
プログラム

会長講演（ライブ配信）

特別講演（ライブ配信）

「地域医療で育む病院総合診療」

佐藤　正通（国立病院機構高崎総合医療センター　総合診療科・内科）
座長：高橋　広喜（国立病院機構仙台医療センター　総合診療科）

テーマ「Hospitalist：Identity と Future perspectives」

座長：田妻　進　（JA 尾道総合病院）
　　　内藤　俊夫（順天堂大学医学部 総合診療科）

１：「近代日本社会の創造者　渋沢栄一をさぐる」
井上　潤（公益財団法人渋沢栄一記念財団 渋沢史料館　館長）
座長：佐藤　正通（国立病院機構高崎総合医療センター　総合診療科・内科）

２：「総合診療部の35年間の歩み」
田村　遵一（群馬大学大学院医学系研究科総合医療学 / 群馬大学医学部附属病院　病院長）
座長：林　純（原土井病院　九州総合診療センター）

３：「病院総合診療専門医の育成に向けて」
佐藤　正通（国立病院機構高崎総合医療センター　総合診療科・内科）
多胡　雅毅　（佐賀大学医学部附属病院 総合診療部）
志水　太郎　( 獨協医科大学総合診療医学 / 獨協医科大学病院総合診療科 )
座長：田妻　進　（JA 尾道総合病院）

『SHM が目指す Hospitalist 〜その Identity と Future perspectives 〜』
Danielle Scheuer（Society of Hospital Medicine: 米国病院総合診療医学会　会長）

鋪野　紀好（千葉大学医学部附属病院 総合診療科）
多胡　雅毅（佐賀大学医学部附属病院 総合診療部）

高橋　宏瑞（順天堂大学医学部 総合診療科）

Society of Hospital Medicine 国際セッション（ライブ配信）

１．基調講演

２．『日本の総合診療専門医 Subspecialty としての Hospitalist プログラム』

３．『Hospitalist の魅力』

４　総合討論『Hospitalist の医師像、役割、育成、評価』

【第1チャンネル　2月21日（日）14:00～14:50】

【第1チャンネル　2月20日（土）13:30～14:30】

【第1チャンネル　2月21日（日）10:40～11:30】

【第1チャンネル　2月20日（土）9:30～10:30】

【第1チャンネル　2月21日（日）9:00～10:20】
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認定医指定演題 (1 〜 5)

指導医指定演題 (6 〜 10)

大嶋　清宏（群馬大学大学院医学系研究科救急医学）
座長：鍋島　茂樹（福岡大学病院 総合診療部）

森田　浩之　（岐阜大学大学院医学系研究科 総合病態内科学）
座長：岸原　康浩（国立病院機構九州医療センター 総合診療科）

上田　剛士（洛和会丸太町病院　救急・総合診療科）
座長：井村　洋（飯塚病院総合診療科）

矢吹　拓（国立病院機構栃木医療センター 内科）
座長：徳田　安春（群星沖縄臨床研修センター）

田村　耕成（高崎第一病院　内科）
座長：足立　智英（東京都済生会中央病院　総合診療内科・神経内科）

小林　裕幸（伊勢崎市民病院　病院長）
座長：松田　隆秀（聖マリアンナ医科大学総合診療内科）

小板橋　紀通（群馬大学医学部附属病院循環器内科）
座長：大塚　文男（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 総合内科学分野）

高柳　亮（前橋協立診療所　所長）
座長：渋谷 俊介（岩手県立胆沢病院 総合診療科）

初見　菜穂子（済生会前橋病院　血液内科）
座長：佐藤　正通（国立病院機構高崎総合医療センター　総合診療科・内科）

金井　貴夫（公益財団法人東京都保健医療公社 多摩北部医療センター　精神科）
座長：高橋　広喜（国立病院機構仙台医療センター　総合診療科）

教育講演（指定講演）（オンデマンド配信）

１：「総合診療医に必要な救急疾患の診方」

６：「遠隔医療の現状と展望－病院総合診療での利用－」

３：「総合“心療”医に必要な脱力・痙攣の診方」

４：「総合診療医として取り組むポリファーマシー対策」

５：「総合診療医が遭遇するなやましい血液検査異常について」

２：「「呼吸困難」をどう診るか
　　〜総合診療医が知っておきたい呼吸器疾患の診かた〜」

７：「論文の書き方・査読の仕方」

８：「アドバンス・ケア・プランニング」

９：「日常診療での血液疾患の鑑別〜血算検査を有効に活用するには〜」

１０：「不定愁訴に対する弁証法的アプローチのススメ」

11



1. 地域包括ケア時代に求められる地域医療支援病院の役割と課題

1. 診療看護師（NP）とその養成課程について

2. 診療看護師による診療支援があたえる地域医療への影響はあるか？

3. クリニックにおける診療看護師の役割　〜活動の意義を考える〜

5. JCHO 東京城東病院 NP の行動特性からみる“地域医療と診療看護師”

4. 東京都西多摩保健医療圏における今後の診療看護師の役割とは
~ 地域医療構想を踏まえて ~

6. より良い医療提供体制 ( ヘルスケアシステム ) の構築のために私たちができること
– 診療 看護師 (NP) という人材資源活用の将来イメージ -

2. 中規模民間病院で実践する病院総合診療と地域医療への貢献

3. with コロナ時代の病院総合診療のあり方を、今一度考える

4. 家庭医が病院で働くということ　〜病院総合診療の発展への貢献〜

5. 社会的脆弱者の多い地域で求められる地域医療とは？
〜地域分析の実施と診療システム・研修医教育への反映〜

篠原純史（国立病院機構 高崎総合医療センター　ソーシャルワーク室長）

浦中桂一（東京医療保健大学大学院　看護学研究科）

芹田　晃道（隠岐広域連合立隠岐病院）

矢尾　知恵子（むさしの丘ファミリークリニック　診療看護師）

福添　恵寿（JCHO 東京城東病院）

高橋　淳（医療法人社団仁成会高木病院　看護部）

本田　和也（国立病院機構長崎医療センター　脳神経外科）

大高行博（医療法人社団日高会日高病院　総合診療内科）

鈴木　諭（群馬家庭医療学センター・筑波大学附属病院総合診療グループ・利根中央病院総合診
療科 / 救急科）

濱井　彩乃（安房地域医療センター総合診療科）

佐藤　健太（札幌医科大学　総合診療医学講座）

シンポジウム

１：「実践病院総合診療　〜医療現場から見えてくる地域診療ニーズ〜」（ライブ配信）

２：「診療看護師導入という未来の医療への提言〜多様な導入の可能性を探る〜
　　地域医療における診療看護師の意義」（ライブ配信）

座長：志水　太郎（獨協医科大学総合診療医学）
　　　久保　徳彦（国立病院機構　別府医療センター総合診療科）

シンポジスト：

シンポジスト：

【第2チャンネル　2月20日（土）15:00～16:30】

座長：佐藤　正通（国立病院機構高崎総合医療センター　総合診療科・内科）
　　　高柳　亮（前橋協立診療所　所長）

【第2チャンネル　2月21日（日）9:00～10:30】
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7. 地域医療における診療看護師の意義〜急性期の診療看護師の役割と課題〜

8. 日高病院総合診療内科での診療看護師の活躍〜医師の視点より〜

菱沼　加寿子（国際医療福祉大学成田病院）

石山　延吉（医療法人社団日高会日高病院　総合診療内科）

1. 専門医から見た COVID-19

2. 病院総合診療医から見た COVID-19

4. COVID-19 の影響による診断エラー

3. 日本と欧米における COVID-19 の比較（English. There will be no interpreting
services at this symposium.）

忽那　賢志（国立国際医療研究センター）

志水　太郎（獨協医科大学 総合診療医学）

佐々木　陽典（東邦大学医療センター大森病院 総合診療・急病センター）

鋪野　紀好（千葉大学医学部附属病院 総合診療科）

和足　孝之（島根大学医学部附属病院 卒後臨床研修センター）

高橋　宏瑞（順天堂大学医学部 総合診療科）

森川　暢（奈良市立病院）

宮上　泰樹（順天堂大学医学部総合診療科学講座）

Gautam A. Deshpande（聖路加国際病院）

３：「COVID-19 について病院総合診療医が知っておくべきこと」（ライブ配信）

４：「総合診療医のための臨床研究の TIPS by JUGLER」（ライブ配信）

５：「Beyond the Edge 〜漢方腹診を総合診療に生かす〜」（オンデマンド配信）

座長：多胡　雅毅（佐賀大学医学部附属病院 総合診療部 准教授・副部長・副診療科長）

座長：太組　由貴（横浜市立大学付属市民総合医療センター　一般内科女性外来漢方外来）

シンポジスト：

シンポジスト：

1. 漢方腹診について＆胸脇苦満を活かす

2. 腹直筋攣弓を活かす

3. 腹部の冷えを活かす

佐藤　浩子（群馬大学大学院医学系研究科 総合医療学）

齋藤　登（獨協医科大学埼玉医療センター 総合診療科）

貝沼　茂三郎（富山大学附属病院和漢診療科）

シンポジスト：

【第2チャンネル　2月20日（土）10:00～11:30】

座長：内藤　俊夫（順天堂大学医学部 総合診療科）
　　　上原　由紀（聖路加国際病院　臨床検査科）

【第1チャンネル　2月21日（日）15:00～16:30】

13



６：ダイバーシティシンポジウム「総合診療医における男女共同参画と働き方改革」
　（オンデマンド配信）

座長：前田　隆浩（長崎大学病院　総合診療科）
　　　小和瀬　桂子（群馬大学大学院医学系研究科総合医療学）

シンポジスト：

1.厚生労働省のこれまでの女性医師に対する取組
種子島　七海（厚生労働省医政局医事課）

2.ダイバーシティと働き方改革
熊川　友子（埼玉医科大学病院　総合診療内科）

3.医療現場におけるダイバーシティ推進を考える
片岡　仁美（岡山大学病院ダイバーシティ推進センター）

JUGLER セッション（ライブ配信）

学生セッション（ライブ配信）

症例検討から学ぶ診断推論戦略 by JUGLER

「What is 地域医療？　〜『地域医療』の意味を今、問い質す〜　」

座長：多胡　雅毅（佐賀大学医学部附属病院 総合診療部）

パネリスト
志水　太郎（獨協医科大学 総合診療医学）

佐々木　陽典（東邦大学医療センター大森病院 総合診療・急病センター）

鋪野　紀好（千葉大学医学部附属病院 総合診療科）

和足　孝之（島根大学医学部附属病院 卒後臨床研修センター）

高橋　宏瑞（順天堂大学医学部 総合診療科）

演者

指導医

相京　辰樹（広島大学医学部医学科 5 年・同大学院医系科学研究科博士課程）

磯邉　綾菜（京都府立医科大学医学部医学科 5 年）

嶋和　将（近畿大学医学部医学科 5 年）

永井　誠大（島根大学医学部医学科 6 年）

鱒渕　明（獨協医科大学医学部医学科 5 年）

三島　一乃（鹿児島大学医学部医学科 5 年）

長崎　一哉（水戸協同病院総合診療科）

徳田　嘉仁（近江八幡市立総合医療センター総合内科 / 滋賀家庭医療学センター）

近藤　敬太（藤田医科大学総合診療プログラム）

志水　太郎（獨協医科大学総合診療医学）

【第1チャンネル　2月20日（土）15:00～16:00】

【第2チャンネル　2月21日（日）15:00～16:00】
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若手部会セッション

診断エラー WS ①（ライブ配信）

診断エラー WS ②（ライブ配信）

指導医へのステップ：明日から使える Faculty Development（ライブ配信）

MKSAP（Medical Knowledge Self-Assessment Program）〜必須知識を体得する米
国流ショートカット ! ! ! 〜（オンデマンド配信）

『日本の診断エラートップランナーたちの座談会』

『あなたも診断エラーの症例報告をしよう！』

「総合診療医が病院長を務めることで病院に生じる効果 - 指導医へのステップ：明日から使える
Faculty Development」

座長 :

座長 :

座長：

演者 :

演者 :

演者 :

演者 :

コメンテーター :

座長：

原田　拓 ( 昭和大学江東豊洲病院 )

宮上　泰樹 ( 順天堂大学医学部付属順天堂医院 )

原田　拓 ( 昭和大学江東豊洲病院 )、

宮上　泰樹 ( 順天堂大学医学部付属順天堂医院 )

八重樫　牧人（亀田総合病院　総合内科）

山下　秀一（佐賀大学医学部附属病院 病院長 兼 総合診療部教授）

志水　太郎 ( 獨協医科大学総合診療医学 )

綿貫　聡 ( 東京都立多摩総合医療センター　救急・総合診療センター )

和足　孝之 ( 島根大学卒後臨床研修センター )

鋪野　紀好 ( 千葉大学医学部附属病院総合診療科 )

原田　侑典 ( 獨協医科大学総合診療医学 )

和足　孝之 ( 島根大学卒後臨床研修センター )

吉田　明人（亀田総合病院　総合内科）

樋口　直史（亀田総合病院　総合内科）

山下　駿（佐賀大学医学部附属病院　総合診療部）

松尾　裕一郎（東京ベイ・浦安市川医療センター　総合内科）

佐々木　陽典（東邦大学医療センター大森病院）

近藤　猛（名古屋大学医学部附属病院）

山下　駿（佐賀大学医学部附属病院）

【第3チャンネル　2月21日（日）10:30～11:10】

【第3チャンネル　2月21日（日）11:20～12:00】

【第3チャンネル　2月21日（日）9:00～9:50】
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共催セミナー（ライブ配信）

育成賞候補演題（ライブ配信）

１．「循環器医からみた糖尿病治療〜コンセンサスステートメント、
　　大規模臨床試験の結果をふまえて」

育成賞候補演題（専攻医）

２．「COVID-19の病態•診断•治療•感染対策」

３．「超高齢社会における不眠症〜不眠症治療薬の適正使用〜」

４．「漢方でチョット味付け消化器診療」

５．「若手医師の総合内科診療教育について　都市部基幹病院での実践例」

桑原　宏一郎（信州大学循環器内科学　教授）
座長：小和瀬　桂子（群馬大学大学院医学系研究科総合医療学　准教授）

座長： 足立　智英（東京都済生会中央病院 総合診療内科・神経内科）
　　　齋藤　登（獨協医科大学埼玉医療センター 総合診療科）

小林 俊昭 1、稲垣 剛志 2、原田 拓弥 1、安井 さつき 1、山地 実沙 1、小川 惇史 1、後藤 文音 1、

酒井 秀典 1、石黒 賢志 1、猪塚 真志 1、中嶋 荘太郎 1、本村 杏子 1、金子 駿太 1、高橋 裕子 1、

山下 裕之 1、金子 礼志 1

1 国立国際医療研究センター病院 膠原病科 2 国立国際医療研究センター病院 総合診療科

三鴨　廣繁（愛知医科大学病院感染症科）
座長：瓜田　純久（東邦大学医学部 総合診療・救急医学講座）

竹内　裕二（医療法人清陵会 第一心療クリニック 院長）
座長：大山　良雄（群馬大学大学院 保健学研究科看護学講座　教授）

松島　加代子（長崎大学病院　消化器内科／医療教育開発センター　医師育成キャリア支援室長）
座長：林　純（原土井病院　総合診療科　九州総合診療センター長）

長田　薫（武蔵野赤十字病院　総合診療科部長　臨床研修部長）

共催：第一三共株式会社・田辺三菱株式会社

共催：ミヤリサン製薬株式会社

共催：MSD 株式会社

共催：株式会社ツムラ

共催：エルゼビア・ジャパン株式会社

ステロイドへの反応性不良から診断を見直された Schnitzler 症候群の 1 例N-001

【第1チャンネル　2月20日（土）12:00～13:00】

【第2チャンネル　2月20日（土）12:00～13:00】

【第3チャンネル　2月20日（土）12:00～13:00】

【第1チャンネル　2月21日（日）12:00～13:00】

【第2チャンネル　2月21日（日）12:00～13:00】

【第3チャンネル　2月20日（土）14:30～15:10】
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育成賞候補演題（初期研修医）

座長： 井村　洋（飯塚病院 総合診療科）
　　　小野寺　浩（東北大学病院 総合診療科）

長期臥床により高 Ca 血症をきたした若年女性の 1 例

濵田 航一郎 1、中道 聖子 1、松原 大 1、泉田 真生 1、小笹 宗一郎 1、長郷 彰雄 1、杉本 尊史 1、

赤羽目 翔悟 1、岩田 知真 1、平 篤 1、長浦 由紀 1、成田 翔平 2、三馬 聡 2、二口 充 3、前田 隆

浩 1

榊原 瑛莉 1、須﨑 真 2、山方 俊弘 2、上原 和幸 2、若栗 大朗 2、松田 直人 2、小野寺 麻加 2、小

野寺 直子 2、兵働 英也 2、小原 俊彦 2、安武 正弘 2

岡村 勇輝 1、榎本 圭佑 1、田中 孟 1、千葉 厚郎 2、内堀 歩 2、塩尻 俊明 1

1 総合病院 国保旭中央病院 総合診療内科 2 杏林大学 神経内科

大友 莉那 1、高橋 広喜 1、中川 孝 1、今村 淳治 2

1 国立病院機構仙台医療センター 総合診療科 2 国立病院機構仙台医療センター 感染症内科

津田 恭平、居原 毅、岸原 康浩

国立病院機構 九州医療センター 総合診療科

大塚 勇輝、大村 大輔、李 皓生、藤田 茉奈美、山根 真衣、山本 紘一郎、孫 麗那、高瀬 了輔、

中野 靖浩、岡 浩介、榮 浩行、徳増 一樹、長谷川 功、萩谷 英大、小比賀 美香子、片岡 仁美、

大塚 文男

長岩 優貴、鈴木 麻衣、鈴木 まゆ、宮上 泰樹、内藤 俊夫

前田 晃子、三輪 明里、谷 英輝、丹菊 眞理子、藤岡 圭、石塚 達夫

松林 秀明、原田 和歌子、山本 涼太郎、田邊 裕雅、小畠 啓史、重信 友宇也、亀山 和也、永井 道明、

加藤 雅也

1 長崎大学病院 総合診療科 2 長崎大学病院 消化器内科 3 長崎大学病院 病理診断科

1 日本医科大学付属病院 臨床研修センター 2 日本医科大学付属病院 救急・総合診療センター

岡山大学病院 総合内科・総合診療科

順天堂大学医学部 総合診療科学講座

岐阜市民病院 総合診療・リウマチ膠原病センター

広島市立安佐市民病院 総合診療科

不明熱を呈した巨大肝血管筋脂肪腫（AML）の１例

診断に苦慮した急性巣状細菌性腎炎の 1 例

Campylobacter 腸炎で入院後麻痺性イレウスが先行した Guillain-Barré 症候群

腹膜サルコイドーシスの 1 例

悪性リンパ腫が疑われるも、診断確定に時間を要した血管免疫芽球 T 細胞性リンパ腫
の一例

COVID-19 外国人患者の受入れで明らかとなった課題と病院総合医に求められる役割

腎盂腎炎とアンカリングした回腸膀胱瘻の一例

来院後、突然の全身浮腫とショックバイタルに陥った若年男性の一例

N-002

N-003

N-004

N-005

N-006

N-007

N-008

N-009

N-010

【第3チャンネル　2月20日（土）15:25～16:30】
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一般演題（ライブ配信・オンデマンド配信）

一般演題　A．感染症（ライブ配信）

座長： 加勢田　富士子（原土井病院 総合診療科）

入院を要する尿路感染症症例に対する抗菌薬の初期治療選択に及ぼすグラム染
色の影響

高橋 健太郎 1、飯塚 尭 1、真下 大和 1、和田 元 2、佐藤 正通 1

1 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 総合診療科 2 独立行政法人国立病院機構 高崎

総合医療センター 脳神経外科

木村 洸稀 1、小野寺 麻加 2、須﨑 真 2、山方 俊弘 2、上原 和幸 2、若栗 大朗 2、松田 直人 2、

小野寺 直子 2、兵働 英也 2、小原 俊彦 2、安武 正弘 2

1 日本医科大学付属病院 臨床研修センター 2 日本医科大学付属病院 救急・総合診療センター

太田 惇耶、谷 英輝、丹菊 眞理子、藤岡 圭、石塚 達夫、三輪 明里

岐阜市民病院 総合診療・リウマチ膠原病センター

塩田 星児、栗林 良子、宇都宮 理恵、土井 恵里、木村 日香梨、山本 恭子、吉岩 あおい、阿部 航、

宮﨑 英士

大分大学医学部附属病院 総合内科・総合診療科

上野 尚 1、白藤 雄五 1、野田 浩夫 1、坂田 勇司 1、西村 洋一 1、立石 彰男 1、藤部 香里 1、宇根 

かおり 1、上野 八重子 1、廣田 勝弘 2

1 宇部協立病院 整形外科 2 生協小野田診療所

椎木 昭雅、住友 和弘、菅野 厚博、佐藤 滋、大山 千佳、植田 寿里、宮澤 イザベ、藤川 祐子、

大原 貴裕、濃沼 信夫、古川 勝敏

東北医科薬科大学病院 総合診療科

吉野 雄大、石田 岳史、百村 伸一

さいたま市民医療センター 内科

無症候性多発脳梗塞を契機に診断に至った抗リン脂質抗体症候群の一例

横紋筋融解症を合併したレジオネラ肺炎の一例

縦隔リンパ節腫大が目立ち悪性リンパ腫と鑑別を要した成人 Still 病の 1 例

食道アカラシアによる肺化膿症の 1例

抗生剤による急性腎不全を起こし治療に難渋した２型糖尿病の化膿性脊椎炎の一例

MSSA による化膿性関節炎から敗血症を生じ感染性大動脈瘤を形成した症例

N-011

N-012

O-001

O-002

O-003

O-004

O-005

【第3チャンネル　2月20日（土）9:30～10:10】
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一般演題　B．救急（ライブ配信）

一般演題　C．呼吸器（ライブ配信）

座長： 小原　俊彦（日本医科大学付属病院 総合診療科）

座長： 田村　耕成（特定医療法人博仁会　第一病院 総合診療内科）

笑気を慢性的に使用し統合失調様症状を来した 1症例
三根 宥樹 1、松田 直人 2、飯盛 月 1、渥美 裕太 2、上原 和幸 2、若栗 大朗 2、兵

働 英也 2、小原 俊彦 2、安武 正弘 2

1 日本医科大学付属病院 臨床研修センター 2 日本医科大学付属病院 総合診療科

呼吸苦を主訴に救急搬送され新規に判明した高齢女性の自己免疫性
溶血性貧血の症例

河原田 智典、西村 英祥

大阪赤十字病院 救急科

下部消化管穿孔が股関節痛の症状を呈した一例

南 景太 1、西山 明秀 2、松尾 吉郎 2、大森 威来 3

1 府中病院 臨床研修センター 2 府中病院 急病救急センター 3 府中病院 外科

結膜充血から内頚動脈海綿静脈洞瘻の診断に至り、脳血管内治療を
施行した 1例

土井 佑太、西村 英祥

大阪赤十字病院 救急科

救急外来から入院した壊死性筋膜炎の 6 例
髙本 一盛、西村 英

大阪赤十字病院 救急科

十年間にわたり腫瘍マーカーの上下を繰り返し最終的に肺癌を発症し
た家庭内曝露による石綿関連肺癌例の検討

田村 猛夏 1,2、玉置 伸二 1

1 国立病院機構奈良医療センター 内科 2 高の原中央病院 内科

COVID- 19 との鑑別を要した好酸球性肺炎の一例

成清 弘明、飯塚 尭、真下 大和、佐藤 正通

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 総合診療科

O-006

O-007

O-008

O-009

O-011

O-012

O-010

【第3チャンネル　2月20日（土）10:30～11:10】

【第4チャンネル　2月20日（土）9:30～10:10】
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発熱者外来で偶発的に発見された肺動静脈瘻の 1例

武藤 壮平 1、吉川 将史 1、飯塚 尭 2、真下 大和 2、渋沢 信行 1、佐藤 正通 2

1 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 内分泌代謝内科 2 独立行政法人国

立病院機構 高崎総合医療センター 総合診療科

オマリツマブによりステロイド離脱、手術回避に至った好酸球性副鼻
腔炎の一例

宮﨑 英士、赤峰 梨沙、宇都宮 理恵、土井 恵里、山本 恭子、塩田 星児、吉岩 あおい、

阿部 航

大分大学医学部 総合診療・総合内科学講座 総合内科・総合診療科

一般演題　D．消化器（ライブ配信）

座長： 原田　和歌子（広島市立安佐市民病院）

表題：慢性膵炎を背景とし低血糖を呈した飢餓性ケトアシドーシス

加倉井 真主、伊東 完

筑波大学附属病院 総合内科

臨床症状から早期診断に至った正中弓状靱帯圧迫症候群 の一例

村松 海人 1、後藤 研人 2、森 博威 2、内藤 俊夫 2

1 順天堂大学病院 臨床研修センター 2 順天堂大学医学部 総合診療科学講座

Ｓ状結腸狭窄に対する手術後に複数の合併症を発症した超高齢者の 1例

宮本 英雄 1、五明 良仁 1、秋田 倫幸 1、山川 淳一 2

1 南長野医療センター篠ノ井総合病院 外科 2 南長野医療センター篠ノ井総合病院 総合診療

科

Helicobacter pylori 陰性胃癌症例の検討

前田 光徳

独立行政法人宇都宮病院 消化器内科

初診時に腹部診察・画像検査で異常を認めなかった複数菌の菌血症を伴
う憩室炎の一例

鈴木 有大、鈴木 有大、澤近 弘、志水 太郎

獨協医科大学病院 総合診療科

O-013

O-014

O-015

O-016

O-017

O-018

O-019

【第4チャンネル　2月20日（土）10:30～11:10】
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一般演題　E ．診断学，診断エラー（ライブ配信）

一般演題　F．臨床研究（ライブ配信）

座長： 三好　智子（岡山大学病院 総合内科）

座長： 小比賀　美香子（岡山大学病院 総合内科）

シェーグレン症候群との鑑別を要した悪性貧血による Hunter 舌炎の一例

さいたま市民医療センター 内科
秦 美能理、吉野 雄大、坪井 謙、石田 岳史、百村 伸一

無菌性髄膜炎の診断遅延の頻度と特徴 : 24 例のケースシリーズ
1 昭和大学江東豊洲病院 総合診療科 2 獨協医科大学病院 総合診療科 3 島根大学病院 卒後臨
床研修センター
原田 拓 1,2、和足 孝之 3、弘重 壽一 1

繰り返す熱中症から後天性無汗症の診断に至った一例

前橋赤十字病院 総合内科
渡辺 俊樹

腋窩リンパ節菊池病図に関する検討～腋窩診察の重要性～

東邦大学医療センター大森病院 総合診療・急病センター
佐々木 陽典、繁田 知之、森 岳雄、竹下 智史、柏木 克仁、鹿嶋 直康、小松 史哉、鈴木 健志、
山田 篤史、河越 尚幸、貴島 祥、竹本 育聖、前田 正、宮﨑 泰斗、瓜田 純久

三度目の発熱外来受診時に診断し得た単純へルペス脳炎の 1例

祐愛会織田病院 総合診療科
本村 壮 、 織田 良正 、 松島 知太郎 、 西山 雅則

病棟における不眠時の対応についての院内ガイドラインを作成し、転倒率
の変化を調べた前後比較研究

石川 輝、吉野 雄大、石田 岳史、百村 伸一
さいたま市民医療センター 内科

立ち眩みではなく座位から臥位に体位変換時に「寝眩み」を感じる患者達

松原 英俊、中前 恵一郎、森村 光貴、武田 拓磨、堤 惟、大石 健、土井 哲也
医仁会 武田総合病院 総合診療医学会

血液培養陽性腎盂腎炎の陽性予測因子の検討

福井 早矢人 1、乾 啓洋 1、小林 大輝 2、齋田 瑞恵 1、内藤 俊夫 1

1 順天堂医学部附属順天堂医院 総合診療科学講座 2 聖路加国際病院 公衆衛生大学院

O-020

O-021

O-022

O-023

O-024

O-025

O-026

O-027

【第4チャンネル　2月20日（土）14:30～15:10】

【第4チャンネル　2月20日（土）15:30～16:10】
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内因性疾患の高齢救急搬送患者の予後予測 : Prospective validation 
cohort study

藤原 元嗣 1、多胡 雅毅 1、香月 尚子 1、松藤 則子 1,2、西 知世 1,2、山下 駿 1、織田 良正
1,2、眞木 恭子 3、谷口 繁樹 3、重松 かおり 3、小野原 彩夏 4、中村 典弘 5、西山 雅
則 2、山下 秀一 1

1 佐賀大学医学部附属病院 総合診療部 2 祐愛会織田病院 総合診療科 3 祐愛会織田病院 看
護部 4 祐愛会織田病院 薬剤部 5 祐愛会織田病院 事務部

ブレインセンシング技術を使用した心肺停止事故のデジタル予測とマラソ
ン大会医務室の実践

中村 浩士 1、亀谷 貴浩 2、生田 卓也 2、平野 旭 3、山脇 正雄 3、木村 一紀 4

1 呉医療センター・中国がんセンター 総合診療科 2 広島西医療センター 総合診療科 3 呉工
業高等専門学校 電気情報工学分野 4 広島大学病院 総合内科・総合診療科

一般演題　G ．血液（ライブ配信）

座長： 長田　薫（日本赤十字　武蔵野赤十字病院 総合診療科）

自己免疫性溶血性貧血により発症したリンパ形質細胞性リンパ腫の一例

梶田 樹矢、飯塚 尭、真下 大和、佐藤 正通

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 総合診療科

抗菌薬により急激な血小板減少を来した一例

吉川 将史 1、武藤 壮平 1、飯塚 尭 2、真下 大和 2、渋沢 信行 1、佐藤 正通 2

1 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 内分泌代謝内科 2 独立行政法人国立病

院機構 高崎総合医療センター 総合診療科

サラゾスルファピリジンによる薬剤性メトヘモグロビン血症を呈した一例
東邦大学医療センター

繁田 知之、佐々木 陽典、森 岳雄、竹下 智史、柏木 克仁、鹿嶋 直康、小松 史哉、鈴木 健志、

山田 篤史、河越 尚幸、貴島 祥、竹本 育聖、前田 正、宮崎 泰斗、瓜田 純久

大森病院 総合診療・急病センター

びまん性肺胞出血を呈した特発性血小板減少性紫斑病の一例

山本 涼太郎、原田 和歌子、松林 秀明、田邊 裕雅、重信 友宇也、亀山 和也、永井 道明、

小田 登、加藤 雅也

広島市立安佐市民病院 総合診療科

リウマチ性多発筋痛症が疑われたバーキットリンパ腫の１例

宇都宮 理恵、塩田 星児、赤峰 梨沙、木村 日香梨、土井 恵里、山本 恭子、吉岩 あ

おい、阿部 航、宮﨑 英士

大分大学医学部 総合診療・総合内科学講座

O-028

O-029

O-030

O-031

O-032

O-033

O-034

【第3チャンネル　2月21日（日）14:50～15:30】
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一般演題　H．腫瘍（ライブ配信）

一般演題　I．代謝・内分泌（ライブ配信）

座長： 林　武生（九州大学病院 総合診療科）

座長： 塚田 （哲翁） 弥生（日本医大武蔵小杉病院 総合診療科）

S 状結腸癌の術後両側副腎転移により発症した原発性副腎皮質機能低下症の
一例

平田 真之、栗原 勇希、大舘 幸太、石山 延吉、大高 行博

日高病院 総合診療内科

びまん性大細胞性 B細胞リンパ腫合併免疫血管芽球性 T細胞リンパ腫の一例

梶田 樹矢、飯塚 尭、真下 大和、佐藤 正通

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 総合診療科

2 型糖尿病治療中に急速な腎機能障害進行による顕在化した 原発性マクログ
ロブリン血症の一例

長島 哲洋 1、武藤 壮平 2、飯塚 尭 1、真下 大和 1、佐藤 正通 1

1 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 総合診療科 2 独立行政法人国立病院機構 高

崎総合医療センター 内分泌代謝内科

胃癌肝転移切除後 13 年後に癌性髄膜炎を来たした１例

髙橋 潤、髙橋 寛、高橋 祥也、荒木 有宇介

公立置賜総合病院

右足関節背側と右前腕近位部に出現した医原性免疫不全関連リンパ増殖性疾
患を来した関節リウマチの一例

岡田 英之、飯田 沙織、宇野 嘉弘、飯田 真美

岐阜県総合医療センター 総合診療科

仙骨部脊索腫による膀胱直腸障害を契機に受診し 54 歳で Turner 症候群と
診断された一例

山田 梨絵 1、村山 正憲 1、傍島 卓也 1、田中 薫 2、高木 博 3

1 松波総合病院 総合内科 2 松波総合病院 整形外科 3 松波総合病院 産婦人科

高マグネシウム血症による意識障害の一例 ～ 26 文献 32 症例の検討～

石田 丈貴、津村 圭、村上 義郎、賀来 大輔、西村 光滋、太田 忠信

府中病院 総合診療センター

感冒様症状にて診断し得た劇症 1型糖尿病の一例

荻野 佑也、飯塚 尭、真下 大和、佐藤 正通

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 総合診療科

O-035

O-036

O-037

O-038

O-039

O-040

O-041

O-042

【第3チャンネル　2月21日（日）15:40～16:20】

【第4チャンネル　2月21日（日）9:00～9:40】
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免疫チェックポイント阻害薬で発症した糖尿病性ケトアシドーシスの一例

吉川 将史 1、武藤 壮平 1、飯塚 尭 2、真下 大和 2、渋沢 信行 1、佐藤 正通 2

1 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 内分泌代謝内科 2 独立行政法人国立病院

機構 高崎総合医療センター 総合診療科

下肢切断後のうつ状態・セルフケア習得に多職種によるケアが有効であっ
た糖尿病性下肢壊疽の 1例

本城 聡 1、田中 慧 1、橋 里奈 1、張本 敦子 2、塩澤 淳 3、飯田 祐子 4、小澤 聖二 4、室屋 洋平 1、

小笠原 純子 1、田口 裕祐 1、伊藤 絵理 5、知念 直史 1、布川 貴博 1、橘 俊一 1

1 多摩南部地域病院 内科 2 多摩南部地域病院 皮膚科 3 多摩南部地域病院 整形外科 4 多摩南

部地域病院 看護部 5 聖マリアンナ医科大学 総合診療内科

一般演題　J．膠原病（ライブ配信）

座長： 大串　昭彦（佐賀大学医学部 地域医療支援学講座）

閉塞性黄疸の精査により診断した、免疫性血小板減少性紫斑病合併 高齢者
全身性エリテマトーデスの一例

荻野 祐也、飯塚 尭、真下 大和、佐藤 正通

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 総合診療科

橈骨動脈に FDG 集積を認めた側頭動脈炎合併リウマチ性多発筋痛症の一例

成清 弘明、飯塚 尭、真下 大和、佐藤 正通

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 総合診療科

舌潰瘍が初発症状であった巨細胞性動脈炎の症例

大石 透 1、相原 秀俊 1、江副 優彦 2、本村 壮 3、多胡 雅毅 1、山下 秀一 1

1 佐賀大学医学部附属病院 総合診療部 2 嬉野医療センター 総合診療科 3 織田病院 内科

不明熱、下肢浮腫にて発症し 血管炎様の病態を呈した超高齢者の一例

島田 貴仁、飯塚 尭、真下 大和、佐藤 正通

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 総合診療科

膠原病疾患との鑑別を要した摂食障害併存患者の両側唾液腺腫脹の 1例

原田 拓弥 1、山下 裕之 1、稲垣 剛志 2、小林 俊昭 1、安井 さつき 1、山地 実紗 1、小川 惇史 1、

後藤 文音 1、酒井 秀典 1、石黒 賢志 1、猪塚 真志 1、中嶋 荘太郎 1、本村 杏子 1、金子 駿太 1、

高橋 裕子 1、金子 礼志 1

1 国立国際医療研究センター病院 膠原病科 2 国立国際医療研究センター病院 総合診療科

O-043

O-044

O-045

O-046

O-047

O-048

O-049

【第4チャンネル　2月21日（日）10:00～10:40】
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一般演題　K．地域医療・その他（ライブ配信）

一般演題　L．感染症（ライブ配信）

座長： 佐土原　道人（熊本大学病院 地域医療・総合診療実践学寄附講座）

座長： 元木　由美（医療法人　平成博愛会　博愛記念病院）

診療所の家族志向的アプローチ法

木村 進

木村内科クリニック 内科

せん妄対策・せん妄ハイリスク患者ケア加算算定チーム運営の活動報告
1 津久見市医師会立津久見中央病院 総合診療科 2 大分大学医学部 総合診療・総合内科学

堀之内 登 1,2、宮﨑 英士 2

地域に病院総合診療を拡げ、医療・介護・行政との緊密な連携と更なる地域
医療への貢献を目指す

八巻 孝之

独立行政法人国立病院機構宮城病院 外科 ( 総合診療外科）

超高齢脳血管障害患者への回復期リハビリテーション効果 / 機能的転帰に
関する検討

中山 大、中山 文枝

社団医療法人養生会かしま病院 循環器内科

膠原病専門医不在地域基幹型病院における病院総合医と他院膠原病専門医と
の遠隔での連携事例紹介

森川 暢 1、佐田 竜一 2

1 市立奈良病院 総合診療科 2 天理よろづ相談所病院 総合内科

永寿総合病院での新型コロナアウトブレイク
‐日本最大の院内発生メガクラスターを体験して‐

池田 啓浩 1、内藤 俊夫 2、増渕 颯 1、佐藤 晴紀 1、市川 欧子 3、上原 由紀 4、具 芳明 5、

愛甲 聡 6

1 永寿総合病院 総合内科 2 順天堂大学医学部 総合診療科学講座 3 永寿総合病院 消化器内科 
4 聖路加国際病院 感染症科 5 国立国際医療研究センター病院 AMR 臨床リファレンスセンター 
6 永寿総合病院 外科

O-050

O-051

O-052

O-053

O-054

O-055

【第4チャンネル　2月21日（日）11:00～11:40】

【第4チャンネル　2月21日（日）14:50～15:20】
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COVID- 19 入院患者におけるファビピラビル治療による心拍数減少：自験

例 6 症例における検討

島田 恵 1、田尻 さくら子 2、西山 雷祐 3、加藤 博之 1、杉山 大岳 1、池田 史成 2、佐藤 雅子 2、

後藤 英里子 1、西谷 憲三 1

1 東海大学医学部付属大磯病院 総合内科 2 東海大学医学部付属大磯病院 呼吸器内科 3 東海大

学医学部付属大磯病院 救命救急科

皮膚症状を呈した COVID － 19 の2 例

神山 花凛、成清 弘明、飯塚 尭、真下 大和、佐藤 正通

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 総合診療科

複数の基礎疾患を有した超高齢者 COVID- 19 の一例

孫 麗那、藤田 茉奈美、山本 紘一郎、岡 浩介、山根 真衣、大塚 勇輝、高瀬 了輔、

中野 靖浩、大村 大輔、榮 浩行、長谷川 功、萩谷 英大、大塚 文男

岡山大学病院 総合内科・総合診療科

ウイルスのゲノム解析を加味した COVID- 19 院内アウトブレイクにおけ

る感染経路の推定

清水 秀文 1、山口 亜由美 2、溝尾 朗 1

1JCHO 東京新宿メディカルセンター 内科 2JCHO 東京新宿メディカルセンター 看護部

一般演題　M．診断学, 診断エラー（ライブ配信）

座長： 大原　弘隆（名古屋市立大学病院 総合内科・総合診療科）

尿管結石と思い込み、診断の遅れが生じた奇異性塞栓症による腎梗塞の一
例

飯塚 康哲 1,2、土田 知也 2、家 研也 1,2、奥瀬 千晃 1,2、松田 隆秀 2

1 川崎市立多摩病院 総合診療センター 2 聖マリアンナ医科大学 総合診療内科

片側下腿浮腫・D- dim er 高値より深部静脈血栓症と鑑別を要した
Baker 嚢腫の一例

富田 亮平、宮崎 浩司、篠田 拓真、小松 玲奈

東海大学医学部附属八王子病院 総合内科

蜂窩織炎と同時期に発症し、診断に難渋したリウマチ性多発筋痛症の一例

増山 勝俊 1、高田 有沙 2、宮上 泰樹 1、森 博威 1、内藤 俊夫 1

1 順天堂大学医学部 総合診療科 2 順天堂大学医学部付属順天堂医院臨床研修センター 臨床

研修医

Bazex 症候群が診断の一助となった肺癌の一例

池田 晃太郎 1、大谷 裕一郎 1、柿本 聖樹 1、河原 章浩 1、菊地 由花 1、小林 知貴 1、宮森 

大輔 1、岸川 暢介 1、槙坪 良時 1、菅野 啓司 1、田妻 進 1、伊藤 公訓 2

1 広島大学病院 総合内科・総合診療科 2JA 尾道総合病院

O-056

O-057

O-058

O-059

O-060

O-061

O-062

O-063

【第4チャンネル　2月21日（日）15:40～16:20】

26



一般演題 1 感染症（オンデマンド配信）

一般演題 2 感染症（オンデマンド配信）

座長： 鈴木　麻衣（順天堂大学医学部総合診療科学講座）

座長： 豊田　一弘（九州大学病院 総合診療科　グローバル感染症センター )

溶連菌菌血症が先行した化膿性恥骨骨髄炎の 1例

山之上 弘樹、三鬼 慶太、相澤 信行

静岡徳洲会病院

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

宇根 一暢 1、前田 潤二 2、網岡 道孝 2、阿美古 将 3

1JA 尾道総合病院 救急総合診療科 2JA 尾道総合病院 循環器内科 3JA 尾道総合病院 脳神経外科

著明な筋力低下を伴った日本紅斑熱の 1例

山崎 晃裕、谷崎 隆太郎

市立伊勢総合病院 内科

わが国のコロナウィルスの PCR の Ct 値について

橋本 直樹

三田市民病院 救急科

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

渥美 裕太 1、若栗 大朗 1、上原 和幸 1、須﨑 真 1、吉野 綾穂 2、松田 直人 1、小野寺 麻加 1、

小野寺 直子 1、兵働 英也 1、小原 俊彦 1、安武 正弘 1

1 日本医科大学付属病院 救急・総合診療センター 総合診療科 2 日本医科大学付属病院 耳鼻咽

喉科・頭頸部外科

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

加藤 博之 1、島田 恵 1、杉山 大岳 1、西山 雷祐 2、後藤 英里子 1、小澤 秀樹 3

1 東海大学医学部付属大磯病院 総合内科 2 東海大学医学部付属大磯病院 救命救急科 3 東海大

学医学部付属病院 総合内科

侵襲性 Klebsiella pneum oniae 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

小原 亘顕 1、柴田 敏朗 1、坂口 賢太郎 1、安田 愛 1、堀田 裕平 1、堀谷 幸宏 1、高桑 章太郎 1、

西野 彰 1、千住 昭彦 1、水谷 拓 1、金田 祐人 1、今井 奨 1、白子 順子 1、小鷹 博 人 2、大

澤 香織 2、柚原 一哉 2、犬飼 達也 3、中村 茂樹 3

1 高山赤十字病院 内科 2 高山赤十字病院 泌尿器科 3 東京医科大学 微生物学分野

O-065

O-066

O-067

O-068

O-069

O-070

O-071

COVID- 19 に対する利用性バイアスにより診断エラーに陥ったツツガム
シ病の一例

井原 紫逸 1、鋪野 紀好 2、生坂 政臣 2

1 千葉大学医学部 2 千葉大学医学部附属病院 総合診療科

O-064
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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

本田 雅希 1、平岡 栄治 1、立石 哲則 2、織田 錬太郎 2

1 東京ベイ・浦安市川医療センター 総合内科 2 東京ベイ・浦安市川医療センター 感染症内科

リンパ節炎を伴った G群溶連菌による蜂窩織炎の一例

倉林 理紗、飯塚 尭、真下 大和、佐藤 正通

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 総合診療科

結核性リンパ節炎併発肺結核の一例

高橋 薫 1、飯塚 尭 1、真下 大和 1、高橋 克昌 2、佐藤 正通 1

1 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 総合診療科 2 独立行政法人国立病院機構 

高崎総合医療センター 耳鼻いんこう科

一般演題 3 感染症（オンデマンド配信）

座長： 葦沢　龍人（東京医科大学病院 医療保険室）

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

高橋 洋右 1、武藤 壮平 1、吉川 将史 1、飯塚 尭 2、真下 大和 2、渋沢 信行 1、佐藤 正通  2 

1 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 内分泌代謝内科 2 独立行政法人国立病

院機構 高崎総合医療センター 総合診療科

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

竹部 兼輔 1、吉川 将史 1、武藤 壮平 1、飯塚 尭 2、真下 大和 2、渋沢 信行 1、佐藤 正通  2 

1 独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 内分泌代謝内科 2 独立行政法人国立病

院機構 高崎総合医療センター 総合診療科

肺炎に併発した感染性心内膜炎の一例

朝野 俊一、宇藤 薫

セコメディック病院 救急科

無症候者を対象にした手術前 SARS- Co V- 2 PCR スクリーニング検査の
有用性

小森 大輝 1、森 博威 1、小島 豊 2、田部 陽子 3、内藤 俊夫 1

1 順天堂大学医学部 総合診療科学講座 2 順天堂大学医学部 消化器外科学講座 3 順天堂大学

医学部 臨床検査医学講座

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

三宅 晃弘、浜畑 好昌、江原 淳、平岡 栄治

東京ベイ・浦安市川医療センター 総合内科

O-072

O-073

O-074

O-075

O-076

O-077

O-078

O-079
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一般演題 4 感染症（オンデマンド配信）

一般演題 5 膠原病（オンデマンド配信）

座長： 村田　昌之（九州大学病院 総合診療科）

座長： 谷　憲治（徳島大学病院 総合診療部）

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

大北 莉奈、林 三千雄、川端 祥太、山田 いずみ、張本 健仁、山本 浩司

一般財団法人 住友病院 総合診療科

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

稲田 宥治 1、小糸 秀 1、大橋 祐介 2、的野 多加志 2、井村 洋 1

1 飯塚病院 総合診療科 2 飯塚病院 感染症科

臨床的に診断した結核性髄膜炎の 1例

田中 幸介 1、西口 翔 1、角田 駿 1、山本 大介 2、永広 尚敬 1、瀬戸 雅美 1、守矢 英和 1

1 湘南鎌倉総合病院 総合内科 2 湘南鎌倉総合病院 脳神経内科

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。

栗原 勇希、大高 行博、大舘 幸太、石山 延吉

日高病院 総合診療内科

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

藤島 清太郎 1,2、丸藤 哲 2、齋藤 大蔵 2、久志本 成樹 2、小倉 裕司 2、阿部 智一 2、白石 淳
2、真弓 俊彦 2、佐々木 淳一 2、小谷 穣治 2、武山 直志 2、鶴田 良介 2、田熊 清

継 2、山下 典雄 2、白石 振一郎 2、池田 弘人 2、椎野 泰和 2、樽井 武彦 2、中田 孝明 2、

一二三 亨 2

1 慶応義塾大学医学部 総合診療教育センター 2 日本救急医学会 多施設共同試験特別委員会

両下腿浮腫を主訴とした POEMS 症候群の 1例

山本 賢、林 武生、松本 佑慈、山嵜 奨、平峯 智、髙山 耕治、池崎 裕昭、豊田 一弘、小川 栄一、

貝沼 茂三郎、村田 昌之

九州大学病院 総合診療科

演題取り下げ

O-080

O-081

O-082

O-083

O-084

O-085

O-086

29



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

平峯 智、山本 賢、松本 佑慈、山嵜 奨、林 武生、高山 耕治、池崎 裕昭、豊田 一弘、小川 栄一、

貝沼 茂三郎、村田 昌之

九州大学病院 総合診療科

亜急性壊死性リンパ節炎の１例

髙橋 潤、高橋 祥也、髙橋 寛、荒木 有宇介

公立置賜総合病院 総合診療科

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

熊谷 栄太、吉田 絵理子、関川 泰隆

川崎協同病院 総合診療科

一般演題 6 臨床研究（オンデマンド配信）

座長： 川本　龍一（愛媛大学医学部附属病院 総合診療科）

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

平林 礼奈 1、堀之内 登 2

1 大分赤十字病院 総合内科・総合診療科 2 津久見市医師会立津久見中央病院 総合診療科

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

名和田 雅夫、有冨 貴史、染谷 一貴、齋藤 和義

戸畑総合病院 総合内科、膠原病・リウマチ科

Crowned dens syndrom e の鑑別に対する関節超音波検査の有用性の検討

有冨 貴史 1,2、名和田 雅夫 1,2、染谷 一貴 1,2、齋藤 和義 1,2

1 戸畑総合病院 膠原病リウマチ科 2 戸畑総合病院 総合内科

20 歳から10 kg 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

奥津 翔太 1、加藤 禎史 1、船越 駿介 2、前田 俊樹 2、吉村 力 2、川添 美紀 2、佐

藤 敦 2、横田 総一郎 3、多田 和弘 3、高橋 宏治 3、伊藤 健二 3、安野 哲彦 3、向原 茂明 4、川

浪 大治 5、中島 衡 3、升谷 耕介 3、有馬 久富 2、鍋島 茂樹 1

1 福岡大学病院 総合診療部 2 福岡大学医学部 衛生・公衆衛生学教室 3 福岡大学医学部 腎臓膠原

病内科学教室 4 長崎県壱岐病院 5 福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科学教室

細菌性腸炎とウイルス性腸炎の臨床的鑑別

沖中 郁実 1、佐々木 陽典 2、瓜田 純久 2

1 東邦大学医学部 2 東邦大学医学部 総合診療・救急医学講座

O-087

O-088

O-089

O-090

O-091

O-092

O-093

O-094
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一般演題 7 膠原病（オンデマンド配信）

一般演題 8 診断学（オンデマンド配信）

座長： 中村　浩士（呉医療センター・中国がんセンター 総合診療科）

座長： 松本　正俊（広島大学医学部 地域医療システム学）

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

岡野 督 1、堀口 昇男 1、野村 昌史 2、浜谷 博子 3、小和瀬 桂子 1、佐藤 浩子 1、奥 裕子 1、

吉田 くに子 1、大山 良雄 4、廣村 桂樹 3、鈴木 和浩 2、田村 遵一 1

1 群馬大学大学院医学系研究科 総合医療学 2 群馬大学大学院医学系研究科 泌尿器科学 3 群馬

大学大学院医学系研究科 腎臓・リウマチ内科学 4 群馬大学大学院保健学研究科

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

勝田 義久、大原 貴裕、宮澤 イザベル、植田 寿里、大沼 創、川向 俊朗、佐藤 峻 行、中村 怜、

奈良井 大輝、近藤 裕哉、大山 千佳、藤川 祐子、菅野 厚博、住友 和弘、佐藤 滋、濃沼 信

夫、古川 勝敏

東北医科薬科大学病院 総合診療科

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

柴塚 拓巳、飯塚 尭、真下 大和、佐藤 正通

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 総合診療科

四肢末梢の浮腫による発症した RS 3PE 症候群の一例

櫻井 京、飯塚 尭、真下 大和、佐藤 正通

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 総合診療科

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

金山 一茂、飯塚 尭、真下 大和、佐藤 正通

独立行政法人国立病院機構 高崎総合医療センター 総合診療科

当科における COVID- 19 流行による外来受診状況への影響

埴岡 裕介、山上 啓子、八百 脩平、清水 克修、中村 遼太、中村 友之、後藤 仁志

大阪市立総合医療センター 総合診療科

ルビプロストンによって引き起こされたばち指の 1例

川本 龍一、菊池 明日香、二宮 大輔、熊木 天児

愛媛大学医学部附属病院 総合診療科

O-095

O-096

O-097

O-098

O-099

O-100

O-101
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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

青木 のぞみ、宮上 泰樹、久代 聖子、金井 美紀、梁 広石、内藤 俊夫

順天堂大学付属順天堂医院 総合診療科学講座

糖尿病の教育入院で診断された皮膚筋炎の一例

能條 眞 1、加藤 久貴 1、平岡 栄治 1、岩波 慶一 2

1 東京ベイ浦安市川医療センター 総合内科 2 東京ベイ浦安市川医療センター 膠原病内科

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

吉田 圭希、加藤 禎史、岡崎 裕子、瀬知 裕介、野下 育真、鍋島 茂樹

福岡大学病院 総合診療部

一般演題 9 診断学（オンデマンド配信）

座長： 塩田　星児（大分大学総合内科・総合） 

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

山﨑 愛子、松尾 裕一郎、平岡 栄治

東京ベイ・浦安市川医療センター 内科

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

矢野 峻伍、宮上 泰樹、内藤 俊夫

順天堂大学医学部附属順天堂医院 総合診療科学講座

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

高橋 朋宏 1、中村 大輔 1、上原 弘聖 2、飯島 研史 1、鈴木 諭 1

1 利根中央病院 総合診療科 2 利根中央病院 医師研修センター

マッサージにより惹起された筋肉内血腫の一例

高橋 雄一、鈴木 麻衣、内藤 俊夫

順天堂大学医学部順天堂医院 総合診療科学講座

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

八巻 孝之

独立行政法人国立病院機構宮城病院 外科 ( 総合診療外科）

O-102

O-103

O-104

O-105

O-106

O-107

O-108

O-109
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一般演題 10 神経、その他（オンデマンド配信）

一般演題 11 消化器（オンデマンド配信）

座長： 奈良　典子（横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 脳神経内科）

座長： 山崎　一美（国立病院長崎医療センター 臨床研究センター）

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

澤近 弘、志水 太郎

獨協医科大学病院 総合診療科

静脈圧迫のみによる三叉神経痛

北原 功雄

戸田中央医科グループ 北総白井病院 脳神経外科

難治性の吃逆に柿蒂湯が奏功した一例

大久保 佳祐 1、米田 真也 2、森 信芳 2、渋谷 俊介 2、勝又 宇一郎 2

1 岩手県立胆沢病院 初期臨床研修医 2 岩手県立胆沢病院 総合診療科

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 .

宮崎 悠 1、菅原 大輔 1、小田 浩之 1、井村 洋 1、進村 光規 2、高瀬 敬一郎 2、鎌野 宏礼 3

1 飯塚病院 総合診療科 2 飯塚病院 神経内科 3 飯塚病院 放射線科

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

笠置 康、笠置 真知子

社会医療法人笠置記念胸部外科 松山笠置記念心臓血管病院

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

荒木 沙月、高橋 広喜、石沢 興太、中川 孝

国立病院機構仙台医療センター 総合診療科

早期胃癌を合併した悪性貧血の一例

渡邊 亘平、渡邊 亘平、高塚 正樹

東住吉森本病院 臨床研修センター

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

橋本 龍太朗、岡﨑 裕子、瀬知 裕介、野下 育真、加藤 禎史、鍋島 茂樹

福岡大学病院 総合診療部

O-110

O-111

O-112

O-113

O-114

O-115

O-116

O-117
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当院での胆嚢十二指腸瘻の経験

榎本 秀治、池邉 孝、江田 将樹

東住吉森本病院 臨床研修センター

保存的加療にて軽快した腸管嚢胞状気腫症の一例

岡本 耀、堀田 潔、仲川 浩一郎 孝

東住吉森本病院 臨床研修センター

一般演題 12 代謝・内分泌（オンデマンド配信）

座長： 廣岡　伸隆（埼玉医科大学 総合診療内科）

プレドニゾロン導入時の血糖測定時間の検討

田口 皓一郎、立山 翔大、加藤 あや香、不破 雅之、浅野 元尋、森 一郎、池田 貴英、森田 

浩之

岐阜大学医学部附属病院 総合内科

スタチンによる女性化乳房が疑われた一例

安藤 崇之、藤島 清太郎

慶應義塾大学医学部 総合診療教育センター

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

大髙 由美、原田 侑典、志水 太郎

獨協医科大学病院 総合診療医学

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

幅 雄一郎 1,2、橋口 尚幸 2、内藤 俊夫 1

1 順天堂大学医学部 総合診療科 2 同 救急科

O-118

O-119

O-120

O-121

O-122

O-123

O-124

演題取り下げ
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一般演題 13 救急（オンデマンド配信）

一般演題 14 臨床研究、医学教育（オンデマンド配信）

座長： 西尾　健治（奈良県立医科大学）

座長： 渡辺　俊樹（前橋赤十字病院 総合内科）

糖質摂取制限が契機になった SGLT 2 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

菊池 正悟、山本 崇之、岡本 耀、慶元 正洋、池邉 孝、廣橋 一裕

東住吉森本病院 臨床研修センター

縊頸後の意識障害に Targeted Tem perature Managem ent を行った 1
例

井原 康輔 1、宮内 清司 2、勝原 和博 2

1 社会医療法人石川記念会 HITO 病院 総合診療科 2 愛媛県立新居浜病院 東予救急救命セン

ター 救急救命科

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

桑田 慎也 1、西村 英祥 2

1 大阪赤十字病院 初期研修医 2 大阪赤十字病院 救急科

外傷歴のない脊髄硬膜外血腫の一例

牟田 侑記、池邉 孝

東住吉森本病院 臨床研修センター

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

佐野 文昭 、後藤 研、内藤 俊夫

順天堂大学 総合診療科

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

勝倉 真一、廣澤 孝信、志水 太郎
獨協医科大学病院 総合診療科

COVID- 19 患者の従事者に対する身体的健康管理の取り組み

並川 浩己 1、栩野 吉弘 1,2、岡田 明子 2、太田 恵子 3、岡田 恵代 4、藤岡 一也 4、山田 
康一 4,5、渡辺 徹也 6、中釜 悠 7、城戸 康年 7、竹本 恭彦 1、溝端 康光 8、掛屋弘 4,5、桑
鶴 由美子 9、柴田 利彦 10、首藤 太一 1

1 大阪市立大学大学院医学研究科 総合医学教育学 2 大阪市立大学医学部 IR 室 3 大阪市立
大学医学部附属病院 臨床研究・イノベーション推進センター 4 大阪市立大学医学部附属病
院感染制御部 5 大阪市立大学大学院医学研究科 臨床感染制御学 6 大阪市立大学大学院医学
研究科 呼吸器内科学 7 大阪市立大学大学院医学研究科 寄生虫学 8 大阪市立大学大学院医
学研究科 救急医学 9 大阪市立大学医学部附属病院 看護部 10 大阪市立大学大学院医学研究
科心臓血管外科学
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HIV 感染者患者に対する Inform ation and Com m unication Technology 
(ICT) による服薬支援（第二報）

鈴木 麻衣 1、福島 真一 1、小川 まゆ 1、長岩 優貴 1、山中 晃 2、内藤 俊夫 1

1 順天堂大学医学部総合診療科学講座 2 新宿東口クリニック

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

横田 雄也 1、西村 義人 1、安藤 明美 2、花山 宜久 1、長谷川 功 1、萩谷 英大 1、小川 弘子 1、
小比賀 美香子 1、植田 圭吾 1、大塚 文男 1

1 岡山大学病院 総合内科・総合診療科 2 医療福祉生協 家庭医療学開発センター

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

大西 丈二 1、西山 知佐 1、大田 祥子 2

1 名古屋大学医学部附属病院 老年内科 2 日本薬科大学 医療ビジネス薬科学科

一般演題 15 臨床研究、その他（オンデマンド配信）

座長： 金村　政輝（宮城県立がんセンター研究所 がん疫学・予防研究部 )

Advanced Care Planning (ACP) の必要性 - 離島診療所、大学病院での経
験から‐

鈴木 まゆ 1、長岩 優貴 1、張 耀明 2、高橋 雄一 1、鈴木 麻衣 1、内藤 俊夫 1

1 順天堂大学医学部附属順天堂医院 総合診療科研究室 2 新島国民健康保険診療所 内科

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～

相原 秀俊 1、織田 良正 2、西山 雅則 2、副島 修 3、徳島 圭宜 1、香月 尚子 1、藤原 元嗣 1、

多胡 雅毅 1、山下 秀一 1

1 佐賀大学医学部附属病院 総合診療部 2 社会医療法人祐愛会 織田病院 3 医療法人 ひらま

つ病院

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 Panitum 
um ab 併用 FOLFIRI 療法を施行した 1例

伊奈 研次 1、古田 竜一 2、粥川 哲 2、伊藤 一紘 3、立松 美穂 3、榊原 雅子 3

1 名古屋記念病院 心療内科 2 名古屋記念病院 血液・化学療法内科 3 名古屋記念病院 腎臓

内科

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

書上 奏 1、近藤 誠 2、渋谷 圭 3

1 利根中央病院 総合診療科 2 利根中央病院 循環器内科 3 群馬大学医学部附属病院 放射線

科

悪性リンパ腫との鑑別を要した HIV 関連カポジ肉腫の 1例九州大学病院 
総合診療科

高山 耕治、山本 賢、松本 佑慈、山嵜 奨、平峯 智、林 武生、池崎 裕昭、豊田 一

、小川 栄一、貝沼 茂三郎、村田 昌之
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