
8月2日（木）　大会前日　会場：東京医科歯科大学
第1会場

M&Dタワー　2階
鈴木章夫記念講堂

第2会場
M&Dタワー　2階

共用講義室1

第3会場
M&Dタワー　2階

共用講義室2

第4会場
3号館　3階

医学科講義室2

第5会場
M&Dタワー　4階
アクティブラーニング教室

第6会場
3号館　18階

保健衛生学科講義室1

第7会場
3号館　20階

大会議室
10:00

11:00

12:00

理事会
（12:30～14:30）

13:00

14:00

15:00

代議員会
（15:00～17:00）16:00

17:00

プレコングレス
ワークショップ１
（17:20～18:50）
人工知能が変える 
医療と医学教育

プレコングレス
ワークショップ2
（17:20～18:50）

医学教育とIR  
～シームレスな医学 
教育のためのIR組織

を目指して～

プレコングレス
ワークショップ3
（17:20～18:50）
医学教育における 
評価:最近の潮流 

（兼：医学教育専門家
更新用講習会）

プレコングレス
ワークショップ4
（17:20～18:50）
医学教育学分野の 

論文のIntroductionの
書き方

18:00

19:00

Welcome Party

【MDタワー 26階 ファカルティラウンジ】
（19:00～20:30）

20:00



8月3日（金）　大会第1日目　 会場：東京医科歯科大学
第1会場

M&Dタワー　2階
鈴木章夫記念講堂

第2会場
M&Dタワー　2階

共用講義室1

第3会場
M&Dタワー　2階

共用講義室2

第4会場
3号館　3階

医学科講義室2

第5会場
M&Dタワー　4階

アクティブラーニング教室

第6会場
3号館　18階

保健衛生学科講義室1

第7会場
3号館　20階

大会議室

ポスター会場1
3号館 2階

旧ロッカー室

ポスター会場2
3号館 2階

医学科講義室1

ポスター会場3
M&Dタワー 26階 
ファカルティラウンジ

ポスター会場4
M&Dタワー 26階

ロビー

ポスター会場5
3号館 6階

医学科学生実習室
企業展示

8:00

ポスター貼付
（8:00～11:00）

開会式（8:50～9:00）
9:00 シンポジウム1

（9:00～10:30）
入学者選抜：これから医学教育を受け，医療
を担うために必要な能力とその評価について
　　　座長：  井上 浩義 

平形 道人
　　　演者：  平形 道人 

大滝 純司 
柴原 真知子 
遠山 一郎 
下山田 芳子

口演01
（9:00～9:40）

コミュニケーション教育1
座長：平尾 見三、佐藤 勝

シンポジウム2
（9:00～10:30）

シムリンピックの教育インパクト
　－4 年間を振り返って－

　　　座長：首藤 太一 
　　　　　　藤崎 和彦 
　　　演者：  西本 幸弘 

伊藤 正洋 
小松 弘幸 
石川 和信

プレナリー01
（9:00～10:30）

卒前教育・カリキュラム
　　座長：森尾 友宏 
　　　　　大久保 由美子 
　　演者：  Sabina Mahmood 

関 安孝 
矢島 知治 
三苫 博 
石木 学 
早稲田 勝久

口演02
（9:00～9:40）

教育支援、ICT活用1
座長：関矢 一郎、西城 卓也

企業展示
（9:00～18:00）

ワークショップ1
（9:30～12:00）
日本医学教育学会の 
10年後を構想する 

ラウンドテーブル討議
　座長：錦織 宏 
　　　　鈴木 康之 
　演者：  大槻 眞嗣 

蓮沼 直子 
淺田 義和 
片岡 裕貴 
飯田 淳子

口演03
（9:50～10:30）

コミュニケーション教育2
座長：横関 博雄、守屋 利佳

口演04
（9:50～10:30）

教育支援、ICT活用2
座長：片岡 竜太、木下 淳博

10:00

シンポジウム3
（10:40～12:10）

臨床実習で学生の能力・ 
資質をいかに評価するのか

　　　座長：森 茂久 
　　　　　　田川 まさみ 
　　　演者：  田川 まさみ 

吉田 素文 
高田 和生 
石川 鎮清 
高村 昭輝

口演05
（10:40～11:20）

コミュニケーション教育・医療安全教育
座長：和佐 勝史、前原 健寿

シンポジウム4
（10:40～12:10）

地域医療教育事例検討 
地域枠と一般学生

　　　座長：藤本 眞一 
　　　　　　岡崎 仁昭 
　　　演者：  前野 哲博 

永田 康浩 
小谷 和彦 
藤本 眞一

　指定発言：河本 慶子

プレナリー02
（10:40～12:10）

卒前教育・学生の行動変容
　　　座長：大川 淳 
　　　　　　植村 和正 
　　　演者：  西屋 克己 

松本 暢平 
松下 毅彦 
野平 知良 
門川 俊明 
小屋松 淳

口演06
（10:40～11:20）

教育技法、PBL、TBL1
座長：荒木 孝二、中野 俊也

11:00

ポスター閲覧
（11:00～17:00）

International 
Session 

（ポスター 1～5）
（11:00～12:00）

口演07
（11:30～12:18）

医学英語
　座長：  森尾 郁子 

Raoul Breugelmans

口演08
（11:30～12:18）

教育技法、PBL、TBL2
　　　座長：  三木 洋一郎 

大久保 憲一
12:00

ランチョンセミナー1
（12:30～13:20）
座長：竹村 洋典　
演者：竹内 崇 　
共催：MSD（株）

ランチョンセミナー2
（12:30～13:20）
座長：杉原 健一
演者：絹笠 祐介

共催：インテュイティブサージカル合同会社

ランチョンセミナー3
（12:30～13:20）
座長：坂本 直哉
演者：是永 匡紹

共催：ギリアド・サイエンシズ（株）

ランチョンセミナー4
（12:30～13:20）
座長：秋田 恵一  　
演者：上園 保仁  　
共催：（株）ツムラ

ランチョンセミナー5
（12:30～13:20）

座長：奈良 信雄 　　　　
演者：小山 勇、石川 和信

共催：（株）京都科学
13:00

総会
（13:30～14:20）

14:00

第1会場中継 第1会場中継

15:00 国際パネルディスカッション
（15:00～15:50）

臨床研修医の評価について
座長：矢野 晴美、及川 沙耶佳 
演者：  Evelyn Wong、金城 紀与史 

青松 棟吉、長崎 一哉

基調講演Ⅰ
（15:20～16:20）

臨床疫学は、日本の臨床医学に 
バランスをもたらす

座長：吉澤 靖之 
演者：福原 俊一

第1会場中継 第1会場中継
ポスター発表

一般演題
（15:35～16:30）
P-01-1～P-01-7 
P-02-1～P-02-7 
P-03-1～P-03-7

ポスター発表
一般演題

（15:35～16:30）
P-04-1～P-04-8 
P-05-1～P-05-8 
P-06-1～P-06-8

ポスター発表
一般演題

（15:35～16:30）

ポスター発表
一般演題

（15:35～16:30）
P-12-1～P-12-5 
P-13-1～P-13-7 
P-14-1～P-14-8

16:00
International Session 

（口演）
（16:00～16:50）

座長：石川 和信、Raoul Breugelmansシンポジウム5
（16:30～18:00）

医師養成に行動科学・社会科学教育を組み込むと
いうこと～改訂版コアカリへの対応を想定して～
　　　座長：和泉 俊一郎 
　　　　　　錦織 宏 
　　　演者：  和泉 俊一郎 

網谷 真理恵 
星野 晋 
平山 陽示 
大磯 義一郎 
樫田 美雄 
錦織 宏

口演09
（16:30～17:10）

入学者選抜・早期体験実習
座長：加賀谷 豊、淺原 弘嗣

ワークショップ2
（16:30～18:00）

アクティブ・ラーニングを用いた
模擬授業、体験ワークショップ

座長：泉 美貴　　 
　　　三木 洋一郎 
演者：小林 直人　 
　　　鯉淵 典之　 
　　　三木 洋一郎 
　　　太田 啓介　 
　　　神代 龍吉　

口演10
（16:30～17:10）

地域医療教育1
座長：河原 和夫、鈴木 富雄

口演11
（16:30～17:10）

生涯教育、男女共同参画
座長：中村 桂子、中村 真理子日韓医学教育学会交流招請講演

（16:50～17:50）
社会的説明責任に無関心な医学生たちをどのように教育

するのか？－人工知能時代の医学教育への提言－
　　座長：大久保 由美子 
　　演者：Woo Taek Jeon

17:00

ポスター撤去
（17:00～18:00）

口演12
（17:20～18:00）

学生指導
座長：佐藤 洋一、藍 真澄

口演13
（17:20～18:00）

地域医療教育2
座長：鈴木 利哉、竹村 洋典

口演14
（17:20～18:00）

カリキュラム、研究者養成
座長：杉原 泉、梅村 和夫表彰式

18:00

会員懇親会
東京ガーデンパレス　２階「高千穂」

（18:30～20:00）
19:00

20:00
ユニットの会

（20:00～21:00）

大会長講演
（14:30～15:10）

「知と癒しの匠」を育てる 
医科歯科大学の試み 

－世界に冠たる医療系 
総合大学を目指して

座長：鈴木 康之 
演者：吉澤 靖之

P-07-1～P-07-8 
P-08-1～P-08-5 
P-09-1～P-09-6 
P-10-1～P-10-9 
P-11-1～P-11-8



8月4日（土）　大会第2日目　 会場：東京医科歯科大学
第1会場

M&Dタワー　2階
鈴木章夫記念講堂

第2会場
M&Dタワー　2階

共用講義室1

第3会場
M&Dタワー　2階

共用講義室2

第4会場
3号館　3階

医学科講義室2

第5会場
M&Dタワー　4階

アクティブラーニング教室

第6会場
3号館　18階

保健衛生学科講義室1

第7会場
3号館　20階

大会議室

ポスター会場1
3号館 2階

旧ロッカー室

ポスター会場2
3号館 2階

医学科講義室1

ポスター会場3
M&Dタワー 26階 
ファカルティラウンジ

ポスター会場4
M&Dタワー 26階

ロビー

ポスター会場5
3号館 6階

医学科学生実習室
企業展示

8:00 モーニングセミナー1
（8:00～8:50）
座長：渡辺 守　
演者：鈴木 秀和

共催：武田薬品工業（株）

モーニングセミナー2
（8:00～8:50）

座長：田中 雄二郎
演者：金井 隆典　

共催：ミヤリサン製薬（株）

特別企画
（8:00～8:50）
座長：藤崎 和彦

演者：  藤崎 和彦、田川 まさみ、 
錦織 宏、守屋 利佳

ポスター貼付
（8:00～11:00）

企業展示
（8:00～17:00）

9:00 招請講演Ⅰ
（9:00～9:40）

ゼロから手作りのモデル・コア・カリキュラム
　　 座長：田中 雄二郎 
　　 演者：佐藤 達夫

口演15
（9:00～9:40）

学生アンケート調査
座長：平出 敦、畑 裕

口演16
（9:00～9:32）

専門医教育
座長：内田 信一、長谷 敦子

プレナリー03
（9:00～10:30）

学生評価
　　　座長：北村 聖 
　　　　　　北川 昌伸 
　　　演者：  宮本 修 

中村 廣繁 
堀田 晶子 
森本 剛 
原 怜史 
孫 大輔

口演17
（9:00～9:32）

臨床実習1
座長：東田 修二、前野 哲博

シンポジウム6
（9:00～10:30）
医師育成のための 

初期臨床研修の在り方 
～平成32年度の見直しに向けて～
　　　座長：高橋 弘明 
　　　　　　小西 靖彦 
　　　演者：  岡部 渉 

石原 慎 
清水 貴子

口演18
（9:40～10:28）

臨床研修1
座長：高田 清式、朝蔭 孝宏

口演19
（9:40～10:20）

臨床実習2
座長：大槻 眞嗣、重光 秀信

口演20
（9:50～10:38）

卒前教育
座長：神奈木 真理、前野 貴美

10:00

Special International 
Symposium

（10:00～12:00）
From Zero～新しいカリキュラム

作成について
 　　座長：奈良 信雄、高田 和生 
 　　演者：赤津　晴子 
 　　　　　Robert K. Kamei 
 　　　　　H. Thomas Aretz 
 特別発言：Prasit Watanapa

口演21
（10:30～11:02）

臨床実習3
座長：山岡 昇司、新藤 光郎

口演22
（10:35～11:15）

臨床研修2
座長：大野 京子、大谷 晃司

シンポジウム7
（10:40～12:10）

医療プロフェッションの 
キャリア教育を考える

　　　座長：和泉 俊一郎 
　　　　　　清水 貴子 
　　　演者：  野村 英樹 

蓮沼 直子 
榊原 秀也 
賀來 敦

口演23
（10:45～11:25）

教育研究・漢方医学教育
座長：内田 篤治郎、藤田 博一

プレナリー04
（10:50～11:35）

多職種連携・SP参加型教育

11:00

ポスター閲覧
（11:00～16:00）

口演24
（11:10～11:58）

SP・臨床実習後OSCE
座長：城之園 学、立石 宇貴秀

口演25
（11:25～12:13）

臨床研修3
座長：下 正宗、堤 剛

口演26
（11:35～12:15）

教育研究
座長：廣井 直樹、藤原 武男12:00

ランチョンセミナー6
（12:30～13:20）
座長：木下 淳博
演者：清野 正樹

共催：パナソニック（株）

ランチョンセミナー7
（12:30～13:20）
座長：榎本 信幸
演者：松本 晶博

共催：ギリアド・サイエンシズ（株）

ランチョンセミナー8
（12:30～13:20）

座長：田妻 進
演者：宮森 大輔、池田 晃太朗

共催：エルゼビア・ジャパン（株）

ランチョンセミナー9
（12:30～13:20）
座長：久保田 一徳
演者：橋本 正弘　
共催：富士通（株）

ランチョンセミナー10
（12:30～13:20）

座長：朝比奈 靖浩　　　
演者：伊藤 敬義　　　　
共催：アッヴィ合同会社

13:00

ポスター発表
一般演題

（13:35～14:30）
P-15-1～P-15-8 
P-16-1～P-16-6 
P-17-1～P-17-8

ポスター発表
一般演題

（13:35～14:30）
P-18-1～P-18-7 
P-19-1～P-19-9 
P-20-1～P-20-9

ポスター発表
一般演題

（13:35～14:30）

ポスター発表
一般演題

（13:35～14:30）
P-26-1～P-26-8 
P-27-1～P-27-5

招請講演Ⅱ
（13:40～14:40）

“You are doing what to the Duke 
Curriculum?” Lessons Learned 
from Duke-NUS TeamLEAD

　　座長：伴 信太郎 
　　演者：Robert K. Kamei

受賞者講演
（13:40～14:30）
座長：鈴木 康之

ポスター発表
学生セッション

（13:40～14:30）
14:00

口演27
（14:30～15:10）

シミュレーション教育1
座長：根本 繁、藤倉 輝道

ワークショップ3
（14:30～15：30）

キャリア・カフェ
座長：蓮沼 直子、賀来 敦

口演28
（14:30～15:18）

多職種連携教育（IPE）1
座長：朝比奈 真由美、三宅 智

パネルディスカッション1
（14:30～16:00）

医療専門職教育における利益相反に
ついての考え方に関する報告書作成
　　　座長：宮田 靖志 
　　　　　　大滝 純司 
　　　演者：  宮田 靖志 

伊藤 俊之 
向原 圭 
森本 剛

プレナリー05
（14:45～15:45）

研修医評価・キャリア
 座長：宮坂 尚幸、福島 統 
 演者：  滋賀 健介、内田 康太郎 

後藤 理英子、松本 正俊

15:00 基調講演Ⅱ
（15:00～16:00）

基礎研究医養成のための 
医学教育

座長：淺原 弘嗣 
演者：水島 昇　

口演29
（15:20～16:00）

シミュレーション教育2
座長：石井 誠一、田中 真二

口演30
（15:25～16:13）

多職種連携教育（IPE）2
座長：本田 彰子、熊倉 俊一

ワークショップ4
（15:50～17:20）

Residents as Teachers ワークショップ 
～レクチャーのレクチャー～

　　　 座長：橋本 忠幸 
　　　 　　　菊川 誠 
ファシリテーター：  田中 淳一 

小坂 鎮太郎 
金澤 剛志 
小杉 俊介 
徳増 一樹 
長野 広之

プレナリー06
（15:55～16:55）
教員評価・生涯教育

　座長：山脇 正永、植竹 宏之 
　演者：  松本 暢平、川浦 孝之 

大城 絢子、中西 淑美

16:00
ワークショップ5
（16:00～17:30）
医学教育研究の基本を 
学ぶワークショップ

 座長：大滝 純司 
 演者：  石川 ひろの 

伊藤 俊之 
大生 定義 
尾原 晴雄 
武田 裕子 
向原 圭

ポスター撤去
（16:00～17:00）

パネルディスカッション2
（16:10～17:40）

卒前・卒後に継続的なプロフェッ
ショナリズム教育を組み込む

　　　座長：宮田 靖志 
　　　　　　野村 英樹 
　　　演者：  宮田 靖志 

朝比奈 真由美 
片岡 仁美 
臺野 巧 
岡田 唯男

口演31
（16:10～16:58）

シミュレーション教育3
座長：赤木 美智男、田邉 稔

パネルディスカッション3
（16:10～17:40）

みんなで作る日本版MedEdPORTAL  
ー「MEAL-J」をめざして

　　座長：丹羽 雅之 
　　　　　菅沼 太陽 
　　演者：  瀬尾 宏美 

鶴田 潤 
Raoul Breugelmans 
椎橋 実智男

口演32
（16:20～16:52）

多職種連携教育（IPE）3
座長：杉本 なおみ、中川 美奈

17:00

閉会式

18:00

19:00

20:00

VSLO スピーチ
（12:00～12:15）

Visiting Student Learning 
Opportunities:  

What is the Global Network and 
How Does it Work?

座長：高田 和生 
演者：Shanaz Sulejmanovic

　　座長：長谷川 仁志 
　　　　　吉村 亮一 
　　演者：  朝比奈 真由美 

則武 加奈子 
阿部 恵子

：同時通訳

P-21-1～P-21-8 
P-22-1～P-22-9 
P-23-1～P-23-7 
P-24-1～P-24-8 
P-25-1～P-25-8

SP-01-1～SP-01-7 
SP-02-1～SP-02-7 
SP-03-1～SP-03-8 
SP-04-1～SP-04-6 
SP-05-1～SP-05-7 
SP-06-1～SP-06-7 
SP-07-1～SP-07-8



8月5日（日）　大会第3日目　会場：東京医科歯科大学
第1会場

M&Dタワー　2階　鈴木章夫記念講堂

9:00

記念シンポジウム「医学教育：過去、現在、そして未来へ」
（9:30～13:00）

9:30～9:45 開会挨拶  鈴木康之（岐阜大学、日本医学教育学会 理事長）
 祝電（寄稿）の披露 小西靖彦（京都大学、日本医学教育学会 副理事長）
9:45～11:45 記念シンポジウム「医学教育:過去、現在、そして未来へ」
  座長 福島　統（東京慈恵会医科大学、日本医学教育学会 副理事長）
　（１）医学教育の歴史  福島　統（東京慈恵会医科大学、日本医学教育学会 副理事長）
　（２）社会の変化と医療  磯野真穂（国際医療福祉大学）
　（３）世界の医学教育の流れ  武田裕子（順天堂大学、日本医学教育学会 理事）
　（４）これからの医師の役割  伴信太郎（愛知医科大学、日本医学教育学会 監事）
11:45～13:00 総合討論「日本医学教育学会の進むべき道」　
   鈴木康之（岐阜大学、日本医学教育学会 理事長）
 指定発言  錦織　宏（京都大学、日本医学教育学会 代議員）
 総合討論
13:00 閉　会

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00


