
平成30年(2018)10月27日(土)　8：30～　　会場：長崎大学医学部 良順会館

会　長　　： 髙山隼人　ながさき地域医療人材支援センター長、長崎大学病院地域医療支援センター副センター長

8:30 開会の辞
第22回学術集会会長 髙山 隼人

8:35 医療連携Ⅰ
医療連携Ⅰ 座長

金沢大学医薬保健研究域医学系循環救急蘇生科学　教授 稲葉 英夫

O-1 長崎県ドクターヘリ施設間搬送における離島救急医療支援の現状と課題

長崎医療センター　高度救命救急センター 増田 幸子

O-2
日本初の離島ドクターヘリ
〜　奄美ドクターヘリ運行1年間の運航実績とその効果　〜

紋別市休日夜間急病センター 服部 淳一
O-3 隠岐諸島からのドクヘリ要請は、現場要請を今以上に意識すべき

島根県立中央病院 救命救急科 松原 康博

O-4
長崎県上五島病院における超急性期脳梗塞治療
～画像電送システム・ドクターヘリを利用したDrip-Ship治療～

長崎県上五島病院 外科 糸瀬 磨

O-5
離島脳卒中診療における病院前脳卒中ホットラインの効果と離島基幹病
院・本土急性期病院連携超急性期脳梗塞プロトコールを用いた今後の展
望

長崎医療センター 神経内科 大塚 寛朗
9:25 医療連携Ⅱ

医療連携Ⅱ 座長
岩手医科大学附属病院救急科教授 井上義博

O-6
離島中核病院にあたる当院における、高次医療機関への救急搬送の現
状と課題

小豆島中央病院　内科 木下 翼
O-7 へき地離島に対して都市部の救急医が短期応援をする試み

札幌東徳洲会病院　救急科 松田 知倫
O-8 笠岡諸島の救急体制について

倉敷芸術科学大学　生命科学部　健康科学科　救急救命士コース 松村 敬則

O-9
県境仮想医療圏におけるクラウド心電図・画像伝送による広域救急医療
連携

金沢大学医薬保健研究域医学系　循環救急蘇生科学（救急医学） 稲葉 英夫
休憩
10:05 地域枠学生セッションⅠ

地域枠学生セッションⅠ 座長

長崎大学病院総合診療科・
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 地域医療学分野　教授

前田 隆浩

O-10 長崎県宇久島における検診の介入と救急医療の実態
久留米大学　医学部5年 藤吉 りり子

O-11 地域における救急救命
鹿児島大学　医学部医学科３年 中山 大希
鹿児島大学　医学部医学科３年 堀ノ内 萌里

O-12 長崎大学医学部地域枠学生の活動報告会の開催
長崎大学　医学部4年 鋸﨑 翔太

O-13 大分県での地域医療セミナーの経験を通して
大分大学　医学部医学科 地域枠５年次生 後藤　亮

10:45 地域枠学生セッションⅡ
地域枠学生セッションⅡ 座長

総合大雄会病院　救急科 井上 保介

O-14
地域枠学生として地域医療に携わることへの思いと不安
～低学年の立場から～

愛知医科大学　医学部2年 梶浦 知尚

O-15
地域枠学生として地域医療に携わることへの思いと不安
～高学年の立場から～

愛知医科大学　医学部5年 梶浦 美佳
O-16 岩手県内の地域枠で医師になった先生方の現状

岩手医科大学　医学部 佐々木 恵亮
休憩



11:25 特別講演
特別講演 座長

長崎大学病院 地域医療支援センター
ながさき地域医療人材支援センター

髙山 隼人

家庭医療・総合診療が地域で果たす役割

医）北海道家庭医療学センター理事長
 本輪西ファミリークリニック 院長

日本プライマリ・ケア連合学会副理事長
草場 鉄周

12:15 ランチョンセミナー
「学会誌に関して」

帝京大学ちば総合医療センター地域医療学　教授 井上 和男
13:00 総会 
13:10 シンポジウム　　「地域医療の魅力をいかに伝えるか」

シンポジウム 座長

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科
国際島嶼医療学講座　国際離島医療学分野　教授

嶽崎俊郎

和歌山県立医科大学救急集中治療医学講座　教授 加藤 正哉

Ｓ－１
長崎県宇久島での循環器検診と小値賀島での学外施設体験実習を通し
た地域枠学生の教育

久留米大学 地域医療連携講座 足達 寿

Ｓ－２
地域医療の魅力をいかに伝えるか
～長崎県のへき地のチャレンジ～

長崎大学病院　へき地病院再生支援・教育機構 平戸臨床教育拠点 中桶 了太

Ｓ－３
＜奄美プロジェクト＞
奄美大島で各種コースを開催し研修医を呼ぶ試み

鹿児島大学病院 救命救急センター 望月 礼子
Ｓ－４ 竹富島Study

竹富町立竹富診療所 石橋 興介
Ｓ－５ 地域医療の魅力をいかにつたえるか

熊本大学医学部附属病院 地域医療・総合診療実践学寄附講座 佐土原 道人
休憩
14:35 教育
教育 座長

帝京大学ちば総合医療センター地域医療学　教授 井上 和男

O-17
プライマリ・ケアを学ぶことが出来る長崎県離島病院耳鼻科外来研修につ
いて

 長崎大学病院 地域医療支援センター 渡邊 毅

O-18 当院の研修医が1年間に救急外来で診療にあたった妊婦127人の検討

砂川市立病院 臨床研修センター 植村 和平

O-19 竹富島離島研修から地域医療を考える

岩手医科大学付属病院 医師卒後臨床研修センター 寺内 貴廣

O-20 北海道における施設外分娩数と病院前産科救急教育の実態

砂川市立病院　産婦人科 齊藤 良玄
15:10 地域医療Ⅰ

地域医療Ⅰ 座長
島根県立中央病院　救命救急科　医療局次長 松原 康博

O-21 これからの在宅救急と高齢者ケア
岩手県済生会岩泉病院 平泉　宣

O-22 これからの離島・へき地医療を考える

長崎県離島医療医師の会（もくせい会）
離島・へき地医療研究開発部

山口 純子

O-23 当院で緊急心臓カテーテル検査・治療を開始して
上五島病院 内科 井上 重宏

O-24
へき地・離島での災害教育訓練プログラム（Disaster on Remote islands
and areas：DoRia Program）ver1.0のアップデート

札幌東徳洲会病院　救急科 合田 祥悟

O-25
小笠原諸島におけるドメスティック・バイオレンス発生時の対応に関する検
討

青ヶ島村国民健康保険 青ヶ島診療所 納屋　樹
休憩



16:05 地域医療Ⅱ
地域医療Ⅱ 座長

札幌東徳州会病院救急科　センター長 瀧 健治

O-26
人工赤血球(ヘモグロビンベシクル；Hb-V)を遠隔地に備蓄することの有用
性について

旭川医科大学 小児科 東　寛
O-27 超遠隔離島における細菌アンチバイオグラムの作成と活用

小笠原村診療所 臨床検査技師 内藤 咲恵
O-28 救急搬送が必要と考えたC1-INH欠損症に伴う血管性浮腫の1例

小笠原村診療所 耳鼻咽喉科 福村 崇
O-29 北海道における救急救命活動の法的問題

日本医師会 政策研究機構 細谷 辰之
16:40 診療看護師

診療看護師 座長
長崎県上五島病院　院長 八坂 貴宏

O-30
地域包括ケアシステム時代における診療看護師（ NP ）の役割
-末期肝不全患者の在宅診療・看護を経験して感じたこと-

長崎県上五島病院 内科 本田 和也

O-31 急性期総合病院とへき地・離島病院をつなぐ診療看護師 ( JNP ) の役割

長崎医療センター 統括診療部　脳神経外科 森塚 倫也

O-32 山間部の僻地医療拠点病院における診療看護師の役割と課題の検討

高梁市国民健康保険成羽病院 地域医療部 芹田 晃道
17:10 閉会挨拶

第22回学術集会会長 髙山 隼人


