
ごあいさつ 

  来る平成３０年４月１５日（日）、第 35 回日臨内総会を京都ホテル・オー

クラで開催させて頂きます。 

  先ず総会を午前１０時から同上ホテル４F 曉雲の間で開始させて頂きます。

会長を始めご来賓にご挨拶を頂き、次いで総会議事とご審議を頂き、午前 11 時

３０分までに終了の後、正午からランチョンセミナー を、①糖尿病関連 ②

B,C 型肝炎関連 ③UUI（切迫尿失禁)関連の３つのテーマで, いずれも最新

の内容でセミナーを開催させて頂きます。 

そして午後１時半から本総会の肝である特別講演２演題を開催させて頂

きます。先ず特別講演１として京都府医師会の北川 副会長に、「超高齢社会

に備える！ かかりつけ医と在宅医療」と題し、先進的に取り組んでおられる

「京都における在宅医療の構想と実態」についてご講演頂き、次いで特別講演

２として日本専門医機構の吉村 理事長に、「新たな専門医制度の現状と課題」

と題し、目下一番衆目を浴びています第１９番目基本領域専門医の「総合診療

専門医制度」についても、詳細なご講演頂きます。 

  所で、総会は古都・京都での開催でございますので、是非「日本の古（い

にしえ）」をご満喫頂きたいと思います。例えば残念ですが総会の当日頃は、染

井吉野の見ごろは多分過ぎていると思います。しかし兼好法師でお馴染みの仁

和寺では、江戸時代の儒学者・貝原益軒もめでた遅咲きの御室桜が満開だと思



います。また隣にあります細川勝元が１４５０年開基した龍安寺にも足を延ば

して頂き、あの「虎の子渡し」の石庭をじっくり鑑賞され、方丈に坐し、瞑想

でもして頂ければと思います。 

さて、京都の宿泊環境は多少改善したとは言え、Inbound の関係がありま

すので、是非早い目のご対応をお願いいたします。 

それでは、皆様方のご来駕を心よりお待ち申し上げております。 

第３５回日臨内総会会頭 垣内 孟 



垣内 孟会頭 平成30年４月１5日（日）日時
〒604-8558　京都市中京区河原町御池
TEL：075-211-5111

京都ホテルオークラ会場

1. 開会の辞 日本臨床内科医会常任理事 神津 仁
2. 会頭挨拶 第35回日本臨床内科医会総会会頭 垣内 孟
3. 会長挨拶 日本臨床内科医会会長 猿田 享男
4. 御来賓挨拶 日本医師会会長 横倉 義武 先生

第115回日本内科学会総会・講演会会長 河野 修興 先生
京都府医師会会長 松井 道宣 先生

総 会 10：00～11：30

5. 総会議事 6. 閉会の辞

懇親会 15：45～17：00

京都内科医会：京都市中京区西ノ京東栂尾町６（京都府医師会館）
TEL：075-354-6105　Eメール：fhirose-j@kyoto.med.or.jp連絡先

共催 日本臨床内科医会／京都府医師会

特別講演Ⅰ 13：30～14：30

特別講演Ⅱ 14：30～15：30

演題：超高齢社会に備える！ かかりつけ医と在宅医療
―京都での取組み―

座長：京都内科医会名誉会長 垣内 孟
演者：京都府医師会副会長 北川 靖 先生

演題：新たな専門医制度の現状と課題
座長：日本臨床内科医会会長 猿田 享男
演者：一般社団法人日本専門医機構理事長 吉村 博邦 先生

会場：京都ホテルオークラ　３階　翠雲

総会参加費：10,000円（懇親会費含む）

ランチョンセミナー 12：00～13：00

日本臨床内科医会総会
京都

※春、桜の京都は混み合います。宿泊の先生がたには早めのご予約をお勧めいたします。

東寺

京都ホテルオークラ…・ＪＲ「京都駅」から地下鉄烏丸線「烏丸御池駅」乗換　地下鉄東西線「京都市役所前駅」直結／・ＪＲ「京都駅」からタクシーで約１５分
・名神「京都東Ｉ．Ｃ」から車で約２０分、「京都南Ｉ．Ｃ」から車で約３０分／・関西国際空港から車で約１２０分／・伊丹空港から車で約70分

演題：サルコペニアの予防も見据えた糖尿病治療
座長：京都内科医会会長 木谷輝夫
演者：京都府立医科大学大学院医学研究科 

内分泌・代謝内科学 教授 福井道明 先生

セミナーⅠ

演題1：C型肝炎治療最前線
―実臨床と肝炎撲滅を目指した患者掘り起しについて―

座長：日本臨床内科医会常任理事 宮川政昭

演者：福井県済生会病院 内科主任部長・肝疾患センター長 野ツ俣和夫 先生
演題2：B型肝炎治療におけるかかりつけ医と

肝臓専門医の病診連携の重要性
演者：くまもと森都総合病院 理事長・院長 藤山重俊 先生

セミナーⅡ

演題：UUI（切迫性尿失禁）
―私のコミュニケーション術―

座長：日本臨床内科医会副会長 菅原正弘
演者：日本大学医学部泌尿器科学系 泌尿器科学分野 主任教授 高橋 悟 先生

セミナーⅢ



  
第３５回  日本臨床内科医会総会 

             会頭：垣内 孟（京都内科医会 名誉会長） 

         会場：京都ホテルオークラ 

京都市中京区河原町御池 TEL 075-211-5111（代表） 
 

------------------------  平成３０年４月１４日(土)  ------------------------ 
 

＜理事会・代議員会・各班委員会＞  

1. 理事会 会議室：3Ｆ 光舞 17：00～17：50 

2. 代議員会 会議室：3Ｆ 翠雲 18：00～19：20 

3. 各種委員会 学術部合同委員会 会議室：3Ｆ 光舞 19：30～21：30 

    座談会(Ⅰ) 会議室：5Ｆ 亀Ａ （未定） 

座談会(Ⅱ) 会議室：5Ｆ 亀Ｂ （未定） 

医療・介護保険委員会 会議室：5Ｆ 竹 19：30～21：30 

公益事業委員会 会議室：5Ｆ 鶴 19：30～20：30 

会員増強委員会 会議室：5Ｆ 松 19：30～21：30 

日臨内保険審査委員会 会議室：4Ｆ ルイ 19：30～21：30 

 

------------------------  平成３０年４月１５日(日)  ------------------------ 
 

＊早朝常任理事会    ３Ｆ 光舞南 ９：00～9：50 
                                                   

＜総会＞   ４Ｆ 暁雲   10：00～11:30 

1. 開会の辞 日本臨床内科医会常任理事 神津 仁     

2. 会頭挨拶 第３５回日本臨床内科医会総会会頭     垣内 孟 

3. 会長挨拶 日本臨床内科医会会長 猿田 享男 

4. 御来賓挨拶 日本医師会会長 横倉 義武 先生 

 第 115 回日本内科学会総会・講演会会長     河野 修興 先生 

 京都府医師会会長 松井 道宣 先生 

5. 総会議事 

① 代議員会報告 ③ 表彰式（地域医療功労者） 

② 各部会・委員会報告 ④ その他 

6. 閉会の辞 
 

＜ランチョンセミナー＞ 12：00～13：00 

セミナーⅠ       ４Ｆ 暁雲    12：00～13：00 

座長：京都内科医会会長 木谷 輝夫 

演題：「サルコペニアの予防も見据えた糖尿病治療」 

演者：京都府立医科大学大学院医学研究科 内分泌・代謝内科学 教授  福井 道明 先生 

  
 

セミナーⅡ                   ３Ｆ 翠雲北  12：00～13：00 

座長：日本臨床内科医会常任理事   宮川 政昭 

演題１：「Ｃ型肝炎治療最前線 ―実臨床と肝炎撲滅を目指した患者掘り起しについてー」 

演者  ：福井県済生会病院 内科主任部長・肝疾患センター長  野ツ俣 和夫先生 

演題２：「Ｂ型肝炎治療におけるかかりつけ医と肝臓専門医の病診連携の重要性」 

演者  ：くまもと森都総合病院 理事長・院長  藤山 重俊先生 

           
 

セミナーⅢ                   ３Ｆ 翠雲南  12：00～13：00 

座長：日本臨床内科医会副会長  菅原 正弘 

演題：「ＵＵＩ（切迫性尿失禁） ―私のコミュニケーション術―」 

演者：日本大学医学部泌尿器科学系泌尿器科学分野 主任教授  高橋 悟先生 

                 
＊日本医師会生涯教育制度（セミナーⅠ･Ⅱ･Ⅲ共通）：カリキュラムコード １，7 各 0.5 単位 



 

＜特別講演Ⅰ＞   ４Ｆ 暁雲  13：30～14：30 

座長：京都内科医会名誉会長  垣内 孟  

演題：「超高齢社会に備える！ かかりつけ医と在宅医療 ―京都での取組みー」     

    演者：京都府医師会 副会長  北川 靖先生  
＊日本医師会生涯教育制度 カリキュラムコード：13，80 各 0.5 単位 

 

＜特別講演Ⅱ＞ ４Ｆ 暁雲  14：30～15：30 

座長：日本臨床内科医会会長  猿田 享男  

    演題：「新たな専門医制度の現状と課題」                          

演者：一般社団法人日本専門医機構 理事長  吉村 博邦先生 
＊日本医師会生涯教育制度 カリキュラムコード：6，9 各 0.5 単位 

 

＜懇親会＞        3Ｆ 翠雲   15：45～17：00 

 

総会参加費 10.000 円(懇親会費含む) 

 

＊日本臨床内科医会 専門医・認定医制度 20 単位 出席件数１件 
＊日本医師会生涯教育制度 3 単位 (１，６，７，９，１３，８０) 
＊日本内科学会認定総合内科専門医資格更新講座 2 単位 （申請中） 

 

 共催   日本臨床内科医会 

 京 都 府 医 師 会 

 

 

第 35 回日本臨床内科医会総会連絡先 

事務局：〒604-8585 京都市中京区西ノ京東栂尾町 6 

           京都内科医会 

           TEL 075-354-6105   FAX 075-354-6097 

 


