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「第 30 回日本医学会総会 2019 中部」 
の学術プログラム構成に関するアンケートについて

「第 30 回日本医学会総会 2019 中部」会頭等より、学術プログラムに関するアンケートの

依頼がありました。日本医学会総会は 4 年毎に開催され、次回は 2019 年に名古屋市で開催

されます。日本医学会総会は一般市民への啓蒙活動や複数学会を横断的にとらえるプログ

ラムも企画されます。

 今回、総会側より、別紙資料の形で、学術プログラムの具体的な内容についてのアンケ

ートが送られて来ました。

 会員の皆様におかれましては、別添資料をお読みの上、医学会総会にふさわしいと考え

られるテーマやセッションの企画案がありましたら、メールで下記アドレス宛に、6 月 30
日（木）までにお送りいただけたらと思います。

皆様のご意見をもとに、学術委員会で検討し、医学会総会に回答したいと思います。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

締切：2016 年 6 月 30 日（木） 
アンケート送付アドレス：kaiin@jspnm.org 

別添資料：第 30 回日本医学会総会 
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「第 30 回日本医学会総会 2019 中部」の学術プログラム構成に関するアンケートのお願い 

入梅の候，皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます．

さて，第 30 回日本医学会総会 2019 中部が，2019 年 4 月 27 日（土）から 4 月 29 日（月，

祝）に名古屋市で開催される予定です．

別紙「基本構想」にありますように，メインテーマは「医学と医療の深化と広がり~健康

長寿社会の実現を目指して」としました．具体的には、「医学と医療の新展開」，「社会とと

もに生きる医療」，「医療人の教育と生き方」，「グローバル化する日本の医療」の４つの柱

を設けました．それぞれの柱に 5 つほどのテーマを（計 20 程度），さらにそれぞれのテー

マに 4 つほどのセッション（計 80 程度）を想定しています． 
医学会総会は臨床医学，基礎医学，社会医学、環境医学などあらゆる分野の医療従事者

を対象とする日本最大の学術集会であり、一般市民への啓蒙・教育活動も一部担っていま

す．単一学会では課題に対する専門性の高い細やかな議論がその魅力ですが，逆に単一学

会では取り上げにくい他分野・領域との職種を超えた横断的な議論が医学会総会では可能

です．多くの方が興味をもって聴講できる内容を目標に努力したいと考えております．

先般、日本医学会のあり方委員会では、医師会･各分科会に医学会総会のあり方全般につ

いてのアンケートを実施いたしました。これから、このアンケートを基に議論をまとめ上

げることになろうかと存じます。一方、「第 30 回日本医学会総会 2019 中部」は 3 年後に迫

っております。したがって、今回は学術プログラムの具体的な内容に限って、アンケート

をお願いする次第です。学術プログラム構成は医学会総会の根幹を成しますので，多くの

方々から貴重なご意見をいただければ幸甚に存じます．3 年後の医学会総会にとりあげるの

に相応しい，テーマやセッションをご提案いただけませんでしょうか．また、その他プロ

グラム作成上留意すべき点，ご提案やご要望がございましたら，あわせてご教示いただけ

れば幸いです。

ご多忙の折とは存じますが，誠に勝手ながら 2016 年 7 月末日までに以下のアンケートに

ご回答くださいますようよろしくお願い申し上げます．

2016 年 6 月吉日 

第 30 回日本医学会総会 2019 中部 会頭  齋藤英彦

準備委員長  高橋雅英

プログラム委員長  門松健治

【別添資料】



学術プログラムに関するアンケート 
 
１．テーマやセッションをお書きください． 
もしよろしければ，その理由もお書きください． 
 
           テーマ           理由 
①  
 
 
 
②  
 
 
 
③  
 
 
 
２．「第 30 回日本医学会総会 2019 中部」への要望事項 
 
 
 
 
３．単位取得へのご協力 
（貴団体の資格取得・維持に関係する取得単位などのうち，医学会総会のセッションなど

に賦与できるものがあれば，是非ともご検討ください．プログラムに反映させるように努

めてまいります．下欄にその内容や要望をご記入ください．） 
 
 
 
 
どうもありがとうございました．アンケートの回答は、誠に勝手ながら 2016 年 7 月末日ま

でに、下記まで e-mail にてお願いいたします． 
第 30 回日本医学会総会 2019 中部 組織委員会事務局長 青山正晴 
E-mail: isoukai-jim@med.nagoya-u.ac.jp 
Tel: 052-744-2515 



「第 30 回日本医学会総会 2019 中部」基本構想   2015.11.5 版 
 
 2019 年（平成 31 年）、日本の医学・医療はどう変貌を遂げているだろうか。

再生医療、遺伝子医療などの先端医療はすでに日常診療の中へ組み込まれつつ

あり、人工知能、医療用ロボットなどの最新医療機器は開発と普及が進み、遺

伝情報に基づく治療選択はさらに拡大しているだろう。一方、超高齢・人口減

少社会に対応できるよう社会保険制度を改良し、人生の最終段階における医療

に対応できるよう医療社会環境を整備しなくてはならない。医学は進歩し、医

療は生きている。それには生涯を通じた医療者教育、価値観を踏まえた各医療

者の適正配置、多職種による連携がますます重要になることに加え、一般市民

への教育、一般市民からの協力も欠かせない。さらに、グローバル化する日本

の医療を踏まえ、「第 30 回日本医学会総会 2019 中部」ではこれまでの日本医学

会総会であまり取り上げてこなかった国際的なテーマにも取り組むこととした。 
 
1. 医学と医療の新展開 
 我が国の基礎医学研究は世界に誇るレベルにあり、同じく世界最先端を行く

科学技術と融合させることで、例えば人工知能、医療用ロボット、イメージン

グなどに代表される医療技術革新において世界をリードすることが可能と思わ

れる。我が国の高い技術力や製品開発力、とりわけ中部にとってはものづくり

を基盤とした強い国際競争力を存分に発揮する格好の機会となろう。また折し

も我が国では日本医療研究開発機構（AMED）が設立され、産・官・学を挙げ

て再生医療やゲノム医療といった先端医療開発に取り組んでいるところである。

本医学会総会ではこれら医学・医療に関する最新情報を医療関係者や一般市民

が共有する場を提供したい。 
 ヒトゲノム情報の解読に続いて、遺伝子多型と疾患罹患性・薬剤感受性との

相関が精力的に解析されてきた。今後は precision medicine、すなわち精密な診

断法に基づいて患者を個別化し、個々の患者に最適化した治療法を確立する方

向へ医療は進化していくものと思われる。そのためには、分子診断の精度向上、

疾患登録・管理の徹底、バイオバンクの充実、ビッグデータの解析などの準備

をしっかりと進めていく必要がある。特にがん、難病、認知症などの領域は重

要であろう。これらの課題について十分に議論したい。 
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2. 社会とともに生きる医療 
 2025 年、団塊の世代が後期高齢者（75 歳以上）となり、医療給付費と介護給

付費を合わせて 70 兆円を超えると試算されている。健康長寿社会の形成に向け

て、世界に誇る我が国の国民皆保険制度をどう維持していくか、介護保険制度

をどう構築していくか、いち早く答えを見つけなければならない。一方、国民

それぞれが最期の時をどのように迎えるのか、即ち人生の最終段階における医

療のあり方も日頃から考えておかなければならない。これら超高齢化社会の抱

える諸問題を解決するため、緩和医療、在宅医療、チーム医療、予防医療、生

活支援、健康増進、患者会活動、ボランティア活動といったさまざまな視点か

ら、医療者と一般市民が共に知恵を絞る必要がある。 
 医療・介護・福祉といった分野はマンパワーによって成り立つところが大き

い。それ故に、少子化も同時に進行する我が国では、例えば ICT（information 
and communication technology）を活用した医療ネットワークの整備、携帯可

能な小型医療機器の開発、介護ロボットの導入など、人的省力化を進めつつ安

全性をより高めた医療・介護・福祉を提供していくことも必要だろう。超高齢・

人口減少社会における新しい医療の在り方について国際化を含めて議論を深め

たい。 
 
3. 医療人の教育と生き方 
 大学は特徴ある教育、研究を遂行し、様々な分野において活躍する人材育成

が期待されている。国立大学においては今後「世界最高水準の教育研究」「特定

の分野で世界的な教育研究」「地域活性化の中核」の 3 グループに分類されてい

くという。国立大学等への運営費交付金や私立大学への経常費補助金が年々減

額されていく中、今後の大学・大学院における教育、研究はどうあるべきか。

医学部も例外ではなく改革が求められている。また開業医・勤務医・専門医・

総合医・研究医・研修医・産業医のそれぞれをどう育成し、医師偏在をなくす

か、女性医師・シニア医師の活躍の場をどう広げるか、多様化していくワーキ

ングスタイルにどう対応していくかについても良く考える必要がある。 
 医学会総会は、例えば内科医と外科医、臨床医と基礎医学者、病院勤務医と

家庭医など、多様な場で活躍する医師が時間を共有する中で、それぞれの専門

領域を超えた知識を得る貴重な機会である。そのような生涯学習の場の提供が

医学会総会の重要な役割のひとつであると考えている。また医療は医師だけで
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は成り立たない。看護師、薬剤師、検査技師、放射線技師、理学療法士など医

療専門職の育成と同時に、医療従事者間の協力・連関による超高齢社会にふさ

わしい医療環境をどう作り上げていくかということも重要な課題である。医学

会総会の場で多職種による議論が期待される。 
 
4. グローバル化する日本の医療 
 日本医学会総会ではこれまで国際的なテーマをあまり大きくは取り上げてこ

なかった。しかし訪日外国客は年々増加し、2014 年は全世界から 1300 万人、

特にアジアからは 1000 万人が訪日した。国際的な経済連携は一層進み、世界、

取り分けアジア諸国との人的、物的、制度的交流はより深くなり、日本の医療

の国際貢献のあり方が問われるだろう。同時に、今後益々グローバル化してい

く我が国において国民皆保険制度（universal health coverage）を守りつつ医療

をさらにどう活性化していくのか、社会とともに幅広く議論してゆくことが期

待される。 
 日本の新しい医療技術や医療機材を世界に発信することは、国の重要な施策

のひとつである。したがって世界に通用する医療産業と医療人の育成は医学会

にとって重要な課題であり、「第 30 回日本医学会総会 2019 中部」の基本的な柱

のひとつとして取り組みたい。 
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第30回 ⽇本医学会総会 2019 中部
医学と医療の深化と広がり－健康⻑寿社会の実現をめざして－

病態の解明が進み、先端
医療が⽇常診療の中へ組
み込まれ、最新医療機器
の開発と普及が進むこと
で、治療選択はさらに拡
⼤していくだろう

超⾼齢・⼈⼝減少社会に
適応するため、ICTの活
⽤などにより、⼈的省⼒
化を進めかつ安全性をよ
り⾼めた医療・介護・福
祉を整備する必要がある

⼤学・⼤学院における教育・
研究はどうあるべきか、多
様化するワーキングスタイ
ルにどう対応するか、多職
種による連携をどう強化す
るか議論を深める

アジアを中⼼とした諸外
国との⼈的・物的・制度
的な交流はますます進み、
⽇本の医療の国際貢献の
あり⽅がさらに問われる
だろう

⽇本の医学・医療はこれからどう変貌を遂げていくのか、四つの柱に沿って整理したい

医学は進歩し、医療は⽣きている

1
医学と医療の
新展開

2
社会とともに
⽣きる医療

3
医療⼈の

教育と⽣き⽅

4
グローバル化する
⽇本の医療
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