
第67回日本農村医学会学術総会日程
第1日目　 10月10日（水）

9 ：00 10：00 11：00 12：00 13：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00

ポスター会場・
企業展示

書籍展示・ドリンクコーナー
（西館 2階　TFTホール1000）

ポスター貼付
日本：59演題 閲覧

16：00～17：00
一般演題（ポスター）1 ～ 5
P01-1～7　座長：大野　隆
P02-1～6　座長：海老根吉信
P03-1～6　座長：井上憲昭
P04-1～6　座長：亀﨑髙夫
P05-1～6　座長：富所　隆

17：00～18：00
一般演題（ポスター）6 ～10
P06-1～6　座長：塚本達夫
P07-1～6　座長：吉田弘美
P08-1～6　座長：板倉紀子
P09-1～6　座長：春日好雄
P10-1～5　座長：圓崎信也

A会場
（西館 2階　TFTホール500）

開会式（合同）

国際農村・学会長講演
「日本の地域医療におけ
る神経疾患患者の在宅ケ
ア：（1）長期の生存を決
定づける因子は何か？
（2）人工的栄養管理の有
効性と倫理性について」

演者：新谷周三
座長：早川富博

（休憩）

日本農村・総会・表彰式
金井賞受賞講演
「千葉県安房地域にお
ける地域住民総合検診
と館山市小児肥満対策」

演者：高橋金雄
座長：羽田　明

「農業に従事する高齢
労働者の健康的かつ持
続可能な労働環境：ス
ウェーデンにおける考
察」

演者：Dr. Kerstin 
Nilsson

座長：塩飽邦憲

「世界の人口の高齢化，
慢性疾患および修正可
能な代謝リスク因子の
影響」
演者：Dr. Dimitris 

Tsoukalas
座長：立身政信

特別講演 1
「健康の社会的決定要
因と農村医学─JAGES
からの示唆」

演者：近藤克則
座長：羽田　明

「ドイツの地域におけ
る認知症ケアの提供─
人口構造の変化による
影響とその対策─」

演者：Dr. René 
Thyrian

座長：冨滿弘之

「高齢化と持続可能な雇
用」
演者：Prof. Clas-Håkan 

Nygård
座長：家坂義人

B会場
（西館 2階　TFTホール300）

9  presentations 4  presentations

12：00～13：00
ランチョンセミナー 1
武田薬品工業株式会
「パーキンソン病治療に
おけるMAOB阻害薬の
役割を考える─ラサギリ
ンへの期待─」

特別講演 ２
「腎臓病保存療法43年
ようやく明るさが見えて
きた」

演者：椎貝達夫
座長：今井泰平

C会場
（東館 9階　研修室904＋905）

12：00～13：00
ランチョンセミナー ２
ロシュ・ダイアグノスティック
ス株式会社
「医療法改正とISO15189 
について」
「ISO15189を見据えた検
査部の取り組み─cobas 
8000の導入効果─」

D会場
（東館 9階　会議室9-A）

12：00～13：00
ランチョンセミナー 3
アボットジャパン株式会社
「急性腎障害バイオマー
カー尿中 NGALの開発
と臨床応用」

E会場
（東館 9階　研修室908）

12：00～13：00
ランチョンセミナー 4
大正富山医薬品株式会社
「ロコモの最新情報」

F会場
（東館 9階　研修室909）

12：00～13：00
ランチョンセミナー 5
大塚製薬株式会社
「見過ごされがちな高齢
者てんかん─診断と治療
の実践─」

G会場
物産展・ドリンクコーナー
（西館 2階ホワイエ）

物産展・ドリンクコーナー 物産展・ドリンクコーナー

H会場
（東館 9階　研修室906）

12：00～13：00
ランチョンセミナー 6
大鵬薬品工業株式会社
「経鼻内視鏡で行なう頭
蓋底手術の限界と対応」

I会場
（東館 9階　研修室907）

12：00～13：00
ランチョンセミナー 7
株式会社ツムラ
「家族，介護者を含めた
広義のチーム医療連携─
漢方薬での実践例紹介─」

日本農村・学会長講演
「ゲノム医学研究の臨
床応用の現状と今後の
展望」

演者：羽田　明
座長：青木一雄

10：00～10：53
一般演題（口演） 1
O01-1～6
「看護部における臨床
研究（ 1）」

座長：松澤克治

10：00～10：53
一般演題（口演） ２
O02-1～6
「消化器疾患の臨床研
究報告」

座長：酒井義法

10：00～10：53
一般演題（口演） 3
O03-1～6
「地域基幹病院・薬剤
部の研究報告」

座長：碓井裕史

11：00～11：53
一般演題（口演） 4
O04-1～6
「健診業務と栄養管理
の実践」

座長：神谷　彰

11：00～11：53
一般演題（口演） 5
O05-1～6
「地域基幹病院におけ
る臨床研究報告」

座長：丹治英裕

11：00～11：53
一般演題（口演） 6
O06-1～6
「地域基幹病院・診療
放射線部の研究報告」

座長：嶋田　謙

14：00～14：53
一般演題（口演） 7
O07-1～6
「施設間（病院・診療
所・訪問看護）連携」

座長：塚本英人

14：00～14：53
一般演題（口演） 8
O08-1～6
「リハビリテーション
部門からの研究報告」

座長：亀田尚徳

14：00～14：53
一般演題（口演） 9
O09-1～6
「地域基幹病院・臨床
工学部の研究報告」

座長：藤井　隆

15：00～15：53
一般演題（口演）10
O10-1～6
「看護部における臨床
研究（ 2）」

座長：篭島　充

15：00～15：44
一般演題（口演）11
O11-1～6
「地域における新し
い看護・介護の試み」

座長：鷹津久登

15：00～16：02
一般演題（口演）1２
O12-1～7
「地域における健康増進
活動」

座長：河野邦江
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ポスター会場・
企業展示

書籍展示・ドリンクコーナー
（西館 2階　TFTホール1000）

ポスター貼付
日本：59演題 閲覧

16：00～17：00
一般演題（ポスター）1～ 5
P01-1～7　座長：大野　隆
P02-1～6　座長：海老根吉信
P03-1～6　座長：井上憲昭
P04-1～6　座長：亀﨑髙夫
P05-1～6　座長：富所　隆

17：00～18：00
一般演題（ポスター）6～10
P06-1～6　座長：塚本達夫
P07-1～6　座長：吉田弘美
P08-1～6　座長：板倉紀子
P09-1～6　座長：春日好雄
P10-1～5　座長：圓崎信也

A会場
（西館 2階　TFTホール500）

開会式（合同）

国際農村・学会長講演
「日本の地域医療におけ
る神経疾患患者の在宅ケ
ア：（1）長期の生存を決
定づける因子は何か？
（2）人工的栄養管理の有
効性と倫理性について」

演者：新谷周三
座長：早川富博

（休憩）

日本農村・総会・表彰式
金井賞受賞講演
「千葉県安房地域にお
ける地域住民総合検診
と館山市小児肥満対策」

演者：高橋金雄
座長：羽田　明

「農業に従事する高齢
労働者の健康的かつ持
続可能な労働環境：ス
ウェーデンにおける考
察」

演者：Dr. Kerstin 
Nilsson

座長：塩飽邦憲

「世界の人口の高齢化，
慢性疾患および修正可
能な代謝リスク因子の
影響」
演者：Dr. Dimitris 

Tsoukalas
座長：立身政信

特別講演 1
「健康の社会的決定要
因と農村医学─JAGES
からの示唆」

演者：近藤克則
座長：羽田　明

「ドイツの地域におけ
る認知症ケアの提供─
人口構造の変化による
影響とその対策─」 

演者：Dr. René 
Thyrian

座長：冨滿弘之

「高齢化と持続可能な雇
用」
演者：Prof. Clas-Håkan 

Nygård
座長：家坂義人

B会場
（西館 2階　TFTホール300）

9  presentations 4  presentations

12：00～13：00
ランチョンセミナー 1
武田薬品工業株式会
「パーキンソン病治療に
おけるMAOB阻害薬の
役割を考える─ラサギリ
ンへの期待─」

特別講演 ２
「腎臓病保存療法43年　
ようやく明るさが見えて
きた」

演者：椎貝達夫
座長：今井泰平

C会場
（東館 9階　研修室904＋905）

12：00～13：00
ランチョンセミナー ２
ロシュ・ダイアグノスティック
ス株式会社
「医療法改正とISO15189
について」
「ISO15189を見据えた検
査部の取り組み─cobas 
8000の導入効果─」

D会場
（東館 9階　会議室9-A）

12：00～13：00
ランチョンセミナー 3
アボットジャパン株式会社
「急性腎障害バイオマー
カー尿中 NGALの開発
と臨床応用」

E会場
（東館 9階　研修室908）

12：00～13：00
ランチョンセミナー 4
大正富山医薬品株式会社
「ロコモの最新情報」

F会場
（東館 9階　研修室909）

12：00～13：00
ランチョンセミナー 5
大塚製薬株式会社
「見過ごされがちな高齢
者てんかん─診断と治療
の実践─」

G会場
物産展・ドリンクコーナー
（西館 2階ホワイエ）

物産展・ドリンクコーナー 物産展・ドリンクコーナー

H会場
（東館 9階　研修室906）

12：00～13：00
ランチョンセミナー 6
大鵬薬品工業株式会社
「経鼻内視鏡で行なう頭
蓋底手術の限界と対応」

I会場
（東館 9階　研修室907）

12：00～13：00
ランチョンセミナー 7
株式会社ツムラ
「家族，介護者を含めた
広義のチーム医療連携─
漢方薬での実践例紹介─」

日本農村・学会長講演
「ゲノム医学研究の臨
床応用の現状と今後の
展望」

演者：羽田　明
座長：青木一雄

10：00～10：53
一般演題（口演） 1
O01-1～6
「看護部における臨床
研究（ 1）」

座長：松澤克治

10：00～10：53
一般演題（口演） ２
O02-1～6
「消化器疾患の臨床研
究報告」

座長：酒井義法

10：00～10：53
一般演題（口演） 3
O03-1～6
「地域基幹病院・薬剤
部の研究報告」

座長：碓井裕史

11：00～11：53
一般演題（口演） 4
O04-1～6
「健診業務と栄養管理
の実践」

座長：神谷　彰

11：00～11：53
一般演題（口演） 5
O05-1～6
「地域基幹病院におけ
る臨床研究報告」

座長：丹治英裕

11：00～11：53
一般演題（口演） 6
O06-1～6
「地域基幹病院・診療
放射線部の研究報告」

座長：嶋田　謙

14：00～14：53
一般演題（口演） 7
O07-1～6
「施設間（病院・診療
所・訪問看護）連携」

座長：塚本英人

14：00～14：53
一般演題（口演） 8
O08-1～6
「リハビリテーション
部門からの研究報告」

座長：亀田尚徳

14：00～14：53
一般演題（口演） 9
O09-1～6
「地域基幹病院・臨床
工学部の研究報告」

座長：藤井　隆

15：00～15：53
一般演題（口演）10
O10-1～6
「看護部における臨床
研究（ 2）」

座長：篭島　充

15：00～15：53
一般演題（口演）11
O11-1～6
「地域における新しい
看護・介護の試み」

座長：鷹津久登

15：00～16：02
一般演題（口演）1２
O12-1～7
「地域における健康増進
活動」

座長：河野邦江

日本農村医学会学術総会 国際農村医学会学術総会



第 2日目　 10月11日（木）

9 ：00 10：00 11：00 12：00 13：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00

ポスター会場・
企業展示

書籍展示・ドリンクコーナー
（西館 2階　TFTホール1000）

ポスター貼付
国際Ｐ：31演題 閲覧 質疑応答

A会場
（西館 2階　TFTホール500）

「労働人口の高齢化：
労働衛生と安全，職業
病の診断と予防に対す
る新しい挑戦」
演者：Prof. Claudio 

Colosio
座長：百都　健

「高齢化するセルビア
の地方住民：必要とさ
れる医療とその解決法
の検討」

演者：Prof. Petar 
Bulat

座長：山本直人

「農業における職業病の
リスクと疾病の予防」
演者：Dr. Shengli Niu

座長：稲葉　聡

（休憩）
国際農村・理事会／総会

演者：Prof. Dr. Hans-Joachim Hannich
（国際農村医学会会長）

「農村地域における社
会保障の課題に対する
ISSA（国際社会保証協
会）の対応策」
演者：Dr. Joachim 

Breuer
座長：鈴木康司

「ハンガリーの高齢化
─その実態と健康・社
会政策における課題や
努力（endowers）」

演者：Dr Istvan 
Szilard

座長：伊澤　敏

「ハンガリーの高齢化す
るロマ少数民族─医療お
よび社会的ケアシステム
の課題，現実，今後の展
望」
演者：Dr. Zoltan Katz

座長：住元一夫

B会場
（西館 2階　TFTホール300）

シンポジウム 1
「高齢化・生産人口減少社会の中での地域医療：大都市圏・首都圏近郊の病
院において」

演者：冨滿弘之，浦田士郎，狩野吉康
座長：前原和平，高野靖悟

12：00～13：00
ランチョンセミナー 8
ニプロ株式会社
「大切にしたい自分の体
─ 2 度の子宮がんを経験
して─」

シンポジウム ２
「高齢化・生産人口減少社会の中での地域医療：地方中核都市の病院において」

演者：齊藤　研，十川康弘，佐藤賢治
座長：菊池英明，馬場良和

C会場
（東館 9階　研修室904＋905）

12：00～13：00
ランチョンセミナー 9
エーザイ株式会社
「物忘れ外来に潜む高齢
者てんかん─認知症との
鑑別と関連について─」

D会場
（東館 9階　会議室9-A）

12：00～13：00
ランチョンセミナー10
積水メディカル株式会社
「採血業務における基礎
的な注意点（採血管の取
扱いと臨床検査値への影
響）」

E会場
（東館 9階　研修室908）

12：00～13：00
ランチョンセミナー11
第一三共株式会社
「超高齢化社会の地域医
療・チーム医療を考える
─循環器科の立場から医
学的知見を踏まえて─」

F会場
（東館 9階　研修室909）

12：00～13：00
ランチョンセミナー1２
MSD株式会社
「睡眠・覚醒の謎に挑む」

G会場
物産展・ドリンクコーナー
（西館 2階ホワイエ）

物産展・ドリンクコーナー 物産展・ドリンクコーナー

H会場
（東館 9階　研修室906）

12：00～13：00
ランチョンセミナー13
田辺三菱製薬株式会社
「糖尿病性腎症UpToDate
─ビッグデータを活用し
た日野方式・微量アルブ
ミン尿検診をふまえて─」

I会場
（東館 9階　研修室907）

10：00～10：53
一般演題（口演）13
O13-1～6
「看護師・放射線技師
からの報告」

座長：齊藤　崇

10：00～10：53
一般演題（口演）14
O14-1～6
「運動器疾患とリハビ
リテーション」

座長：河内敏行

10：00～10：53
一般演題（口演）15
O15-1～6
「診療放射線部門から
の研究報告」

座長：天満和男

11：00～11：53
一般演題（口演）16
O16-1～6
「入院患者の認知機能・
活動意欲」

座長：村田志保

11：00～11：53
一般演題（口演）17
O17-1～6
「リハビリテーション
部門からの報告」

座長：菊池俊彦

11：00～11：53
一般演題（口演）18
O18-1～6
「臨床検査部門からの
研究報告（ 1）」

座長：高橋俊明

14：00～14：53
一般演題（口演）19
O19-1～6
｢病棟外来における看
護の課題｣

座長：橋本晋一

14：00～14：53
一般演題（口演）２0
O20-1～6
｢病院経営・DPCに関
する対応｣

座長：別所　隆

14：00～14：53
一般演題（口演）２1
O21-1～6
｢臨床検査部門からの
研究報告（ 2）｣

座長：依田芳起

15：00～15：53
一般演題（口演）２２
O22-1～6
｢看護職の「働き方改
革」について｣

座長：前島文夫

15：00～15：44
一般演題（口演）２3
O23-1～5
｢基幹病院における
臨床報告｣

座長：小川晋一

15：00～15：53
一般演題（口演）２4
O24-1～6
｢健管センター（ドッ
ク）からの研究報告｣

座長：水上泰延

16：00～16：53
一般演題（口演）２5
O25-1～6
｢院内各所における業
務改善の試み｣

座長：山本　真



9 ：00 10：00 11：00 12：00 13：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00

ポスター会場・
企業展示

書籍展示・ドリンクコーナー
（西館 2階　TFTホール1000）

ポスター貼付
国際Ｐ：31演題 閲覧 質疑応答

A会場
（西館 2階　TFTホール500）

「労働人口の高齢化：
労働衛生と安全，職業
病の診断と予防に対す
る新しい挑戦」
演者：Prof. Claudio 

Colosio
座長：百都　健

「高齢化するセルビア
の地方住民：必要とさ
れる医療とその解決法
の検討」

演者：Prof. Petar 
Bulat

座長：山本直人

「農業における職業病の
リスクと疾病の予防」
演者：Dr. Shengli Niu

座長：稲葉　聡

（休憩）
国際農村・理事会／総会

演者：Prof. Dr. Hans-Joachim Hannich
（国際農村医学会会長）

「農村地域における社
会保障の課題に対する
ISSA（国際社会保証協
会） の対応策」
演者：Dr. Joachim 

Breuer
座長：鈴木康司

「ハンガリーの高齢化
─その実態と健康・社
会政策における課題や
努力（endowers）」

演者：Dr Istvan 
Szilard

座長：伊澤　敏

「ハンガリーの高齢化す
るロマ少数民族─医療お
よび社会的ケアシステム
の課題，現実，今後の展
望」
演者：Dr. Zoltan Katz

座長：住元一夫

B会場
（西館 2階　TFTホール300）

シンポジウム 1
「高齢化・生産人口減少社会の中での地域医療：大都市圏・首都圏近郊の病
院において」

演者：冨滿弘之，浦田士郎，狩野吉康
座長：前原和平，高野靖悟

12：00～13：00
ランチョンセミナー 8
ニプロ株式会社
「大切にしたい自分の体
─ 2 度の子宮がんを経験
して─」

シンポジウム ２
「高齢化・生産人口減少社会の中での地域医療：地方中核都市の病院において」

演者：齊藤　研，十川康弘，佐藤賢治
座長：菊池英明，馬場良和

C会場
（東館 9階　研修室904＋905）

12：00～13：00
ランチョンセミナー 9
エーザイ株式会社
「物忘れ外来に潜む高齢
者てんかん─認知症との
鑑別と関連について─」

D会場
（東館 9階　会議室9-A）

12：00～13：00
ランチョンセミナー10
積水メディカル株式会社
「採血業務における基礎
的な注意点（採血管の取
扱いと臨床検査値への影
響）」

E会場
（東館 9階　研修室908）

12：00～13：00
ランチョンセミナー11
第一三共株式会社
「超高齢化社会の地域医
療・チーム医療を考える
─循環器科の立場から医
学的知見を踏まえて─」

F会場
（東館 9階　研修室909）

12：00～13：00
ランチョンセミナー1２
MSD株式会社
「睡眠・覚醒の謎に挑む」

G会場
物産展・ドリンクコーナー
（西館 2階ホワイエ）

物産展・ドリンクコーナー 物産展・ドリンクコーナー

H会場
（東館 9階　研修室906）

12：00～13：00
ランチョンセミナー13
田辺三菱製薬株式会社
「糖尿病性腎症UpToDate
─ビッグデータを活用し
た日野方式・微量アルブ
ミン尿検診をふまえて─」

I会場
（東館 9階　研修室907）

10：00～10：53
一般演題（口演）13
O13-1～6
「看護師・放射線技師
からの報告」

座長：齊藤　崇

10：00～10：53
一般演題（口演）14
O14-1～6
「運動器疾患とリハビ
リテーション」

座長：河内敏行

10：00～10：53
一般演題（口演）15
O15-1～6
「診療放射線部門から
の研究報告」

座長：天満和男

11：00～11：53
一般演題（口演）16
O16-1～6
「入院患者の認知機能・
活動意欲」

座長：村田志保

11：00～11：53
一般演題（口演）17
O17-1～6
「リハビリテーション
部門からの報告」

座長：菊池俊彦

11：00～11：53
一般演題（口演）18
O18-1～6
「臨床検査部門からの
研究報告（ 1）」

座長：高橋俊明

14：00～14：53
一般演題（口演）19
O19-1～6
｢病棟外来における看
護の課題｣

座長：橋本晋一

14：00～14：53
一般演題（口演）２0
O20-1～6
｢病院経営・DPCに関
する対応｣

座長：別所　隆

14：00～14：53
一般演題（口演）２1
O21-1～6
｢臨床検査部門からの
研究報告（ 2）｣

座長：依田芳起

15：00～15：53
一般演題（口演）２２
O22-1～6
｢看護職の「働き方改
革」について｣

座長：前島文夫

15：00～15：44
一般演題（口演）２3
O23-1～5
｢基幹病院における
臨床報告｣

座長：小川晋一

15：00～15：53
一般演題（口演）２4
O24-1～6
｢健管センター（ドッ
ク）からの研究報告｣

座長：水上泰延

16：00～16：53
一般演題（口演）２5
O25-1～6
｢院内各所における業
務改善の試み｣

座長：山本　真



第 3日目　 10月12日（金）

9 ：00 10：00 11：00 12：00 13：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00

ポスター会場・
企業展示

書籍展示・ドリンクコーナー
（西館 2階　TFTホール1000）

ポスター貼付
日本：59演題 閲覧

14：00～15：00
一般演題（ポスター）11～15
P11-1～7　座長：南里泰弘
P12-1～6　座長：山路由実子
P13-1～7　座長：佐藤一成
P14-1～5　座長：花城和彦
P15-1～6　座長：太田原康成

15：00～16：00
一般演題（ポスター）16～２0
P16-1～7　座長：畑山尚生
P17-1～7　座長：髙島賢治
P18-1～5　座長：松井遵一郎
P19-1～5　座長：浅沼信治
P20-1～4　座長：垰田和史

A会場
（西館 2階　TFTホール500）

国際農村・韓国において進行する高齢化の中で医療介護の将来の展望
演者：Dr. Kyeong Soo Lee，Dr. Moo-Sik Lee， Prof. Eunok Park

司会：十川康弘，大浦栄次
（休憩）

教育講演
「超高齢化社会に対応
するための医療介護
Big Dataの活用」

演者：伏見清秀
座長：新谷周三

「戦後日本の医療制度の
概要および超高齢化社会
が到来する日本における
医療・長期介護政策の展
望」

演者：Prof. Nanako 
Tamiya

座長：吉川　明

「地方の健康と医療に
関するグローバル課題
─特に地方の高齢者に
ついて」
演者：Dr. Ashok Vikhe

Patil 
座長：染川可明

閉会式・表彰式（合同）

B会場
（西館 2階　TFTホール300）

シンポジウム 3
「高齢化・生産人口減少社会の中での地域医療：中山間地の病院において」

演者：早川富博，矢澤正信，住元一夫
座長：社浦康三，森　拓也

12：00～13：00
ランチョンセミナー14
日本ベクトン・ディッキ
ンソン株式会社
「抗菌薬適正使用プログ
ラム ASPの推進─水戸
協同病院での事例紹介を
含めて─」

C会場
（東館 9階　研修室904＋905）

12：00～13：00
ランチョンセミナー15
中外製薬株式会社
「地域に根差した CKD
対策の展開」

D会場
（東館 9階　会議室9-A）

12：00～13：00
ランチョンセミナー16
小野薬品工業株式会社
「高齢者の糖尿病治療戦
略「e lephant  in  the 
room」」

E会場
（東館 9階　研修室908）

12：00～13：00
ランチョンセミナー17
アッヴィ合同会社
「パーキンソン病，その
最新治療に必要なこと」

F会場
（東館 9階　研修室909）

12：00～13：00
ランチョンセミナー18
日医工株式会社
「悪くさせない，重篤化
させない IBD診療」

G会場
物産展・ドリンクコーナー
（西館 2階ホワイエ）

物産展・ドリンクコーナー 物産展・ドリンクコーナー

H会場
（東館 9階　研修室906）

I会場
（東館 9階　研修室907）

10：00～10：53
一般演題（口演）２6
O26-1～6
「地域連携への取り組
み」

座長：桂　敏樹

10：00～10：53
一般演題（口演）２7
O27-1～6
「救急医療とリハビリ
テーション」

座長：富永　勉

10：00～10：53
一般演題（口演）２8
O28-1～6
「循環器疾患における
モニタリング」

座長：齊藤二三夫

11：00～11：53
一般演題（口演）２9
O29-1～6
「在宅医療への様々な
取り組み」

座長：高松道生

11：00～11：53
一般演題（口演）30
O30-1～6
「リハビリテーション
の臨床」

座長：井上元保

11：00～11：53
一般演題（口演）31
O31-1～6
「放射線診断における
臨床研究」

座長：北川清秀

13：30～14：23
研修医セッション 1
R01-1～6

座長：中野詩朗

13：30～14：23
研修医セッション ２
R02-1～6

座長：堀　明洋

14：30～15：32
研修医セッション 3
R03-1～7

座長：夏川周介

14：30～15：23
研修医セッション 4
R04-1～6

座長：本谷　聡



9 ：00 10：00 11：00 12：00 13：00 13：00 14：00 15：00 16：00 17：00 18：00

ポスター会場・
企業展示

書籍展示・ドリンクコーナー
（西館 2階　TFTホール1000）

ポスター貼付
日本：59演題 閲覧

14：00～15：00
一般演題（ポスター）11～15
P11-1～7　座長：南里泰弘
P12-1～6　座長：山路由実子
P13-1～7　座長：佐藤一成
P14-1～5　座長：花城和彦
P15-1～6　座長：太田原康成

15：00～16：00
一般演題（ポスター）16～20
P16-1～7　座長：畑山尚生
P17-1～7　座長：髙島賢治
P18-1～5　座長：松井遵一郎
P19-1～5　座長：浅沼信治
P20-1～4　座長：垰田和史

A会場
（西館 2階　TFTホール500）

国際農村・韓国において進行する高齢化の中で医療介護の将来の展望
演者：Dr. Kyeong Soo Lee，Dr. Moo-Sik Lee， Prof. Eunok Park

司会：十川康弘，大浦栄次
（休憩）

教育講演
「超高齢化社会に対応
するための医療介護
Big Dataの活用」

演者：伏見清秀
座長：新谷周三

「戦後日本の医療制度の
概要及び超高齢化社会が
到来する日本における医
療・長期介護政策の展望」

演者：Prof. Nanako 
Tamiya

座長：吉川　明

「地方の健康と医療に
関するグローバル課題
─特に地方の高齢者に
ついて」
演者：Dr. Ashok Vikhe 

Patil 
座長：染川可明

閉会式・表彰式（合同）

B会場
（西館 2階　TFTホール300）

シンポジウム 3
「高齢化・生産人口減少社会の中での地域医療：中山間地の病院において」

演者：早川富博，矢澤正信，住元一夫
座長：社浦康三，森　拓也

12：00～13：00
ランチョンセミナー14
日本ベクトン・ディッキ
ンソン株式会社
「抗菌薬適正使用プログ
ラム ASPの推進─水戸
協同病院での事例紹介を
含めて─」

C会場
（東館 9階　研修室904＋905）

12：00～13：00
ランチョンセミナー15
中外製薬株式会社
「地域に根差した CKD
対策の展開」

D会場
（東館 9階　会議室9-A）

12：00～13：00
ランチョンセミナー16
小野薬品工業株式会社
「高齢者の糖尿病治療戦
略「e lephant  in  the
room」」

E会場
（東館 9階　研修室908）

12：00～13：00
ランチョンセミナー17
アッヴィ合同会社
「パーキンソン病，その
最新治療に必要なこと」

F会場
（東館 9階　研修室909）

12：00～13：00
ランチョンセミナー18
日医工株式会社
「悪くさせない，重篤化
させない IBD診療」

G会場
物産展・ドリンクコーナー
（西館 2階ホワイエ）

物産展・ドリンクコーナー 物産展・ドリンクコーナー

H会場
（東館 9階　研修室906）

I会場
（東館 9階　研修室907）

10：00～10：53
一般演題（口演）26
O26-1～6
「地域連携への取り組
み」

座長：桂　敏樹

10：00～10：53
一般演題（口演）27
O27-1～6
「救急医療とリハビリ
テーション」

座長：富永　勉

10：00～10：53
一般演題（口演）28
O28-1～6
「循環器疾患における
モニタリング」

座長：齊藤二三夫

11：00～11：53
一般演題（口演）29
O29-1～6
「在宅医療への様々な
取り組み」

座長：高松道生

11：00～11：53
一般演題（口演）30
O30-1～6
「リハビリテーション
の臨床」

座長：井上元保

11：00～11：53
一般演題（口演）31
O31-1～6
「放射線診断における
臨床研究」

座長：北川清秀

13：30～14：23
研修医セッション 1
R01-1～6

座長：中野詩朗

13：30～14：23
研修医セッション 2
R02-1～6

座長：堀　明洋

14：30～15：32
研修医セッション 3
R03-1～7

座長：夏川周介

14：30～15：23
研修医セッション 4
R04-1～6

座長：本谷　聡


