成 22 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) ，5 月，2010
北海道緩和ケア研修会 in 旭川（旭川医科大学病

木澤義之：がん性疼痛のメカニズムと薬物治療について
学ぶ. がん看護研修会(松本)，8 月，2010

院）(旭川) ，8 月，2010
平成 22 年度がん診療拠点病院緩和ケアチーム
基礎研修会（第 1 回）(札幌) ，8 月，2010

木澤義之：地域緩和ケアの実践とネットワークの構築.
第２回京大病院がんセンターシンポジウム(京都)，8 月，
2010

茨城県緩和ケア研修会(阿見) ，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

木澤義之：輸液と栄養. 日本緩和医療学会 PEACE プ

事者との緩和ケアカンファレンス「チャプレンの役割とスピ

ロジェクト PEACE 指導者フォローアップ研修会(東京) ，

リチュアルケアの実際」,筑波大学付属病院,7 月,2010

8 月，2010

木澤義之：がんになっても安心して暮らせる街づくりを目

木澤義之：がん医療とコミュニケーション.第 12 回 中信

指して～緩和ケアの視点と役割～. 第 13 回愛

がん治療セミナー(松本)，8 月，2010

媛大学腫瘍センター講演会、第 5 回愛媛地域
医療連携ネットワーク研究会 (松山)，1 月，

木澤義之：「地域の看取りを支える緩和ケアと薬剤師」医

2010

師からの追加発言.薬薬連携講演会(つくば)，9 月，
2010

木澤義之：緩和ケアと医療連携. 第５回四国 4 大学病院
地域連携・退院支援連絡会議(松山)，1 月，2010

木澤義之：今後のがん対策、緩和医療の現状と展望.
第 69 回日本癌学会学術総会(大阪)，9 月，2010

木澤義之：わが国の緩和ケアの現状と今後. 第 2 回 医
学生・研修医のための緩和ケアセミナー(東京)，3 月，

木澤義之：緩和ケアにおけるコンサルテーション. Ｈ22

2010

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)，9 月，2010

木澤義之：臨床腫瘍学基本的知識 ～癌の緩和医療と
疼痛対策～.EDUCATIONAL COURSES of

JUA

2010 in MORIOKA(盛岡)，4 月，2010

木澤義之：地域緩和ケアの実践と緩和ケアチームの役
割. 第十四回北海道かんわ医療研究会 特別講演(函
館), 11 月，2010

木澤義之：座談会 ターニングポイントを迎えた緩和医

セミナー，大阪，2010 年 11 月

木澤義之：緩和ケアと生活の質の向上について. 地域
がんフォーラム・茨城県がん対策タウンミーティング(つく
ば) ，11 月，2010

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 1 回指導医養成講習会．大阪，2010 年 11 月

木澤義之：緩和ケアチームの現状と課題. 第７回 長野
県緩和医療研究会(松本)，11 月，2010

鈴木將玄：最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

木澤義之：がん専門家養成のための研究と実習につい

京，5 月，2010

て.
第 4 回 関東広域多種職がん専門家チーム養成拠点シ

鈴木將玄：褥瘡ケアに必要な基礎知識，桜川市ケアマ

ンポジウム(つくば) ，11 月，2010

ネ会講演会，桜川市，7 月，2010

木澤義之：緩和ケア研修会の開催にあたって. Ｈ22 年

長岡広香：ファシリテーター.

度 第 1 回 がん診療連携拠点病院緩和ケアチーム研
修会(築地) ，12 月，2010

茨城県緩和ケア研修会,土浦協同病院,6 月,2010
茨城県緩和ケア研修会,筑波大学附属病院,9 月,2010
茨城県緩和ケア研修会,筑波メデイカルセンター病院,
10 月,2010

木澤義之：がん緩和ケアにおける地域連携について.
宮城緩和医療フォーラム 2010(仙台) ，12 月，2010

茨城県緩和ケア研修会,水戸赤十字病院,12 月,2010
PEACE 指導者フォローアップ研修会,東京,
1 月,2010

木澤義之：地域緩和ケアと緩和ケアチームの役割. 沖縄
県緩和ケア学術講演会(沖縄) ，12 月，2010

長岡広香、桜井環：おうちへ帰ろう～在宅支援の実際
前野貴美：タスクフォース. 平成 21 年度茨城県指導医

～.Cancer Week 2010,筑波大学附属病院, 10 月,2010

養成講習会(阿見) ，2 月，2010
櫻井環、長岡広香：リンパ浮腫予防ケア. Cancer Week
前野貴美：筑波大学における専門職連携教育プログラ

2010,筑波大学附属病院, 10 月,2010

ム 特色 GP「チーム医療実践力育成プログラム」の経験
から. 多職種連携教育シンポジウム(東京) ，3 月，2010

長岡広香：講師.「臨死期のケア」. 水戸医療センターがん
拠点病院事業,10 月,2010

横谷省治：タバコの話し．神栖市ヘルスプロモーション事
業 喫煙予防教室，

菅ヶ谷純一：めまいの診断，筑波メディカルセンター病

波崎第四中学校，神栖，10 月，2010

院研修医勉強会，つくば，12 月，2010

波崎第二中学校，神栖，10 月，2010
波崎第一中学校，神栖，11 月，2010

河村由吏可：タスクフォース.

柳川小学校，神栖，11 月，2010

平成 21 年度第３回茨城県指導医講習会，阿見，2 月，

横瀬小学校，神栖，11 月，2010

2010

息栖小学校，神栖，12 月，2010

平成 22 年度島根県指導医講習会，出雲，10 月，2010

須田小学校，神栖，12 月，2010

平成 22 年度第２回茨城県指導医講習会，水戸，10 月，

波崎東小学校，神栖，12 月，2010

2010

稲田美紀，横谷省治：家庭医による性教育～避妊・性感

河村由吏可：ADVANCED OSCE 評価者，神奈川，

染症予防を中心に．

2010 年 3 月

第 22 回医学生・研修医のための家庭医療学夏期
セミナー，熊谷，2010 年 8 月
第 1 回日本プライマリ・ケア連合学会秋季生涯教育

久永 貴之 ：ファシリテーター.
PEACE 茨城県緩和ケア研修会, 筑波大学附属病院,

2 月,2010

高木 博, 阪本直人：行動変容の神髄に迫る！「あれだ

PEACE 茨城県緩和ケア研修会, 県立中央病院,

け言ったのに・・・」とつぶやく医療者 になる前に～行動

5 月,2010

変容ステージに応じた効果的なアドバイス～. 家庭医療

PEACE 茨城県緩和ケア研修会, 土浦協同病院,
6 月,2010

セミナー 家庭医療ワークショップ@東京 実行委員会，
(東京) ，5 月，2010

PEACE 茨城県緩和ケア研修会, 筑波大学附属病院,
9 月,2010
国立がん研究センター東病院緩和ケア研修会,

阪本直人：地域保健学. 順天堂大学地域保健学講義
（千葉），5 月，2010

国立がん研究センター東病院,9 月,2010
阪本直人：健康科学概論. 順天堂大学地域保健学講義
久永 貴之 ：企画責任者，ファシリテーター，PEACE 茨

（千葉），6 月，2010

城県緩和ケア研修会, 筑波メディカルセンター病院,10
月,2010

阪本直人：タスクフォース. 禁煙指導初心者でもすぐに
使える実践講座，神栖市保健センター（神栖市），7 月，

久永 貴之 ：講演「消化管閉塞のマネジメント」,日本婦人

2010

科腫瘍学会モーニングセミナー,つくば国際会議場,7
月,2010

阪本直人：食育教室
前野小学校（つくば市），11 月，2010

阪本直人：家族の笑顔あふれる関係による効果的な健
康づくりについて. いきいき健康講座、ふれあいﾌﾟﾗｻﾞさ

阪本直人：たばこ教室（喫煙予防教育），神栖ヘルスプ

かえ（千葉県、栄町），2 月，2010

ロモーション事業
大野原西小学校（神栖市) ，11 月、2010
軽野小学校（神栖市) ，12 月、2010

坂本直人：肺炎球菌ワクチン
神栖済生会病院来院患者対象健康講座（神栖市），
4 月 1 日，2010
神栖済生会病院来院患者対象健康講座（神栖市），

阪本直人：健診異常のみかた. 健康づくり講演会，うず
もコミュニティーセンター（神栖市），11 月，2010

4 月 8 日，2010
神栖済生会病院来院患者対象健康講座（神栖市），9
月，2010
阪本直人：メタボリックシンドローム撃退教室

阪本直人：いきいき健康講座 ～高血圧編～. 神栖市
保健センター（神栖市），12 月, 2010
林幹雄、津田修冶、宮澤麻子、髙木博、廣瀬由美、浜野

職員向け健康教室 花王鹿島工場（神栖市），

淳：緩和ケア～家庭医としてのエンド・オブ・ライフの考え

4 月 15 日，2010

方～．第 22 回医学生研修医のための家庭医療学夏期

4 月 22 日，2010

セミナー、埼玉、2010 年 8 月

5 月 27 日，2010
6 月 3 日，2010

浜野

淳：ファシリテーター.

7 月 22 日，2010

日本緩和医療学会PEACEプロジェクト指導者研修会

9 月 9 日，2010

および緩和ケア研修会改善のためのワークショップ,

9 月 16 日，2010

東京,1月,2010

10 月 5 日，2010

日本緩和医療学会PEACEプロジェクト 緩和ケア研

10 月 26 日，2010

修会,つくば,2月,2010

11 月 9 日，2010

日本緩和医療学会

PEACE 追加モジュール検討会,

11 月 16 日，2010
12 月 14 日，2010
12 月 28 日，2010

東京,5月,2010
日本プライマリ・ケア連合学会

夏期セミナー

「緩和ケア」,埼玉,8月,2010

茨城県緩和ケア研修会,つくば,9月,2010

髙木博：里美中へのメッセージ（生活習慣病）．常陸太

緩和ケア研修会,つくば,10月,2010

田市立里美中学校、常陸太田市、2010 年 7 月 15 日

日本プライマリ・ケア連合学会

秋季セミナー

「在宅緩和ケア」,大阪, 11月, 2010

遠井敬大、吉本尚、髙木博：家庭医とは何か．埼玉家庭
医療ワークショップ、埼玉、2010 年 12 月 4 日

浜野

淳：自治医科大学

地域医療後期研修プログラ

ム

レジデント研鑽会Spring Work

洗,

2月,2010

浜野

Out 講師,大

宮澤麻子：アルコール問題を有する患者への対応．水
戸協同病院職員向けレクチャー，9 月 7 日

淳：家庭医療ワークショップ 「在宅緩和医療」

講師 ,東京,5月,2010

宮澤麻子：4 月「カルテの書き方」4 月「輸血の基本」6 月
「失神とは」10 月「緩和ケア～症状コントロール」．水戸
協同病院研修医向けミニ勉強会，4～10 月

浜野

淳：生と死を考える～緩和医療と臨床倫理～

「在宅医療」,筑波大学,9月,2010

宮澤麻子：認知症の対応．特別養護老人ホームえみの
里職員勉強会，12 月 29 日

浜野

淳：講師. 茨城県地域包括・在宅介護支援セン

ター連絡協議会

県南ブロック研修会

「地域におけ

る医療連携」,つくば,11月,2010

宮澤麻子：「アルコール問題」「血液製剤」「くすりの豆知
識１」「肝硬変」「認知症」．大森医院水曜職員勉強会，
10 月～

浜野

淳：パネリスト. 茨城県地域がんフォーラム・

宮澤麻子：関東レジデントフォーラム「家庭医を目指して

茨城県がん対策タウンミーティング,水戸, 11月, 2010

良かったと思った瞬間」パネリスト．TMC ホール，9 月 23
日

浜野

淳：講師. 県央地区緩和ケアネットワーク症例

検討会,友部,12月,2010

林幹雄：総合診療科リレー講義（１），筑波メディカルセン
ター病院研修医勉強会，つくば，7 月，2010

小曽根早知子：タバコのはなし．利根町立布川小学校，
利根町，1 月, 2010

林幹雄：総論「救急初療の原則」，第２回県南レジデント
セミナー，つくば，10 月，2010

廣瀬知人：頭痛，筑波メディカルセンター病院研修医勉強
会，つくば，11月，2010

林幹雄：各論「ショック」，第２回県南レジデントセミナー，
つくば，10 月，2010

髙木博：ストレスをためない生活習慣．茨城県立太田第
二高校、常陸太田市、2010 年１月 28 日

向山和彦：総合診療科リレー講義（２），筑波メディカル
センター病院研修医勉強会，つくば，8 月，2010

髙木博：ターミナルケア．県北ブロックケアマネージャー
（施設）研究会、常陸太田市、2010 年 3 月 9 日

中澤一弘：総合診療科リレー講義（３），筑波メディカル
センター病院研修医勉強会，つくば，9 月，2010

髙木博：タバコの話．常陸太田市立小里小学校、常陸太
田市、2010 年 7 月 1 日

中澤一弘：各論「急性腹症」，第２回県南レジデントセミ
ナー，つくば，10 月，2010

取材記事・新聞等
前野哲博：岐路に立つ大学総合診療科 不採算で院内

取材（水戸）８月, 2010

の立場に弱く、廃止相次く. 日経メディカル，No 506
（37），1 月，2010

木澤義之：Japanese doctor studies Local end-of-life
directives. LaCrosseTribune, October，2010

前野哲博：斬新な医学教育から生まれた 2 つの漢方外
来

前野貴美 ：特集 チーム医療の大切さを伝えよう-IPE

Science of Kampo Medicine 漢方医学，34（１）：

の今 筑波大 互いの違いを知り、尊重し合う柔軟性を育

62-66，2010

む”ケア・コロキウム” . 週間医学界新聞 医学書院 第
2898 号 3 ページ 2010 年 10 月 4 日

前野哲博：新春座談会 勤務医と開業医のめざすべき
方向性 ～総合診療科の果たす役割～. 茨城保健医新

荒牧まいえ：在宅医療の現場から． ラゼールタブロイド

聞，378，4-5，1 月 15 日，2010

産経新聞 2010 年 Winter 版、2 面

前野哲博：首都圏ネットワーク 地域医療. NHK 総合，2

齋藤さやか： 医師と製薬会社の適切な関係. 自分は大

月 8 日，2010

丈夫, と思っていませんか？週刊医学界新聞 医学書
院 2885 号 4 ページ 2010 年 6 月 28 日

前野哲博：初期研修において修得したい内科臨床の重
要点をスーパー指導医から学ぶ. 若手セミナー2010 の

髙木博：医療の現場で頑張る人たち．「おはよう茨城」フ

ご紹介，8-9，4 月，2010

ジテレビ、2010 年 2 月 7 日

小林裕幸：だるさと微熱. 夕刊フジ取材（水戸）３月,2010

大森英俊、髙木博：明日へのカルテ：第１部・医師不足
解消の道／２ 「平日限定」で若手確保．毎日新聞（朝

小林裕幸：総合診療科の体制について. 日経メディカル

刊）、2010 年 8 月 3 日、１面

研究費、補助金等資金獲得
挑戦的萌芽研究、平成 22 年～24 年、住民のヘルスリテ

基盤研究（C）、平成 22 年～24 年、初期研修における研

ラシーに関する評価表の開発と実証研究-地域医療崩

修医のストレスに関する多施設研究 (研代表者：瀬尾恵
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