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8

第１会場

鳳凰S

8：00

第３会場

鳳凰3

第４会場

鳳凰２

鳳凰1

第7会場

ウイステリア

8：00〜8：50 モーニングセミナー1
「自然な寛解、回復を目指すうつ病治療」
座長：岡部登志男
出口裕彦（大阪市立大学）

8：30
9：00

第２会場

8：50

開会式

9：00〜10：10
診断力スキルアップ道場①
「”症状”から迫る」
9：30 座長：外山学 佐々木徳久
鈴木富雄（大阪医科大学）
10：00

10：10〜11：20
診断力スキルアップ道場②
10：30 「“病歴”から迫る」
座長：外山学 佐々木徳久
竹村洋典（三重大学）
11：00

9：00〜9：45
教育講演「高齢糖尿病・CKD合併
骨粗鬆症の治療ポイント」
座長：大西洋子
稲葉雅章（大阪市立大学）

9：45〜10：30
教育講演「自動車運転と疾病管理」
座長：竹中裕昭
一杉正仁（滋賀医科大学）
10：30〜11：15
特別講演「新専門医制度の現状と展望」
座長：中尾正俊 光井英昭
松原謙二（日本医師会）

第8会場

アイリス

会期：2017年10月8日
（日） 9日
（月・祝）
会場：ホテルニューオータニ大阪
（〒540-8578 大阪市中央区城見1丁目4-1）
第9会場

カトレア

第10会場

プリムローズ

8：00〜8：50 モーニングセミナー2
「見逃さない！見過ごさない！
糖尿病神経障害」
座長：黒瀬健
出口尚寿（鹿児島大学）
9：00〜9：45
検査学スキルアップセミナー①
「脳神経疾患の画像診断」
座長：北野英基
井上佑一（大阪市立大学）

9：45〜10：30
検査学スキルアップセミナー②
「頸動脈エコーを日常診療に活かす」
座長：正木初美
松尾汎（松尾クリニック）
10：30〜11：15
検査学スキルアップセミナー③
「心臓CT最前線」
座長：竺原俊光
小山靖史（桜橋渡辺病院）

9：00〜9：45
教育講演
「炎症性腸疾患における内視鏡診断」
座長：小林寿治
樫田博史（近畿大学）
9：45〜10：30
教育講演「認知症診療における
かかりつけ医の役割」
座長：野崎京子
數井裕光（大阪大学）

9：00〜10：00
産業医研修会① 生涯・更新
「産業医制度のあり方」
座長：髙橋英治
圓藤吟史（中央労働災害防止協会）

10：10〜11：10
産業医研修会② 生涯・専門
「職業暴露後対策について」
10：30〜11：15
座長：岡本政和
リフレッシュセミナー
「かかりつけ医も
白阪琢磨（大阪医療センター）
知っておきたいアンチエイジング最前線」
座長：三木基子
森下竜一（大阪大学）

9：00〜10：00
スポーツ医研修会①
「骨格筋代謝から見た新しい肥満、
運動スポーツ医学」
座長：村田秀穗
木村穣（関西医科大学）
10：10〜11：10
スポーツ医研修会②
「認知症予防のための運動と食事」
座長：奥正之
藤本繁夫（相愛大学）

9：00〜9：45
教育講演「子宮頸がん予防ワクチン」
座長：松岡均
上田豊（大阪大学）
9：45〜10：30
教育講演「内科診療に役立つ
ステロイド療法のエッセンス」
座長：徳田好勇
笠山宗正（日生病院）

9：00〜11：00
シンポジウム⑩
「インフルエンザ−最新の動向ー」
座長：柏木征三郎

坂東琢磨

渡邉真治（国立感染症研究所）
河合直樹（日本臨床内科医会）
池松秀之（日本臨床内科医会）

10：30〜11：15
教育講演「白血病治療の現状と今後」
座長：中西忍
松村到（近畿大学）

11：30

11：30〜12：20 ランチョンセミナー1 11：30〜12：20 ランチョンセミナー2 11：30〜12：20 ランチョンセミナー3 11：30〜12：20 ランチョンセミナー4 11：30〜12：20 ランチョンセミナー5 11：30〜12：20 ランチョンセミナー6 11：30〜12：20 ランチョンセミナー7 11：30〜12：20 ランチョンセミナー8
「CKD患者のトータルケアと最近の話題」 「”ダイアコノミア”から考える糖尿病治療」「プライマリーケア医の日常診療における 「糖尿病治療」
「糖尿病治療における時刻と時間」
「最適な2型糖尿病食事療法を目指して」 「SGLT2阻害薬による治療に伴う
「便秘治療の最前線」
座長：有馬秀二
座長：日浦義和
うつ病治療」
座長：北岡治子
座長：南條輝志男
座長：安田浩一郎
体組成変化と代謝の連関」
座長：荒川哲男
12：00 植木彬夫（高村内科クリニック）
猪阪善隆（大阪大学）
細井雅之（大阪市立総合医療センター） 座長：白川治
西村治男（済生会中津病院）
福井道明（京都府立医科大学）
座長：菅原正弘
鳥居明（鳥居内科クリニック）
中村純（北九州病院）
佐々木敬（東京慈恵会医科大学）
12：30
13：00

第5会場

マンハッタン

第6会場

ニューヨーク

12：40〜13：30
会員発表（口演）1

12：40〜13：30
会員発表（口演）2

12：40〜13：30
会員発表（口演）3

12：40〜13：30
会員発表（口演）4

12：40〜13：30
会員発表（口演）5

12：40〜13：30
会員発表（口演）6

12：40〜13：30
会員発表 （ポスター）

13：30

13：40〜16：00
シンポジウム①
14：00 「心不全治療 ー最新医療からiPSそして未来へー」
14：30
15：00

座長：泉岡利於

小林敬司

安村良男（尼崎中央病院）
坂田泰史（大阪大学）
澤芳樹（大阪大学）

13：40〜16：00
シンポジウム②
「大阪発、臨床内科医が支える
地域包括ケアシステム」
座長：黒田研二

中尾正俊（大阪府医師会）
黒田研二（関西大学）
中村正廣（東成区医師会）
辻正純（大阪市東淀川区医師会）
外山学（大阪府内科医会）

15：30
16：00
16：30
17：00

中尾正俊

13：40〜16：00
シンポジウム③
「健康長寿のための高齢者診療」
座長：荻原俊男

楽木宏実

楽木宏実（大阪大学）
山本浩一（大阪大学）
杉本研（大阪大学）
釜江和恵（浅香山病院）
竹屋泰（大阪大学）

13：40〜14：25
教育講演「COPDの現状と対策」
座長：橘克英
郷間巌（堺市立総合医療センター）

13：40〜14：25
検査学スキルアップセミナー④
「日常診療で問題となる心電図」
座長：竺原俊光
松井由美恵（済生会泉尾病院）

14：25〜15：10
検査学スキルアップセミナー⑤
14：40〜15：40
「末梢血液検査：検査所見のフカ読み
産業医研修会③ 生涯・専門
（付加読み・深読み）」 座長：中西忍
「職域における過労死予防と脳心疾患対策」稲葉亨（京都府立医科大学）
座長：中尾治義
廣部一彦（阪神労働衛生コンサルタント） 15：10〜15：55
検査学スキルアップセミナー⑥
「胸部X線写真の診方」
座長：佐々木徳久
栗山啓子（大阪医療センター）

13：40〜14：25
教育講演「臨床内科医が
知っておきたい女性のホルモン療法」
座長：正木初美
若槻明彦（愛知医科大学）
14：25〜15：10
リフレッシュセミナー
「男性更年期外来の現状と展望」
座長：近藤雅彦
石藏文信（大阪大学）

13：40〜16：00
シンポジウム④
「近未来の医療とIT」
座長：髙橋德

谷田貝茂雄

山本隆一（医療情報システム開発センター）
長島公之（栃木県医師会）
鳥越恵治郎（鳥越医院）

15：10〜15：55
リフレッシュセミナー
「浪速のトラブルバスター」
座長：今井真
尾内康彦（大阪府保険医協会）

16：00〜16：30
学会長講演 「会員とともに歩んだ臨床研究の軌跡」 座長：村田秀穂
福田正博（第31回日本臨床内科医学会学会長）
16：30〜18：00
特別鼎談
「iPS細胞の現状とその未来」
司会：福田正博

泉岡利於

17：30 山中伸弥（京都大学iPS研究所）
髙橋政代（理化学研究所）
18：00

18：00〜18：30
セレモニー

18：30
19：00

18：40〜20：30
懇親会

19：30
20：00
20：30
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9

第１会場

第２会場

鳳凰S

8：00

第３会場

鳳凰3

鳳凰２

第４会場

鳳凰1

第7会場

ウイステリア

8：00〜8：50 モーニングセミナー3
「今シーズンのインフルエンザ、肺炎対策」
座長：柏木征三郎
松本哲哉（東京医科大学）

8：30
9：00

9：00〜11：20
シンポジウム⑤
「長寿社会を見据えた
9：30 これからの糖尿病診療」
座長：土井邦紘

福田正博

10：00

土井邦紘（日本臨床内科医会）
福田正博(日本臨床内科医会)
池上博司（近畿大学）
10：30 清野裕（関西電力病院）

9：00〜11：20
シンポジウム⑥
「がん治療最前線」
座長：堀正二

村田秀穗

堀正二（大阪国際がんセンター）
手島昭樹（大阪国際がんセンター）
武田晃司（西日本がん研究機構）

第8会場

アイリス

会期：2017年10月8日
（日） 9日
（月・祝）
会場：ホテルニューオータニ大阪
（〒540-8578 大阪市中央区城見1丁目4-1）
第9会場

カトレア

第10会場

プリムローズ

8:00〜8：50 モーニングセミナー4
「脂質異常症治療の新しい潮流」
座長：志手淳也
山下静也（りんくう総合医療センター）

9：00〜11：20
シンポジウム⑦
「臨床内科医の『在宅看取り』」
座長：梶山徹 外山学
梶山徹（関西電力病院）
進藤喜予（市立東大阪医療センター）
花岡尚樹（あそかビハーラ病院）
谷口さやか（アロー訪問介護ステーション）

9：00〜9：45
教育講演「消化管診療の最前線」
座長：奥正之
樋口和秀（大阪医科大学）
9:45〜10:30
教育講演「Ｃ型肝炎診療の進歩」
座長：樋口徹
竹原徹郎（大阪大学）
10：30〜11：15
教育講演「笑いと医学」
座長：仁科昌久
大平哲也（福島県立医科大学）

11：00

9：00〜10：00
産業医研修会④ 生涯・専門
「職場における禁煙の推進方策」
座長：豊田茂樹
田淵貴大（大阪国際がんセンター）

9：00〜11：20
シンポジウム⑧
「抗凝固療法の表と裏」
座長：竺原俊光

10：10〜11：10
産業医研修会⑤ 生涯・更新
「最近の労働安全衛生法の改正について」
座長：大西洋子
河野公一（関西労働衛生技術センター）

大山恭夫

是恒之宏（大阪医療センター）
坂口学（大阪大学）
梅垣英次（神戸大学）

9：00〜11：20
9：00〜9：45
シンポジウム⑨
教育講演
「急増するIBD患者に対する診断と治療」 「知っているようで知らない便秘と
オシリのはなし」 座長：小林寿治
座長：村野実之 吉田裕彦
佐々木みのり
（大阪肛門科診療所）
平田一郎（大阪中央病院）
小坂正（山川医院）
中村志郎（兵庫医科大学）

11：30

11：30〜12：20 ランチョンセミナー9 11：30〜12：20 ランチョンセミナー10 11：30〜12：20 ランチョンセミナー11 11：30〜12：20 ランチョンセミナー12 11：30〜12：20 ランチョンセミナー13 11：30〜12：20 ランチョンセミナー14 11：30〜12：20 ランチョンセミナー15 11：30〜12：20
座長：竹原徹郎
座長：藤澤智巳
「心不全パンデミック阻止への挑戦」
「インスリン療法のリアルワールドと
「アダリムマブが変えたUCの内科治療」
「糖尿病経口薬の効果と選択」
「呼吸器感染症診療up to date」
「患者への説明義務」
「糖尿病の病型診断における新しい抗GAD抗体
座長：塩島一朗
今後の展望」
座長：飯島英樹
座長：下村伊一郎
座長：館田一博
水島幸子
（水島綜合法律事務所）
測定法の有用性と注意点」
及川洋一
（埼玉医科大学）
12：00 石井均（奈良県立医科大学）
大石充（鹿児島大学）
座長：小杉圭右
吉村直樹（JCHO東京山手メディカルセンター）
宮下修行（川崎医科大学）
「C型肝炎撲滅を目指して」
「新しいグルカゴン測定法の糖尿病診断
前川聡（滋賀医科大学）
日髙勲（山口大学）
への応用の可能性」北村忠弘（群馬大学）
12：30

12:30〜13：30
リフレッシュセミナー
「ミステリー小説と医学」
13：00 座長：桝谷誠三 中尾治義
久坂部羊（作家）
13：30
14：00
14：30

12:30〜13：50
診断力スキルアップ道場③
「“身体所見”から迫る」
座長：外山学 竹中裕昭
川島篤志（市立福知山市民病院）

12:30〜13：50
教育講演「地域包括ケアと
医療者の役割」
座長：中尾正俊
二木立（日本福祉大学）

12:30〜13：50
リフレッシュセミナー
「すべての疲労は脳が原因」
座長：清水惠一郎
梶本修身（大阪市立大学）

ランチョンセミナー16

12：30〜13：30
スポーツ医研修会③
「運動器のスポーツ傷害」
座長：中西忍
小田明彦（畷生会脳神経外科病院）

12：30〜13：30
産業医研修会⑥ 生涯・専門
「職域におけるメンタルヘルスの
現状と対策」
座長：岡部登志男
井上幸紀（大阪市立大学）

13:30〜14:00 特別講演「医師臨床
研修制度の現況と展望」 座長：光井英昭
猿田享男（日本臨床内科医会）
14:00

閉会式

14：00〜15：30
市民公開講座
「楽しくできる認知症とフレイル予防」
座長：外山学
坂根直樹（京都医療センター）

15：00
15：30
16：00
16：30
17：00
17：30
18：00
18：30
19：00
19：30
20：00
20：30
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8

第１会場

鳳凰S

8：00

第３会場

鳳凰3

第４会場

鳳凰２

鳳凰1

第7会場

ウイステリア

8：00〜8：50 モーニングセミナー1
「自然な寛解、回復を目指すうつ病治療」
座長：岡部登志男
出口裕彦（大阪市立大学）

8：30
9：00

第２会場

8：50

開会式

9：00〜10：10
診断力スキルアップ道場①
「”症状”から迫る」
9：30 座長：外山学 佐々木徳久
鈴木富雄（大阪医科大学）
10：00

10：10〜11：20
診断力スキルアップ道場②
10：30 「“病歴”から迫る」
座長：外山学 佐々木徳久
竹村洋典（三重大学）
11：00

9：00〜9：45
教育講演「高齢糖尿病・CKD合併
骨粗鬆症の治療ポイント」
座長：大西洋子
稲葉雅章（大阪市立大学）

9：45〜10：30
教育講演「自動車運転と疾病管理」
座長：竹中裕昭
一杉正仁（滋賀医科大学）
10：30〜11：15
特別講演「新専門医制度の現状と展望」
座長：中尾正俊 光井英昭
松原謙二（日本医師会）

第8会場

アイリス

会期：2017年10月8日
（日） 9日
（月・祝）
会場：ホテルニューオータニ大阪
（〒540-8578 大阪市中央区城見1丁目4-1）
第9会場

カトレア

第10会場

プリムローズ

8：00〜8：50 モーニングセミナー2
「見逃さない！見過ごさない！
糖尿病神経障害」
座長：黒瀬健
出口尚寿（鹿児島大学）
9：00〜9：45
検査学スキルアップセミナー①
「脳神経疾患の画像診断」
座長：北野英基
井上佑一（大阪市立大学）

9：45〜10：30
検査学スキルアップセミナー②
「頸動脈エコーを日常診療に活かす」
座長：正木初美
松尾汎（松尾クリニック）
10：30〜11：15
検査学スキルアップセミナー③
「心臓CT最前線」
座長：竺原俊光
小山靖史（桜橋渡辺病院）

9：00〜9：45
教育講演
「炎症性腸疾患における内視鏡診断」
座長：小林寿治
樫田博史（近畿大学）
9：45〜10：30
教育講演「認知症診療における
かかりつけ医の役割」
座長：野崎京子
數井裕光（大阪大学）

9：00〜10：00
産業医研修会① 生涯・更新
「産業医制度のあり方」
座長：髙橋英治
圓藤吟史（中央労働災害防止協会）

10：10〜11：10
産業医研修会② 生涯・専門
「職業暴露後対策について」
10：30〜11：15
座長：岡本政和
リフレッシュセミナー
「かかりつけ医も
白阪琢磨（大阪医療センター）
知っておきたいアンチエイジング最前線」
座長：三木基子
森下竜一（大阪大学）

9：00〜10：00
スポーツ医研修会①
「骨格筋代謝から見た新しい肥満、
運動スポーツ医学」
座長：村田秀穗
木村穣（関西医科大学）
10：10〜11：10
スポーツ医研修会②
「認知症予防のための運動と食事」
座長：奥正之
藤本繁夫（相愛大学）

9：00〜9：45
教育講演「子宮頸がん予防ワクチン」
座長：松岡均
上田豊（大阪大学）
9：45〜10：30
教育講演「内科診療に役立つ
ステロイド療法のエッセンス」
座長：徳田好勇
笠山宗正（日生病院）

9：00〜11：00
シンポジウム⑩
「インフルエンザ−最新の動向ー」
座長：柏木征三郎

坂東琢磨

渡邉真治（国立感染症研究所）
河合直樹（日本臨床内科医会）
池松秀之（日本臨床内科医会）

10：30〜11：15
教育講演「白血病治療の現状と今後」
座長：中西忍
松村到（近畿大学）

11：30

11：30〜12：20 ランチョンセミナー1 11：30〜12：20 ランチョンセミナー2 11：30〜12：20 ランチョンセミナー3 11：30〜12：20 ランチョンセミナー4 11：30〜12：20 ランチョンセミナー5 11：30〜12：20 ランチョンセミナー6 11：30〜12：20 ランチョンセミナー7 11：30〜12：20 ランチョンセミナー8
「CKD患者のトータルケアと最近の話題」 「”ダイアコノミア”から考える糖尿病治療」「プライマリーケア医の日常診療における 「糖尿病治療」
「糖尿病治療における時刻と時間」
「最適な2型糖尿病食事療法を目指して」 「SGLT2阻害薬による治療に伴う
「便秘治療の最前線」
座長：有馬秀二
座長：日浦義和
うつ病治療」
座長：北岡治子
座長：南條輝志男
座長：安田浩一郎
体組成変化と代謝の連関」
座長：荒川哲男
12：00 植木彬夫（高村内科クリニック）
猪阪善隆（大阪大学）
細井雅之（大阪市立総合医療センター） 座長：白川治
西村治男（済生会中津病院）
福井道明（京都府立医科大学）
座長：菅原正弘
鳥居明（鳥居内科クリニック）
中村純（北九州病院）
佐々木敬（東京慈恵会医科大学）
12：30
13：00

第5会場

マンハッタン

第6会場

ニューヨーク

12：40〜13：30
会員発表（口演）1

12：40〜13：30
会員発表（口演）2

12：40〜13：30
会員発表（口演）3

12：40〜13：30
会員発表（口演）4

12：40〜13：30
会員発表（口演）5

12：40〜13：30
会員発表（口演）6

12：40〜13：30
会員発表 （ポスター）

13：30

13：40〜16：00
シンポジウム①
14：00 「心不全治療 ー最新医療からiPSそして未来へー」
14：30
15：00

座長：泉岡利於

小林敬司

安村良男（尼崎中央病院）
坂田泰史（大阪大学）
澤芳樹（大阪大学）

13：40〜16：00
シンポジウム②
「大阪発、臨床内科医が支える
地域包括ケアシステム」
座長：黒田研二

中尾正俊（大阪府医師会）
黒田研二（関西大学）
中村正廣（東成区医師会）
辻正純（大阪市東淀川区医師会）
外山学（大阪府内科医会）

15：30
16：00
16：30
17：00

中尾正俊

13：40〜16：00
シンポジウム③
「健康長寿のための高齢者診療」
座長：荻原俊男

楽木宏実

楽木宏実（大阪大学）
山本浩一（大阪大学）
杉本研（大阪大学）
釜江和恵（浅香山病院）
竹屋泰（大阪大学）

13：40〜14：25
教育講演「COPDの現状と対策」
座長：橘克英
郷間巌（堺市立総合医療センター）

13：40〜14：25
検査学スキルアップセミナー④
「日常診療で問題となる心電図」
座長：竺原俊光
松井由美恵（済生会泉尾病院）

14：25〜15：10
検査学スキルアップセミナー⑤
14：40〜15：40
「末梢血液検査：検査所見のフカ読み
産業医研修会③ 生涯・専門
（付加読み・深読み）」 座長：中西忍
「職域における過労死予防と脳心疾患対策」稲葉亨（京都府立医科大学）
座長：中尾治義
廣部一彦（阪神労働衛生コンサルタント） 15：10〜15：55
検査学スキルアップセミナー⑥
「胸部X線写真の診方」
座長：佐々木徳久
栗山啓子（大阪医療センター）

13：40〜14：25
教育講演「臨床内科医が
知っておきたい女性のホルモン療法」
座長：正木初美
若槻明彦（愛知医科大学）
14：25〜15：10
リフレッシュセミナー
「男性更年期外来の現状と展望」
座長：近藤雅彦
石藏文信（大阪大学）

13：40〜16：00
シンポジウム④
「近未来の医療とIT」
座長：髙橋德

谷田貝茂雄

山本隆一（医療情報システム開発センター）
長島公之（栃木県医師会）
鳥越恵治郎（鳥越医院）

15：10〜15：55
リフレッシュセミナー
「浪速のトラブルバスター」
座長：今井真
尾内康彦（大阪府保険医協会）

16：00〜16：30
学会長講演 「会員とともに歩んだ臨床研究の軌跡」 座長：村田秀穂
福田正博（第31回日本臨床内科医学会学会長）
16：30〜18：00
特別鼎談
「iPS細胞の現状とその未来」
司会：福田正博

泉岡利於

17：30 山中伸弥（京都大学iPS研究所）
髙橋政代（理化学研究所）
18：00

18：00〜18：30
セレモニー

18：30
19：00

18：40〜20：30
懇親会

19：30
20：00
20：30

2017年6月26日現在

10

第31回日本臨床内科医学会

9

第１会場

第２会場

鳳凰S

8：00

第３会場

鳳凰3

鳳凰２

第４会場

鳳凰1

第7会場

ウイステリア

8：00〜8：50 モーニングセミナー3
「今シーズンのインフルエンザ、肺炎対策」
座長：柏木征三郎
松本哲哉（東京医科大学）

8：30
9：00

9：00〜11：20
シンポジウム⑤
「長寿社会を見据えた
9：30 これからの糖尿病診療」
座長：土井邦紘

福田正博

10：00

土井邦紘（日本臨床内科医会）
福田正博(日本臨床内科医会)
池上博司（近畿大学）
10：30 清野裕（関西電力病院）

9：00〜11：20
シンポジウム⑥
「がん治療最前線」
座長：堀正二

村田秀穗

堀正二（大阪国際がんセンター）
手島昭樹（大阪国際がんセンター）
武田晃司（西日本がん研究機構）

第8会場

アイリス

会期：2017年10月8日
（日） 9日
（月・祝）
会場：ホテルニューオータニ大阪
（〒540-8578 大阪市中央区城見1丁目4-1）
第9会場

カトレア

第10会場

プリムローズ

8:00〜8：50 モーニングセミナー4
「脂質異常症治療の新しい潮流」
座長：志手淳也
山下静也（りんくう総合医療センター）

9：00〜11：20
シンポジウム⑦
「臨床内科医の『在宅看取り』」
座長：梶山徹 外山学
梶山徹（関西電力病院）
進藤喜予（市立東大阪医療センター）
花岡尚樹（あそかビハーラ病院）
谷口さやか（アロー訪問介護ステーション）

9：00〜9：45
教育講演「消化管診療の最前線」
座長：奥正之
樋口和秀（大阪医科大学）
9:45〜10:30
教育講演「Ｃ型肝炎診療の進歩」
座長：樋口徹
竹原徹郎（大阪大学）
10：30〜11：15
教育講演「笑いと医学」
座長：仁科昌久
大平哲也（福島県立医科大学）

11：00

9：00〜10：00
産業医研修会④ 生涯・専門
「職場における禁煙の推進方策」
座長：豊田茂樹
田淵貴大（大阪国際がんセンター）

9：00〜11：20
シンポジウム⑧
「抗凝固療法の表と裏」
座長：竺原俊光

10：10〜11：10
産業医研修会⑤ 生涯・更新
「最近の労働安全衛生法の改正について」
座長：大西洋子
河野公一（関西労働衛生技術センター）

大山恭夫

是恒之宏（大阪医療センター）
坂口学（大阪大学）
梅垣英次（神戸大学）

9：00〜11：20
9：00〜9：45
シンポジウム⑨
教育講演
「急増するIBD患者に対する診断と治療」 「知っているようで知らない便秘と
オシリのはなし」 座長：小林寿治
座長：村野実之 吉田裕彦
佐々木みのり
（大阪肛門科診療所）
平田一郎（大阪中央病院）
小坂正（山川医院）
中村志郎（兵庫医科大学）

11：30

11：30〜12：20 ランチョンセミナー9 11：30〜12：20 ランチョンセミナー10 11：30〜12：20 ランチョンセミナー11 11：30〜12：20 ランチョンセミナー12 11：30〜12：20 ランチョンセミナー13 11：30〜12：20 ランチョンセミナー14 11：30〜12：20 ランチョンセミナー15 11：30〜12：20
座長：竹原徹郎
座長：藤澤智巳
「心不全パンデミック阻止への挑戦」
「インスリン療法のリアルワールドと
「アダリムマブが変えたUCの内科治療」
「糖尿病経口薬の効果と選択」
「呼吸器感染症診療up to date」
「患者への説明義務」
「糖尿病の病型診断における新しい抗GAD抗体
座長：塩島一朗
今後の展望」
座長：飯島英樹
座長：下村伊一郎
座長：館田一博
水島幸子
（水島綜合法律事務所）
測定法の有用性と注意点」
及川洋一
（埼玉医科大学）
12：00 石井均（奈良県立医科大学）
大石充（鹿児島大学）
座長：小杉圭右
吉村直樹（JCHO東京山手メディカルセンター）
宮下修行（川崎医科大学）
「C型肝炎撲滅を目指して」
「新しいグルカゴン測定法の糖尿病診断
前川聡（滋賀医科大学）
日髙勲（山口大学）
への応用の可能性」北村忠弘（群馬大学）
12：30

12:30〜13：30
リフレッシュセミナー
「ミステリー小説と医学」
13：00 座長：桝谷誠三 中尾治義
久坂部羊（作家）
13：30
14：00
14：30

12:30〜13：50
診断力スキルアップ道場③
「“身体所見”から迫る」
座長：外山学 竹中裕昭
川島篤志（市立福知山市民病院）

12:30〜13：50
教育講演「地域包括ケアと
医療者の役割」
座長：中尾正俊
二木立（日本福祉大学）

12:30〜13：50
リフレッシュセミナー
「すべての疲労は脳が原因」
座長：清水惠一郎
梶本修身（大阪市立大学）

ランチョンセミナー16

12：30〜13：30
スポーツ医研修会③
「運動器のスポーツ傷害」
座長：中西忍
小田明彦（畷生会脳神経外科病院）

12：30〜13：30
産業医研修会⑥ 生涯・専門
「職域におけるメンタルヘルスの
現状と対策」
座長：岡部登志男
井上幸紀（大阪市立大学）

13:30〜14:00 特別講演「医師臨床
研修制度の現況と展望」 座長：光井英昭
猿田享男（日本臨床内科医会）
14:00

閉会式

14：00〜15：30
市民公開講座
「楽しくできる認知症とフレイル予防」
座長：外山学
坂根直樹（京都医療センター）

15：00
15：30
16：00
16：30
17：00
17：30
18：00
18：30
19：00
19：30
20：00
20：30
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