
資料3-1．12月2日（日）　プログラム日程表　10/10現在

内容 使用会場 人数 椅子

1
階

第1会場 大ホール 481

2
階

第2会場 小ホール 90 可動困難

第3会場 104 196

第4会場 103 170

第5会場 102 170

第6会場 101 99

第7会場 210 100 可動席

第8会場 会議室 16 可動席

展示
ポスター1

203
ポスター16枚
企業6小間 可動席

展示
ポスター2

208
ポスター16枚
企業6小間 可動席

2
階

15:30 16:30 17:0010:00 10:30 12:30 13:30 18:0017:30

歴
彩
館

稲
盛
記
念
会
館

14:00 14:30 15:00 16:0011:00 11:30 12:00 13:008:30 9:00 9:30

1
階

スポンサードセミナー1（12：10-13：10）

難治性誤嚥に対する新戦略

―誤嚥防止手術における喉頭音声の獲

得（TED/TEP手術）―

演者：梅崎 俊郎

座長：山脇 正永

共催：㈱アトスメディカルジャパン

スポンサードセミナー2（12：10-13：10）

冬場のプライマリ・ケア領域に役立つ

漢方処方 ～風邪、冷えを中心に～

演者：福原 慎也

座長：神谷 亨

共催：㈱ツムラ

代議員会

(12：00-1：:00)

支部別代議員

連絡会

17：30-18：30

指導医養成講習会（9：00-12：00）

スポンサードセミナー3（12：10-13：10）

聴診による嚥下評価の現在と未来

～AI・IoT機器による嚥下音

ビッグデータ解析～

演者：上野 友之

座長：荒金 英樹

共催：PLIMES㈱

特別講演2（13：00-13：50）

21世紀の持続可能な医療のため

に―Choosing Wisely キャンペー

ンと医のプロフェッショナリズム

講師：小泉 俊三

座長：山脇 正永

学会企画（13：00-16：00）

スーパードクターから学ぶ！ポートフォリオの作り方

シンポジウム1（14：20-16：10）

フレイル・サルコペニアと摂食嚥下障害

～フレイル・サルコペニアと栄養～

シンポジスト：藤島 一郎、若林 秀隆、荒金 英樹

座長：山脇 正永、藤島 一郎

日本摂食嚥下リハビリテーション学会 認定士単位 10単位

シンポジウム2（10：05-11：55）

プライマリ・ケア医のキャリアを考える：ダブルボードも含めて

シンポジスト：太田 凡、高村 昭輝、入江 聰五郎

指定発言：松原 慎、稲葉 哲士

座長：山脇 正永、高村 昭輝

教育講演1（10：00-11：00）

アドバンスケアプランニングの

考え方と現実(ケアからライフプラ

ンへの移行と実践)

講師：川島孝一郎

座長：小原 章夫

特別講演1（11：00-12：00）

2040～2060年「異次元高齢社会」でいよ

いよ出番、世界最先端医学を担う医療の

主役「プライマリ・ケア医」に期待する

講師：長谷川敏彦

座長：小泉 俊三

口演1（9：00-9：40）

教育・研究、テクノロ

ジー・検査、デバイス

座長：

口演2（9：50-10：40）

臨床・疾患、その他

座長：

口演3（10：50-11：40）

多職種連携、在宅ケア、

介護・福祉・行政

座長：水野 融

貼付

（9：00-10：00） ポスター閲覧

ポスターセッション2

（14：00-15：00）

多職種連携・地域連携2

座長：十亀 義生

ポスターセッション4

（14：00-15：00）

臨床・疾患、その他

座長：小崎 真規子

ポスター撤去

ポスター撤去

教育講演2（9：00-10：00）

ポリファーマシー

講師：高瀬 義昌

座長：高垣 伸匡、甲斐 絢子

市民公開講座（14：00-16：00）

主催：京都市北区・上京区在宅医療・介護連携支援センター

住み慣れた地域で暮らし続けるために

講師：渡辺 庸介

座長：水谷 正太

特別企画1（10：00-12：00）

共催：京都市北区・上京区在宅医療・介護連携支援センター

認知症の病態別にみた食支援

シンポジスト：野原 幹司

座長：村上 成美

大会長講演

近未来の地域医療

(community-based 

medicine)へ ～

Learn, Serve, Lead

講師：山脇 正永

座長：太田 義治

シンポジウム4（13：15-16：45） （一般社団法人 京都府薬剤師会）

プライマリ・ケア～薬剤師の役割を考えよう！

シンポジスト：狭間 研至、田原 正夫、宇都宮 励子、佐原 敏之、松下 智侑、中林 保、多胡 和樹、三谷 卓哉、

松井 常孝、佐藤 加津美、小川 由美子、真下 いずみ

座長：甲斐 絢子、小林 篤史

基調講演、パネルディスカッション（9：30-12：00）

人生100年時代の医 療連携～未病と戦う連携とは？～（京都市北歯科医師会・上京歯科医師

会）

）

シンポジウム3（9：30-11：30） （公益社団法人 京都府介護支援専門員

会）

オール京都で織りなす認知症ケア

指定発言：西村 幸秀

シンポジスト：西村 幸秀、北野 太朗、越野 稔、杉本 圭哉

座長：髙木 はるみ

プレナリー

口演優秀賞発表

（16：50-17：20）

座長：渡辺 庸介

特別企画2（13：30-15：30）

共催：京都市北区・上京区在宅医療・介護連携支援センター

VRで体験するアルツハイマー型認知症の患者さんの世界

講師：下河原 忠道

座長：鷲巣 典代

開会式

（8：55-9：00）

表彰式

閉会式

（17：20-17：30）

貼付

（9：00-10：00） ポスター閲覧

ポスター閲覧

ポスター閲覧

口演4（13：10-14：10）

臨床・疾患（症例報告）、災害医

療、薬剤管理、医療者教育

座長:山畑 佳篤

教育講演5（16：20-17：20）

救急医から見たスポーツ中のトラ

ブル対応～特に本年の熱中症に

ついて～

講師：高階謙一郎、座長：関 透

日医認定健康スポーツ医  再研修

教育講演4（15：15-16：15）

若年性認知症の就業について

（京都での取り組み、事例を

含めて）

講師：西村 幸秀

座長：田村 耕一

教育講演3（14：10-15：10）

プライマリ・ケアに必要な腹部超

音波 『エコー三十六景』

講師：阪上 順一

座長：

教育講演6（14：10-15：10）

がんゲノム医療の臨床実装

講師：武藤 学

座長：細川 豊史

口演5（13：15-14：15）

臨床・疾患（症例報告）、

総合診療

座長：小田垣 孝雄

口演7（15：15-16：15）

多職種連携・地域連携、地域包

括システム、臨床・疾患、その他

座長：上原 春男

口演6（14：15-15：15）

口腔・薬剤・リハビリテーション・

栄養

座長：川島 篤志

ポスターセッション1

（13：10-14：00）

多職種連携・地域連携1

座長：高木 幸夫

ポスターセッション3

（13：10-14：00）

予防健康増進、

教育・研究、看護・介護・

福祉・行政

座長：高垣 伸匡

教育講演7（15：20-16：50）

プライマリーケアに役立つ痛みの話

―正しい疼痛治療のために―

講師：細川 豊史

座長：神野 君夫

13：30

開演

基調講演（9：35-11：20）

二十年後・三十年後の患者に後悔させないために今できること

講師1：濵口 真英、講師2：松下 健二、講師3：渡邉 功

座長：渡邊 能行

パネルディスカッション

（11：20-11：55）

パネラー：濵口 真英、

松下 健二、渡邉 功

座長：渡邊 能行


