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平成30年度　大阪府医師会
 医学会総会（第42回） 医療近代化シンポジウム（第50回）

　　　　 ご 案 内 　　　

　座長　大阪府医師会 副会長 高井　康之

　演題・講師

　「悪性脳腫瘍の克服に向けて」
　　　大阪医科大学 脳神経外科学教室 教授 黒岩　敏彦

　座長　大阪府医師会医学会 副会長 荻原　俊男
　　　　大阪府医師会生涯教育推進委員会 委員長 福田　正博

　「ロコモティブシンドローム」
　演題・講師
　 １．「中年層に向けたロコモ啓発のために
　　　　－ロコモ度テストの性･年代別平均値調査－」
　　　　NTT東日本関東病院 院長補佐･整形外科部長
　　　　ロコモ チャレンジ！推進協議会 委員長 大江　隆史

　 ２．「大阪臨床整形外科医会のロコモ普及への取り組み」
　　　　大阪臨床整形外科医会 会長  増田　　博

　 ３．「変形性関節症の最近の話題」
　　　　近畿大学医学部リハビリテーション医学 教授 福田　寛二

Ａ：内科的疾患、呼吸器、感染症、内分泌、小児

発表者氏名 演　　　　　題

村田　秀穗　ほか
一般社団法人 大阪府内科医会 家族性高コレステロール血症の実態調査 ＊H28

竺原　俊光　ほか
一般社団法人 大阪府内科医会

動脈硬化性疾患リスクの包括的管理に対する
意識調査

大城　孟
東住吉区医師会、
おおしろクリニック

スーパー早期受診を促す一法 
−医療安全推進活動の一環として−

＊H29

森下　清文
医療法人 森下眼科

他科に必要な糖尿病網膜症の知識　
糖尿病管理医は必ず精密眼底検査依頼を！

原納　優　ほか
児成会生活習慣病センター
（ハラノ医院）

食事運動生活習慣をより良くする会 
−第２報 運動習慣あり（活発活動含む）群及
び健全やせ群：メタボの対極群の体型・臨床
所見の特徴と“インスリン作用の多様性とその
不全症候群”の提唱と主旨達成による健康長
寿達成−

＊H28

水窪　由美子　ほか
淀川キリスト教病院 健康管
理増進センター

健診で発見された肺非結核性抗酸菌症の臨
床的意義

＊H29

橘　克英
たちばな内科クリニック 禁煙外来における自覚症状の検討

髙橋　德　ほか
一般社団法人 大阪府内科医会

2017年冬期のインフルエンザワクチン不足によ
る影響の調査

＊H29

河本　浩二
高槻市医師会、
かわもとこどもクリニック

当クリニックで経験した百日咳の症例の検討

植田　秀樹
八尾徳洲会総合病院 糖尿病
内科

外来診療における糖尿病合併症クリニカルパ
スの有用性

＊H29

大山　恭夫　ほか
守口敬仁会病院 内科　　

SGLT2阻害薬投与時の尿中Na排泄量の変動
に関する検討（症例検討）〜随時尿による算
出方法；実地診療でできること〜

川崎　康寛　ほか
一般社団法人 大阪小児科医会
プライマリ･ケア部会 子育て
委員会

大阪小児科医会会員における禁煙支援取り組
み状況 −特に未成年喫煙者への対応状況に
ついて−

＊H28

福井　聖子　ほか
一般社団法人 大阪小児科医会
プライマリ･ケア部会

小児科医による地域啓発活動への新しい取り
組み 〜大阪小児科医会スライドアーカイブ開
始と展望〜

＊は医学研究奨励費助成研究

日時：11月11日︵日︶
会場：大阪府医師会館

（天王寺区上本町２－１－22）

一般演題　発表
【４階大会議室】
９：30 ～ 12：00
（パネル展示　15：00 まで）
　

医学会評議員会
【２階ホール】
12：30 ～ 12：50
　

特別講演　
【２階ホール】
13：00 ～ 13：50
　

医療近代化シンポジウム
【２階ホール】
14：00 ～ 16：00
　

日本医師会生涯教育制度（５単位）
カリキュラムコード
　01、02、11、12、15、19、61、62、77、82
日本内科学会認定総合内科専門医（更新２単位）

一般演題パネル展示

医療近代化シンポジウム

特別講演
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Ｂ：学校保健、産科婦人科、外科、耳鼻咽喉科、眼科、
　　その他（１）

発表者氏名 演　　　　　題

森口　久子　ほか
守口市医師会、
大阪府医師会学校医部会

守口市５歳児健康診査巡回支援事業の取り組
み

木野　稔　ほか
中野こども病院、
大阪府医師会学校医部会就学
前児保健委員会

小規模保育施設の現況調査：地区医師会での
連携と実態把握

木野　稔　ほか
中野こども病院、
大阪府医師会学校医部会就学
前児保健委員会

保育園における育児支援に関する課題につい
ての調査

春本　常雄　ほか
東大阪小児科医会

東大阪小児科医会メール報活用実態アンケー
ト調査結果報告

淵　勲
淵レディースクリニック 梅毒の母子感染 −分画TPHA測定の意義−

種村　匡弘　ほか
大阪警察病院 外科、
天王寺区医師会

新しいリキッドバイオプシー技術を応用した切
除可能膵癌における微小循環癌細胞の検出と
予後予測、治療選択への応用

＊H29

奥村　隆司　ほか
一般社団法人 大阪府耳鼻咽喉
科医会、新生児聴覚スクリー
ニング耳鼻咽喉科対策委員会

大阪府における新生児聴覚スクリーニング検
査の現状と難聴確定児の追跡調査

＊H28

金田　正興
金田医院、豊中市医師会

メシル酸フェントラミン投与が特発性難聴と顔
面神経麻痺に著効を示した症例について

山田　晴彦　ほか
一般社団法人 大阪府眼科医会

新医師臨床研修制度後の「医師の診療科偏
在」について

保本　卓　ほか
都島放射線科クリニック
 IVRセンター

運動器慢性疼痛に対するカテーテル治療 
〜造影MRIを用いた治療効果判定の有用性〜

＊H28

黒田　晃司　ほか
医療法人えいしん会 岸和田
リハビリテーション病院

回復期リハビリテーション病院における３年間
の実態報告　脳血管障害と大腿骨骨折後の
患者のリハビリテーション効果の検討

濵田　泰彦　ほか
東淀川区医師会

東淀川区医師会の大規模災害への取り組みに
ついて 〜大阪北部地震での検証を踏まえて〜

中島　周三　ほか
茨木市医師会 救急災害医療委
員会、高齢者対策委員会

大阪府北部地震における医療機関の被害の現
状と対応

Ｃ：泌尿器科、透析、救急医療、在宅医療、
　　医療情報システム

発表者氏名 演　　　　　題

松本　富美　ほか
大阪母子医療センター 泌尿
器科、大阪府庁医師会、
大阪泌尿器科臨床医会

遠位尿管結石と紛らわしい Deflux® implant 
calcification の１例

黒田　秀也
泌尿器科くろだクリニック､
吹田市医師会、
大阪泌尿器科臨床医会

前立腺肥大症薬物治療における第一選択薬
の変遷‥PDE5阻害剤によるパラダイムシフト

辻本　吉広　ほか
大阪透析医会、
特定医療法人蒼龍会 井上病
院 内科

運動習慣の有無別でみた血液透析患者の栄
養摂取の生命予後への影響

中倉　兵庫　ほか
大阪透析医会、
枚方市医師会、
北辰会有澤総合病院

鉄剤の投与経路併用による血液透析患者の貧
血改善の検討

長沼　俊秀　ほか
大阪透析医会、大阪市立大学
附属病院 泌尿器科

バスキュラーアクセスに生じた大きな痂皮に対
し修復術を行った３例

庄司　繁市　ほか
大阪透析医会

血液透析患者におけるREM睡眠潜時短縮と
脂質・糖代謝の関連及びこれらの心血管障害
新規発症への影響について

矢嶋　息吹　ほか
大阪透析医会、
いぶきクリニック

慢性腎不全の骨病態について

草野　孝文　ほか
大阪府救急医療機関連絡協議会

大阪府の高齢者救急医療の実態についてのア
ンケート調査 −中間報告−

岸　正司　ほか
大阪府救急医療機関連絡協議会

大阪府の外国人観光客の救急医療の実態に
ついてのアンケート調査

篠永　安秀　ほか
茨木市医師会

災害のスイッチの入れ方を学ぶ取り組みと災害
支援調査

尾㟢　仁　ほか
河内医師会、布施医師会、
枚岡医師会

東大阪３医師会による在宅医療･介護連携推
進事業の取り組み −在宅医療･介護相談窓口
の設置と専門職の研修および住民への啓発活
動−

撫井　賀代　ほか
大阪市役所医師会、
大阪市健康局健康施策課

大阪市在宅医療･介護連携推進事業の連携に
関するアンケート調査結果

久保田　泰弘　ほか
浪速区医師会

地域医療連携システムの方向性・医療介護連
携と地域病診連携の方向性

Ｄ：地域医療一般、産業保健、その他（２）

発表者氏名 演　　　　　題

田仲　みすず　ほか
布施医師会

東大阪市三医師会における「おれんじナース」
養成講座 −診療所勤務ナース対象 認知症対
応力向上研修会−

田辺　稔邦　ほか
枚方市医師会

医師会作成のエンディングノートの活用につい
て

外山　佳子　ほか
河内長野市医師会

河内長野市における地域ケア会議を活用した
在宅医療･介護連携推進事業（その２）

酒谷　省子　ほか
一般社団法人 大阪府女医会

｢女性医師による健康なんでも相談」における
相談内容の総括と統計的考察

太田　俊輔
太田医院、堺市医師会

最期まで食べる食支援のムーブメントを起こし
地域を変えるための在宅NST

賴　將烈　ほか
守口市医師会

日本人における肥満と糖尿病頻度の経時的変
化

生谷　昌弘　ほか
和泉市医師会

和泉市における認知症初期集中支援チームの
役割と認知症支援のあり方

松井　潔　ほか
堺市医師会

メンタルヘルス無料講演会・相談会実施報告
（第８報）

中野　厚夫　ほか
堺市医師会 ストレスチェック制度 ２年目を終えて

熊野　文雄　ほか
堺市医師会

ロコモティブシンドロームに対する堺市医師会
産業医部会の取り組み（第三報）

鈴木　隆一郎　ほか
大阪府医師会 調査委員会

人生の最終段階における医療に関する大阪府
民の認識

窪田　拓生　ほか
大阪大学大学院医学系研究科
小児科学

未診断疾患イニシアチブ（IRUD）事業におけ
る大阪大学の取り組み 〜希少難病･未診断疾
患の原因究明と病態解明を目指して〜

福田　正博　ほか
大阪府医師会 生涯教育推進委
員会

平成29年度 大阪府医師会生涯研修活動の実
態

＊は医学研究奨励費助成研究


