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第１回　平成１５年２月８日（土）１５：００～　東京弥生会館

タイトル 所属 発表者 共同発表者

１．対話の医療を実践する
トータルライフクリニック本郷
内科

馬渕 茂樹
穴水聡一郎・長屋
直樹・岩橋篤生

２．内視鏡的胃瘻造設術（ＰＥＧ）につい
ての検討

慈愛病院 小林　中

３．こどもの肥満対策 小平記念東京日立病院 橋本 伸子

４．婦人科検診の統計について
1　一宮クリニック　2　堀越医
院

一宮和夫　1
岩瀬　一 　2

５．当院肛門科の治療方針について 慈愛病院 吉田 勝俊
小林中・本田英
世・吉田實

６．女性はなぜ男性より長生きするのか 文京第一医院 齋藤 嘉美

学術講演会
「血管新生制御による各種疾患治療の
可能性」

東京医科歯科大学大学院医
歯学総合研究科分子細胞機
能学教授

森田 育男
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第２回　平成１６年２月２１日（土）１６：００～　文京シビックセンター２６階「スカイホール」

タイトル 所属 発表者 共同発表者

１．乳癌検診の問題点 堀越医院 岩瀬  一

２．乳癌検診の実際とその現状 春日クリニック 煎本 正博

３．乳癌の術前化学療法 小平記念東京日立病院 武藤 泰彦

４．「お薬手帳」の活用と実態 文京区薬剤師会 森田 賢一

５．抑制廃止と転倒・転落事故からみた
長期療養型病院における院内安全対策
への取り組み

慈愛病院 吉田 勝俊

６．訪問歯科診療の現状 文京区歯科医師会 田中 久雄

７．宇宙飛行の身体への影響 奥山整形外科 奥山 英二
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第３回　平成１７年２月１９日（土）１６：００～　日本医科大学　４号館４階　「第１講堂」

タイトル 所属 発表者 共同発表者

１．訪問看護の現状と課題 千駄木訪問看護ステーション 柴野 恭子

２．在宅往診における歯科の特殊性　－
口から食べる事を支援すること－

文京区歯科医師会 平井 基之 藤井麻矢

３．在宅患者訪問薬剤指導」の実際につ
いて

文京区薬剤師会 高瀬 聡子

４．在宅医療の問題点 西村医院 髙木 知里

５．自然発生高血圧ラットとヒト高血圧症
例におけるカボチャエキスとタマネギエ
キスの併用による血圧降下作用

文京第一医院 齋藤 嘉美

６．「後発品についてのアンケート」につ
いて

文京区薬剤師会 山本　学

７．デンタルインプラントの現状 文京区歯科医師会 依田  泰

８．COPDの診断と治療 東京日立病院 遠藤 順治

９．End-Of-Life Care 検討会から見た高
齢者の終末期医療に対する考察

慈愛病院 吉田 勝俊

10．STDの現状－男子尿道炎について
－

細部医院 細部 高英

 　　　　　文京区医師会 学術集会　　第１回～第１０回　演題履歴

一般演題

乳癌特集

一般演題 

在宅特集

一般演題



第４回　平成１８年２月１８日（土）１６：００～　日本医科大学　４号館４階　「第１講堂」

タイトル 所属 発表者 共同発表者

１．中越地震ボランティア活動に参加して 和同会薬局 田中 祥子

２．災害時医療体制の現状とこれからの
課題

慈愛病院 吉田 勝俊

３．警察歯科医会の活動と展望について 晃生歯科医院 佐藤 晃一

４．訪問看護ステーションにおける災害
に向けての取り組み

訪問看護ステーションきょうわ 長谷川 征子

５．シンポジウム形式による質疑応答

５．個人情報保護法施行を受けとめての
クリニックの取り組み

トータルライフクリニック本郷
内科

穴水 聡一郎

６．睡眠時無呼吸症候群と歯科 湯島佐藤歯科 佐藤 正孝

７．筋・骨格系障害を理由とした介護保
険区分変更申請症例の調査

本郷整形外科 金　吉男

８．認知症をもつ高齢者への看護介入
（第１報）

千駄木訪問看護ステーション 宮路由美子

９．固形化経腸栄養法に変更することで
栄養管理し得た重症在宅患者の一例

医療法人社団森谷会森谷医
院

森谷 茂樹

10．処方せんの記載について 水野薬局 中田 祐介

11．世界の医療費について 千駄木整形外科 栄　博士
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第５回　平成１９年２月１７日（土）１６：００～　日本医科大学　橘桜(きつおう)会館

タイトル 所属 発表者 共同発表者

１．Ｃ型肝炎を語る　１年間Ｃ型肝炎と闘
いウイルスを消滅させた医師の記録

奥山整形外科 奥山 英二

２．超高齢出産の管理とその問題点 東京日立病院 合阪 幸三

３．口呼吸と不正咬合－耳鼻科領域との
連携について－

中島矯正歯科クリニック 中島 榮一郎

４．タクタイルセンサシステムの舌圧測定
への応用

和久本歯科医院 和久本 雅彦
東 輝明　（ニッタ株
式会社）

５．処方せんの書き方２ 水野薬局 中田 裕介

６．認知症高齢者への訪問看護と認知
状態の推移

千駄木訪問看護ステーション 宮路 由美子

１．後発医薬品の現状について 竹内調剤薬局 新井　悟

２．シンポジウム形式による質疑応答

一般演題

一般演題

特集演題「後発医薬品
について」

特集演題「災害時の取り
組みについて－今後の
連携に向けて－」



第６回　平成２０年２月２３日（土）１５：３０～　　日本医科大学　４号館　４階　第２講堂

タイトル 所属 発表者 共同発表者

1.長寿と寿命 奥山整形外科 奥山 英二

2.湿潤療法による術後の創部管理　－
消毒、ガーゼ交換の撲滅をめざして－

小平記念東京日立病院　産婦
人科

合阪 幸三

3.訪問看護におけるアロマテラピーの活
用

訪問看護ステーション きょうわ 山本 いずみ

1.当院における在宅での看とりの現状
トータルライフクリニック本郷
内科

長屋 直樹

2.HITにおける終末期医療の問題 ダイヤ小石川薬局 長富 範子

3.独居の看取り　－事例を通して－ 訪問看護ステーション けせら 阿倍 智子

4.介護療養型病院における高齢者の終
末期医療に対する検討

慈愛病院 吉田 勝俊

5.誤嚥性肺炎を起こしやすい口　－施設
入所者１００人の口を診て－

平井歯科医院 ／ 介護老人保
健施設 池袋えびすの郷

平井 基之

「指定発言」 日本医科大学 老人科 教授 大庭 健三

1.高齢患者の服薬意識向上を目的とし
た薬局における取り組み　－コンプライ
アンスからアドヒアランスへ－

虎 薬局 新井田 純坪

2.PNFと美容外科および顎変形症との関
連

中島矯正歯科クリニック 中島 榮一郎

3.健康食品（サプリメント）の正しい理解 文京区医師会理事 金　 吉男
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第７回　平成２１年２月２１日（土）１５：３０～　文京区医師会館　１階　ホール

タイトル 所属 発表者 共同発表者

１．放射線による人体への影響 奥山整形外科 奥山 英二

２．当科におけるビスホスホネート投与
患者の取り扱い

東京医科歯科大学　顎口腔外
科

中島 雄介

３．アンチ・ドーピング 不二薬局 田村 有基

１．東洋医学からみた生活習慣病 高島堂薬局 海老原 寛人

２．歯周病は糖尿病の６番目の合併症
か？

本駒込歯科室 中村　力

３．糖尿病による泌尿器科合併症につい
て

細部医院 細部 高英

４．コンプライアンス不良糖尿病患者の
訪問看護

龍岡訪問看護ステーション 森田 敬子
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第８回　平成２２年２月１３日（土）１５：００～　文京区医師会館　１階　ホール

タイトル 所属 発表者 共同発表者

１．在宅症例呈示：65歳男性 悪性胸膜
中皮腫、癌性腹膜炎

本郷ヒロクリニック 谷川 太志

２．ジェネリック医薬品の使用状況報告 竹内調剤薬局 新井　悟

３．当院における訪問リハビリテーション
の現状について

駒込かせだクリニック 岩崎 千昇

４．薬物乱用 奥山整形外科 奥山 英二

１．泌尿器科のアンチエイジング －男性
更年期障害の診療－

細部医院 細部 高英

２．地域包括支援センターにおける介護
予防の取り組み

駒込地域包括支援センター 大塚 美和

３．口腔から考えるアンチエイジング 和久本歯科医院 和久本雅彦

＜一般演題＞

『 生活習慣病 』

一般演題

特集演題　『 抗加齢医
学（アンチエイジング）に
対する取り組み 』

一般演題Ⅰ

主題「 終末期医療の諸
問題 」

一般演題Ⅱ



４．眼のアンチエイジング 駒込みつい眼科 三井 義久

５．東洋医学におけるアンチエイジング 高島堂薬局 海老原 寛人 岡田麻美子

６．高齢化社会における歯科医療の役
割とアンチエイジング<< 歯劇的ビフォー
アフター >>

平井歯科医院（非常勤）湘南
デンタルケア

重原　聡

７．当クリニックにおける抗加齢医学（ア
ンチエイジング）の取り組み

トータルライフクリニック本郷
内科

穴水 聡一郎
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第９回　平成２３年２月１９日（土）１５：００～　文京区医師会館　１階　ホール

タイトル 所属 発表者 共同発表者

１．高齢療養者の終末期を介護する家
族の揺らぎと訪問看護師の支援のあり
方について

千駄木訪問看護ステーション 根本 万里子

２．当院におけるHIV脳症の在宅ターミナ
ルケアの一例

トータルライフクリニック本郷
内科

長屋 直樹

３．上腕骨内・外上顆炎に対する自己血
局所注入療法の治療成績

本郷整形外科 金　吉男

１．６年制薬剤師養成　－初年度実務実
習受け入れ状況－

ひかわ調剤薬局 立岡 雅子

２．ＶＥを利用した嚥下障害への取り組
み

平井歯科医院 福留 早紀子

３．上顎悪性腫瘍の切除後に対する顎
補綴の検討

向丘歯科医院 松田 由紀子

１．利用者とのトラブルを防ぐ為の主治
医との連携について

小石川医師会訪問看護ステー
ション

作田 和子

２．歯科・口腔外科的疾患診療における
リスクマネージメント－有病者への対応
－

講道館ビル歯科・口腔外科 小野 祐三子

３．化学療法実施における疑義照会内
容の調査報告

東京日立病院　薬剤部 樋口　玲

４．リスクマネージメント　－ヒヤリハット
事例から－

竹内調剤薬局 新井　悟

５．身体拘束廃止とリスクマネージメント 慈愛病院 吉田 勝俊

ーーーーーーーーーーーーーーーーー

第10回　平成２４年２月１８日（土）１５：００～　文京区医師会館　１階　ホール

タイトル 所属 発表者 共同発表者

1.耳鼻咽喉科内視鏡による診療 とくなが耳鼻咽喉科 徳永 雅一

2.非がん性疼痛におけるオピオイド治療
～オピオイドの解説～

奥山整形外科 奥山 英二

1.当クリニックで診療を行ったポストポリ
オ症候群患者の紹介

駒込かせだクリニック 加勢田 美恵子

2.ドライマウスの診断と口腔ケア－有病
者への対応－

講道館ビル歯科・口腔外科 小野 祐三子

河野章江、清水裕
子、小室朋子、森
田雅之、竹田正
宗、髙橋雄三

3.在宅療養に移行し機能回復がみられ
た若年性脳幹梗塞四肢麻痺の一例

駒込かせだクリニック　　CoCo
訪問リハビリ・看護ステーショ
ン

福井 郁子
飯田悦子、棚木裕
子　伊藤順子、相
澤ふみ子

4.多職種連携･協働による文京区大塚地
区抜歯プロジェクト

文京区小石川歯科医師会
加賀谷歯科医院

加賀谷　昇

1.在宅での中心静脈栄養点滴導入の経
験

トータルライフクリニック本郷
内科

長屋 直樹
藤純一郎　穴水聡
一郎　馬渕茂樹

2.在宅医療への現状と今後････ 平成調剤薬局 桑葉 雄子

3.退院に向けて　病院との連携
訪問看護ステーション　ほの
ぼのらいふ

會本 啓子

特集演題『リスクマネー
ジメント』

一般演題（Ⅰ）

一般演題（Ⅱ）

特集演題　　「在宅医療」

特集演題　『 抗加齢医
学（アンチエイジング）に
対する取り組み 』

一般演題（Ⅰ）

一般演題（Ⅱ）


