
オンデマンド配信：一般演題 
 
1．感染症   座長： 鈴木麻衣（順天堂大学医学部総合診療科） 
 
hgm011-00003 山之上 弘樹 溶連菌菌血症が先行した化膿性恥骨骨髄炎の 1 例     
hgm011-00010 宇根 一暢 多科連携により救命しえた黄色ブドウ球菌による感染性心内膜炎の一例     
hgm011-00015 山崎 晃裕 著明な筋力低下を伴った日本紅斑熱の 1例     
hgm011-00027 橋本 直樹 わが国のコロナウィルスの PCR の Ct 値について     
hgm011-00035 渥美 裕太 急性喉頭蓋炎を合併した中年男性の EBウイルスによる伝染性単核球症の 1 例     
        
2．感染症   座長： 豊田一弘（九州大学病院 総合診療科） 
 
hgm011-00058 加藤 博之 尿路感染症治療後の Clostridium difficile 腸炎にサイトメガロウイルス腸炎を合併した一例     
hgm011-00070 小原 亘顕 侵襲性 Klebsiella pneumoniae による腎盂腎炎・敗血症に肝膿瘍、敗血症性肺塞栓症及び眼内炎が併発した 1例  
hgm011-00079 本田 雅希 脳炎を合併するも良好な転帰を辿った播種性帯状疱疹の一例     
hgm011-00098 倉林 理沙 リンパ節炎を伴った G群溶連菌による蜂窩織炎の一例     
hgm011-00101 高橋 薫 結核性リンパ節炎併発肺結核の一例     
        
3．感染症   座長： 葦沢龍人（東京医科大学病院） 
 
hgm011-00104 高橋 洋右 食思不振で紹介となり, 横紋筋融解症及び尿路感染症と診断して治療を行った 1例     
hgm011-00108 竹部 兼輔 尿中レジオネラ・ヒメネス染色陰性であったがレジオネラ核酸検出により診断に至ったレジオネラ肺炎の一例  
hgm011-00142 朝野 俊一 肺炎に併発した感染性心内膜炎の一例     
hgm011-00025 小森 大輝 無症候者を対象にした手術前 SARS-CoV-2 PCR スクリーニング検査の有用性     
hgm011-00069 三宅 晃弘 多彩な血管炎の症状を来たした水痘帯状疱疹ウイルス髄膜脳炎の一例     
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4．感染症   座長： 村田昌之（九州大学病院） 
 
hgm011-00113 大北 莉奈 COVID-19抗原検査偽陽性と考えられた伝染性単核球症の 1 例     
hgm011-00116 稲田 宥治 サッカーをしている 18 歳男性に発症した黄色ブドウ球菌による恥骨骨髄炎の 1 例     
hgm011-00133 田中 幸介 臨床的に診断した結核性髄膜炎の 1例     
hgm011-00151 栗原 勇希 初診時は尿中レジオネラ抗原陰性であったが臨床経過中に尿中抗原陽性を認めたレジオネラ肺炎の 1 例。   
hgm011-00138 藤島 清太郎 中等度の血糖管理下にある敗血症患者における血糖異常の発生率と影響     
        
5．膠原病   座長： 谷憲治（徳島大学） 
 
hgm011-00118 山本 賢 両下腿浮腫を主訴とした POEMS症候群の 1 例     
hgm011-00040 菊池 明日香 ダニ刺症を契機に発症した galactose-α-1,3-galactoseアレルギー疑いの 1例     
hgm011-00139 平峯 智 再発性尿路感染症を契機にベーチェット病と関節リウマチを発症した一例     
hgm011-00126 髙橋 潤 亜急性壊死性リンパ節炎の１例     
hgm011-00129 熊谷 栄太 低カリウム血症性ミオパチーを契機にシェーグレン症候群との診断にいたった高齢女性の 1 例   
  
6．臨床研究   座長： 川本龍一（愛媛大学大学院 医学系研究科） 
 
hgm011-00055 平林 礼奈 当科入院患者におけるベンゾジアゼピン系薬使用のせん妄発症への影響     
hgm011-00059 名和田 雅夫 リウマチ性多発筋痛症合併高齢発症関節リウマチ発症の予測・診断における関節エコーの有用性  
hgm011-00060 有冨 貴史 Crowned dens syndromeの鑑別に対する関節超音波検査の有用性の検討     
hgm011-00071 奥津 翔太 20 歳から 10kg以上の体重増加が高 LDL コレステロール血症の発症に及ぼす影響：ISSA-CKD研究   
hgm011-00087 沖中 郁実 細菌性腸炎とウイルス性腸炎の臨床的鑑別     
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7．膠原病   座長： 中村浩士（呉医療センター総合診療科） 
 
hgm011-00028 岡野 督 コルヒチンによる炎症コントロール下でロボット支援左腎腫瘍切除術を施行し得た家族性地中海熱の一例   
hgm011-00054 勝田 義久 長期間内服していたフロセミドにより皮疹・腎機能障害を伴う好酸球増多症を生じた一例   
  
hgm011-00095 柴塚 拓巳 下肢指の疼痛、痺れにより発症した好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の一例     
hgm011-00099 櫻井 京 四肢末梢の浮腫による発症した RS3PE症候群の一例     
hgm011-00089 金山 一茂 急性腎疾患合併が想定されたリウマチ性多発筋痛症の一例     
        
8．診断学   座長： 松本正俊（広島大学医学部地域医療システム） 
 
hgm011-00149 埴岡 裕介 当科における COVID-19流行による外来受診状況への影響     
hgm011-00008 川本 龍一 ルビプロストンによって引き起こされたばち指の 1 例     
hgm011-00065 青木 のぞみ 偽痛風が既往にある高齢患者の発熱と関節痛を呈していた１例     
hgm011-00072 能條 眞 糖尿病の教育入院で診断された皮膚筋炎の一例     
hgm011-00082 吉田 圭希 PET/CT で大動脈炎症候群が疑われたが最終的に薬剤熱の診断に至った不明熱の一例     
        
9．診断学   座長： 塩田星児（大分大学総合内科・総合） 
 
hgm011-00083 山﨑 愛子 COVID-19の流行下で誤嚥性肺炎が疑われ，診断が遅れた関節リウマチの 1例     
hgm011-00141 矢野 峻伍 COVID-19パンデミック下の菌血症の対応の遅れを調査した研究     
hgm011-00145 高橋 朋宏 アンカリング・感情バイアスの中でもバイタルサインの異常から急性胆管炎を診断できた一例   
hgm011-00154 高橋 雄一 マッサージにより惹起された筋肉内血腫の一例     
hgm011-00006 八巻 孝之 レスタミンコーワクリーム 1％の塗擦が増悪因子と考えられた接触皮膚炎の 1 例  
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10．神経，その他  座長： 奈良典子（横浜市立脳卒中 脳神経内科） 
 
hgm011-00077 澤近 弘 脳神経障害を欠いた頭痛において、入院当初に頭部造影 MRIを施行し肥厚性硬膜炎の診断に至った一例   
hgm011-00023 北原 功雄 静脈圧迫のみによる三叉神経痛     
hgm011-00038 大久保 佳祐 難治性の吃逆に柿蒂湯が奏功した一例     
hgm011-00073 宮崎 悠 突然の胸背部痛で受診し, 入院後に左下肢麻痺・両下肢の不随意運動を認め, MRI検査で脊髄梗塞と診断した一例.  
hgm011-00037 笠置 康 漏斗胸 Nuss 法一期的手術の Nussバーの本数の変遷とその理由     
        
11．消化器   座長： 山崎一美（国立病院長崎） 
 
hgm011-00030 荒木 沙月 ロイコトリエン受容体拮抗薬と抗ヒスタミン薬が奏功した好酸球性胃腸炎の 1 例     
hgm011-00032 渡邊 亘平 早期胃癌を合併した悪性貧血の一例     
hgm011-00075 橋本 龍太朗 縦隔および腹腔内の遊離ガスを伴い保存的加療で軽快した腸間気腫症の 1例     
hgm011-00078 榎本 秀治 当院での胆嚢十二指腸瘻の経験     
hgm011-00080 岡本 耀 保存的加療にて軽快した腸管嚢胞状気腫症の一例     
        
12．代謝・内分泌  座長： 廣岡伸隆（埼玉医科大学総合診療内科） 
 
hgm011-00007 田口 皓一郎 プレドニゾロン導入時の血糖測定時間の検討     
hgm011-00110 福田 聡史 意識消失発作を主訴に発見された胸腺腫を伴う甲状腺機能亢進症の一例     
hgm011-00122 安藤 崇之 スタチンによる女性化乳房が疑われた一例     
hgm011-00144 大髙 由美 症状増悪とともにMRI 所見が変化した糖尿病性舞踏病の 1 例     
hgm011-00036 幅 雄一郎 若年女性に発生した、小腸穿孔が診断の契機となった悪性リンパ腫の一例     
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13．救急   座長： 西尾健治（奈良県立医科大学） 
 
hgm011-00033 菊池 正悟 糖質摂取制限が契機になった SGLT2阻害薬内服に伴う正常血糖型糖尿病性ケトアシドーシスの一例   
hgm011-00039 井原 康輔 縊頸後の意識障害に Targeted Temperature Management を行った 1例     
hgm011-00046 桑田 慎也 脚立から転落し頚椎骨折後、MRIで無症候性の椎骨動脈解離と小脳梗塞を認めた 1 例     
hgm011-00048 牟田 侑記 外傷歴のない脊髄硬膜外血腫の一例     
hgm011-00063 佐野 文昭 左肺上葉切除術後に腎梗塞・上腸間膜動脈閉塞症を来たした 1 例     
        
14．臨床研究，医学教育  座長： 渡辺俊樹（前橋赤十字病院） 
 
hgm011-00152 勝倉 真一 Cadaverを用いた総合診療医向け医療手技トレーニングプログラムの開発     
hgm011-00016 並川 浩己 COVID-19患者の従事者に対する身体的健康管理の取り組み     
hgm011-00018 鈴木 麻衣 HIV感染者患者に対する Information and Communication Technology (ICT) による服薬支援（第二報）  
hgm011-00043 横田 雄也 血中骨型アルカリホスファターゼ/アルカリホスファターゼ(BAP/ALP)比の臨床的有用性に関する検討   
hgm011-00131 大西 丈二 高齢入院患者における Barthel Indexと MMSE の職種・時期別評価値について     
        
15．臨床研究，その他  座長： 金村政輝（宮城県立がんセンター） 
 
hgm011-00115 鈴木 まゆ Advanced Care Planning (ACP)の必要性 -離島診療所、大学病院での経験から‐     
hgm011-00011 相原 秀俊 地域中核病院における病院総合診療医の入院・外来診療での役割～2013年度と 2019 年度の比較～   
hgm011-00004 伊奈 研次 慢性腎不全維持透析症例の再発大腸癌に対して FOLFOX療法および Panitumumab 併用 FOLFIRI 療法を施行した 1 例  
hgm011-00029 書上 奏 L3 椎体内腰動脈仮性動脈瘤に対してコイル塞栓術が奏功した一例     
hgm011-00130 高山 耕治 悪性リンパ腫との鑑別を要した HIV 関連カポジ肉腫の 1例     


