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第30回日本老年医学会九州地方会にあたって
会長

前村

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学

浩二
教授

皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
この度、第30回日本老年医学会九州地方会を2020年３月７日（土）に、長崎
大学医学部良順会館において開催させていただくことを大変光栄に存じます。
超高齢社会を迎え、多疾患を併発する高齢者への医療提供のあり方は重要な課題
となっています。また近年キーワードになっている、フレイル、サルコペニアを如
何に予防または回復させるかは、健康長寿を達成する上で重要であり、本学会の役
割は益々重要になっております。今回の学会では、医師のみならず、多職種の医療
スタッフが一堂に会し、健康寿命延伸のための取り組み、老年者に対する全人的医
療提供への取り組み、地域社会との連携などのテーマを議論できればと考えており
ます。
特別講演では東京大学大学院老年病学の小川純人先生に、「高齢者のフレイル・
サルコペニアとその対策について」と題して御講演いただきます。シンポジウムで
は、「実臨床に役立つ高齢者薬物治療のエッセンス」というテーマのもとに、鹿児
島大学心臓血管・高血圧内科学の大石充先生から「高齢者高血圧治療のツボ」、九
州医療センター脳血管センターの矢坂正弘先生から「高齢脳梗塞患者における出血
を回避する抗血栓療法」、道ノ尾病院の芹田巧先生から「高齢認知症患者の健康寿
命を守る〜フレイルと認知症との関連を含めて〜」と、各方面の第一人者の先生方
から、高齢者の代表的な疾患に対する薬物治療のエッセンスをお話いただきます。
またランチョンセミナーでは長崎大学病院腎臓内科の西野友哉先生から「多様化す
る糖尿病性腎症〜その病態と治療戦略〜」と題して御講演いただきます。一般演題
も幅広い分野から応募いただいており、今回はメディカルスタッフのセッションを
設けて、優秀演題アワードとして表彰することを予定しております。
長崎は2015年にグラバー園や端島（軍艦島）などが、『明治日本の産業革命遺
産』として、2018年には大浦天主堂などが『長崎と天草地方の潜伏キリシタン関
連遺産』として世界遺産に指定されました。また会場の良順会館には日本の西洋式
医学教育発症の歴史が展示されています。是非この機会に長崎の街も楽しんでいた
だければ幸いです。
それでは、長崎で皆様にお目にかかれるのを楽しみにしております。
1

日本老年医学会

九州地方会

歴代会長

※役職は就任当時

第１回

藤島

正敏

九州大学医学部第二内科

教授

第２回

藤島

正敏

九州大学医学部第二内科

教授

第３回

西丸

雄也

福岡大学医学部第一内科

教授

第４回

須永

俊明

佐賀医科大学内科

第５回

飯野

耕三

国立療養所福岡東病院

第６回

矢野

捷介

長崎大学医学部第三内科

第７回

松倉

茂

第８回

松尾

修三

佐賀医科大学内科

第９回

納

光弘

鹿児島大学医学部第三内科

第10回

名和田

新

九州大学大学院病態制御内科

第11回

齋藤

昇

宮崎愛和病院

第12回

上田

一雄

九州大学医療技術短期大学部

教授

第13回

岡部

紘明

熊本大学医学部臨床検査医学

教授

第14回

髙栁

涼一

九州大学大学院老年医学

第15回

織部

安裕

古国府クリニック 内科顧問／特別養護老人ホーム久住荘 副施設長

第16回

梅田

文夫

福岡市医師会成人病センター

第17回

河野

茂

長崎大学医学部第二内科

教授

第18回

清原

裕

九州大学大学院環境医学

教授

第19回

中里

雅光

宮崎大学医学部第三内科

教授

第20回

荒木

栄一

熊本大学医学部代謝内科

教授

第21回

山田

達夫

福岡大学医学部神経内科

教授

第22回

野出

孝一

佐賀大学医学部循環器内科

教授

第23回

井林

雪郎

特定医療法人

誠愛リハビリテーション病院

第24回

尾辻

豊

第25回

井口登與志

九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点

第26回

大石

充

鹿児島大学大学院

第27回

北園

孝成

九州大学大学院医学研究院

第28回

大屋

祐輔

琉球大学大学院医学研究科 循環器・腎臓・神経内科学（第三内科） 教授

第29回

土橋

卓也

社会医療法人製鉄記念八幡病院

第30回

前村

浩二

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

教授
院長

宮崎医科大学第三内科

教授

教授

教授
教授
教授

院長

教授

社団三光会

院長

産業医科大学医学部第2内科学
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院長

教授

心臓血管・高血圧内科学
病態機能内科学

教授

教授
教授

病院長
循環器内科学

教授

〈会場案内〉
第30回日本老年医学会九州地方会
長崎大学坂本キャンパス（良順会館） 〒852-8523 長崎市坂本1丁目12-4

会場へのアクセス

長崎大学坂本キャンパス（記念講堂・良順会館）〒852-8523 長崎市坂本1丁目12-4

〈アクセス〉

■ 電車をご利用の方
■電車をご利用の方

•・JR
長崎駅から
JR 長崎駅から
路面電車
路面電車

「長崎駅前」→（赤迫行き）
「長崎駅前」→（赤迫行き）
→「原爆資料館」下車 → 徒歩５分
→「原爆資料館」下車→徒歩５分

•・JR
浦上駅から
JR 浦上駅から
路面電車
路面電車

「浦上駅前」→（赤迫行き）
「浦上駅前」→（赤迫行き）

→「原爆資料館」下車→徒歩５分
→「原爆資料館」下車 → 徒歩５分

■ バスをご利用の方
■バスをご利用の方

JR 長崎駅から
•・JR
長崎駅から
長崎バス
長崎バス
「長崎駅前」
「長崎駅前」

→（８番系統下大橋行き（医学部経由）
） ）
→（８番系統下大橋行き（医学部経由）
→「医学部前」下車すぐ
→「医学部前」下車すぐ

■
■長崎空港をご利用の方（所要時間約50〜70分）
長崎空港をご利用の方（所要時間約50〜70分）

県営バス
・•県営バス

「長崎空港④番のりば」
「長崎空港④⑤番のりば」
→（昭和町・浦上経由長崎方面行き）
→
「浜口町」下車 → 徒歩５分
→（昭和町・浦上経由長崎方面行き）

→「浜口町」下車→徒歩５分
・長崎県営バス・長崎バス

• 長崎県営バス・長崎バス
「長崎空港④⑤番のりば」
→（出島道路経由長崎方面行き）
長崎空港⑤番のりば」
→
「ココウォーク茂里町」下車 →（乗り換え）

→（出島道路経由長崎方面行き）
路面電車の場合：赤迫行き
「原爆資料館」下車、徒歩５分、
→「ココウォーク茂里町」下車→（乗り換え） 「医
長崎バスの場合：８番系統下大橋行き（医学部経由）

路面電車の場合：赤迫行き「原爆資料館」下車、
学部前」下車すぐ

徒歩５分、長崎バスの場合：８番系統下大橋行き

■（医学部経由）
車のご利用 「医学部前」下車すぐ

大学内の駐車場はご利用いただけません。自家用車でのご来
会はご遠慮ください。タクシーでお越しの場合は、JR
長崎
■車のご利用

駅から約10分（目安￥1,500）
、長崎空港から約50分（目安
大学内の駐車場はご利用いただけません。自家用車
￥10,000）です。所要時間、料金は交通状況によります。

でのご来会はご遠慮ください。タクシーでお越しの

場合は、JR 長崎駅から約10分（目安￥1,500）
、
長崎空港から約50分（目安￥10,000）です。
所要時間、料金は交通状況によります。
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キャンパスマップ
〈キャンパスマップ〉
【ポンペ会館】
打ち合わせ控室

【医学部記念講堂】
総合受付・第１会場

【良順会館】
〈会場〉

第２・第３会場
良順会館
ポスター会場

❶良順会館
❶良順会館
❹医学部記念講堂
❹医学部記念講堂
❼動物実験施設
❼動物実験施設
❿被爆した門柱
❿被爆した門柱
⓭長崎大学医学ミュージアム
⓭長崎大学医学ミュージアム
⓰グラウンド
⓰グラウンド

❷創立150年ミュージアム
❷創立150年ミュージアム
❺遺伝子実験施設
❺遺伝子実験施設
❽附属図書館医学分館
❽附属図書館医学分館
⓫原爆犠牲者慰霊碑 グビロが丘
⓫原爆犠牲者慰霊碑 グビロが丘
⓮体育館
⓮体育館
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❸ゲストハウス
❸ゲストハウス
❻アイソトープ実験施設
❻アイソトープ実験施設
❾ポンペ会館
❾ポンペ会館
⓬生協食堂
⓬生協食堂
⓯テニスコート
⓯テニスコート

〈会場案内図〉
良順会館
2F

■講演会場
ボードインホール
多目的室

出入口

講演会場
ボードインホール

ラウンジ

EV

吹抜け

PC 受付

1F

■専斎ホールＡ
幹事会会場
■専斎ホールＢ
クローク・事務局

参加受付・座長受付
エントランス

150周年ミュージアム
出入口

EV

専斎ホールＡ

幹事会会場

ドリンクコーナー

専斎ホールＢ
事務局

出入口

クローク

参加受付・PC 受付
クローク

8：15〜15：30
8：15〜17：30
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〈地方会要綱〉
■参加費・参加受付

参加費：1,000円（研修医・学生：無料 ※要学生証等掲示）
場 所：長崎大学医学部

良順会館

１階 エントランス

時 間：8:15〜15:30
■日本老年医学会専門医認定更新に必要な単位取得について

地方会参加者：７単位、教育企画参加：３単位、発表者および座長：２単位加算
※参加者および教育企画参加の単位登録票は受付で交付いたしますので、ご記入の上、必ず受付に提出し
てください。
※発表者および座長の加算に関しては、確認できる書類を一般社団法人日本老年医学会事務局に送り、自
己申告してください。
※地方会会員は原則として日本老年医学会の会員であることといたします。
※入会に関しては下記までお問い合わせください。

【入会等に関するお問い合わせ先】
◆一般社団法人日本老年医学会

〒113-0034 東京都文京区湯島4-2-1 杏林ビル702
TEL：03-3814-8104

FAX：03-3814-8604

Email：jgs@blue.ocn.ne.jp
◆日本老年医学会九州地方会事務局
鹿児島大学

心臓血管・高血圧内科学

池田 義之

〒890-8544 鹿児島市桜ケ丘８丁目35-1
TEL：099-275-5318

FAX：099-265-8447

■口演発表の皆様へ

１．一般演題は発表5分、討論2分です。※ OHP での発表はできません。
発表に際しては、利益相反（COI）の有無について必ずスライドへ開示してください。
２．会場にご用意する PC は Windows のみです。PowerPoint2013〜2019で作成してください。
３．発表セッション開始30分までに発表データを長崎大学医学部

良順会館

２階

「PC 受付」までご持参ください。
（お申し込みになるメディアは、CD-R または USB フラッシュメモリーに限ります。）
４．Mac の場合は、PC 本体・MiniD-sub15pin 用のアダプター・外部電源用アダプターを「PC 受付」
までご持参ください。
５．スムーズな進行のため、
「発表者ツール」のご使用はお控えください。
６．ご発表の10分前までに、次演者席にご着席ください。
７．コピーした発表データは、会期終了後、事務局にて責任を持って消去いたします。
■座長の皆様へ

座長の先生は、長崎大学医学部

良順会館

１階

エントランス「座長受付」にて受付をお済ませの上、

ご担当セッション開始10分前までに次座長席までお越しください。
■メディカルスタッフ優秀演題発表者へのご案内

メディカルスタッフ優秀演題は発表５分、討論２分です。
選考結果は、閉会式において発表します。メディカルスタッフ優秀演題にて発表されたすべての先生は、

必ずご出席ください。
■メディカルスタッフ優秀演題審査員の先生方へのご案内

メディカルスタッフ優秀演題審査員の先生方は、セッション開始５分前（10時26分）までに講演会場前

方の審査員席へお越しください。
採点用紙は、係員が会場にてお配りし、セッション終了後に回収いたします。
■幹事会

12：00〜12：30まで、長崎大学医学部

良順会館

年医学会代議員幹事の先生方はご参集ください。
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１階

専斎ホールＡにて開催いたします。日本老

〈スケジュール〉

8:00
8:30
9:00
9:30

長崎大学医学部 良順会館 2F ボードインホール
2020年3月7日（土）
8:15〜

受付開始

8:55〜9:00 開会の辞
会長 : 前村
9:00〜9:21
【一般演題 1 】腎臓
9:21〜9:42
【一般演題 2 】血液／感染症

浩二
OS1-1〜 OS1-3

座長 : 佐々木 修

OS2-1〜 OS2-3

座長 : 今泉

芳孝
啓友

10:00

9:42〜10:10
【一般演題 3 】呼吸器／肺循環

OS3-1〜 OS3-4

座長 : 山梨

10:30

10:10〜10:31
【一般演題 4 】薬物療法

OS4-1〜 OS4-3

座長 : 中原 賢一

10:31〜10:59
【メディカルスタッフ優秀演題セッション】

OS5-1〜 OS5-4

座長 : 河野 浩章

ランチョンセミナー
「多様化する糖尿病性腎症〜その病態と治療戦略〜」

座長 : 野出 孝一
演者 : 西野 友哉
共催 : 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
日本イーライリリー株式会社

11:00
11:30
12:00
12:30
13:00

11:10〜12:00

12:00〜12:30
コーヒーブレイク

12:00〜12:30
幹事会 1F 専斎ホール A

12:30〜13:30

特別講演
「高齢者のフレイル・サルコペニアとその対策」

座長 : 大屋 祐輔
演者 : 小川 純人
共催 : 武田薬品工業株式会社

13:30
14:00

13:40〜14:08
【一般演題 5 】循環器

OS6-1〜 OS6-4

座長 : 瀬戸 信二

14:30

14:08〜14:43
【一般演題 6 】心不全

OS7-1〜 OS7-5

座長 : 武野

正義

15:00

14:43〜15:11
【一般演題 7 】代謝内分泌／動脈硬化

OS8-1〜 OS8-4

座長 : 大中

佳三

15:30

15:20〜16:50

シンポジウム「実臨床に役立つ高齢者薬物治療のエッセンス」

16:00
16:30
17:00

1. 高齢者高血圧治療のツボ

2. 高齢脳梗塞患者における出血を回避する抗血栓療法
3. 高齢認知症患者の健康寿命を守る
〜フレイルと認知症との関連を含めて〜
16:50〜16:55

閉会の辞

会長 : 前村

座長 : 前村 浩二
演者 : 大石 充
矢坂

正弘

芹田

巧

共催 : 第一三共株式会社
浩二
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〈プログラム〉
8:55〜9:00

開会の辞
会長：前村 浩二
（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科

循環器内科学 教授）

9:00〜9:21
【一般演題１】腎臓 OS1-1〜 OS1-3
座長：佐々木 修（医療法人相生会 ピーエスクリニック 透析・血管アクセスセンター）
OS1-1

二重濾過血漿交換が奏効した慢性炎症性脱髄性多発神経炎の一例
新井 英之1）、戸村 秀志1）、桑野 克久1）、石井 拓馬1）、平山 拓朗1）、
北之園 寛子1）、西野 友哉2）
１）JCHO 諫早総合病院
２）長崎大学病院 腎臓内科

OS1-2

高 Ca 血症と高 Mg 血症を合併した高齢者の急性腎不全の2例
山道 翔太1）、山口 貢正1）、川口 祐輝1）、前川 明洋1）、太田 祐樹2）、
浦松 正2）、西野 友哉2）
１）国立病院機構 長崎医療センター 腎臓内科
２）長崎大学病院 腎臓内科

OS1-3

リツキシマブにより寛解維持している、認知症を伴った顕微鏡的多発血管炎の1例
勝岡 真一１）、坂本 良輔1）、林 可奈子1）、阿部 伸一1）、西野 友哉2）
１）佐世保市総合医療センター 腎臓内科
２）長崎大学病院 腎臓内科

9:21〜9:42
【一般演題２】血液／感染症 OS2-1〜 OS2-3
座長：今泉 芳孝（長崎大学原爆後障害医療研究所 原爆・ヒバクシャ医療部門 血液内科学研究分野）
OS2-1

ビタミン B12欠乏により巨赤芽球性貧血、汎血球減少を来した高齢患者の2例
堂薗 直樹1）、桑波田 聡1）、立志 公史郎1）、毛利 翔悟1）、手塚 綾乃1）、
竹中 俊宏1）
１）垂水市立医療センター垂水中央病院 内科・循環器内科

OS2-2

エロツズマブ併用レナリドミド・デキサメタゾン併用療法が有効であった高齢者
多発性骨髄腫
桐野 祐子1）、安東 恒史1）、今泉 芳孝1）、蓬莱 真喜子1）、佐藤 信也1）、
澤山 靖1）、波多 智子1）、宮崎 泰司1）
１）長崎大学病院 血液内科
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OS2-3

HTLV-1感染症とサルコペニア
山梨 啓友1）、延末 謙一2）、清水 悠路3）、泉田 真生1）、玉井 慎美4）、
永田 康浩5）、Kulkarni Bharati6）、Kinra Sanjay7）、川上 純4）、前田 隆浩1）
１）長崎大学病院 総合診療科
２）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 離島・へき地医療学講座 離島医療研究所
３）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 先進予防医学共同専攻 地域医療学分野
４）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 先進予防医学共同専攻 リウマチ・膠原病内科学分野
５）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 長崎大学医学部 地域包括ケア教育センター
６）Clinical Division, National Institute of Nutrition, Hyderabad, India
７）Department of Non-communicable Disease Epidemiology,
London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, UK

9:42〜10:10
【一般演題３】呼吸器／肺循環
座長：山梨 啓友（長崎大学病院 総合診療科）

OS3-1〜 OS3-4

OS3-1

当科における高齢進行非小細胞肺癌患者に対する免疫チェックポイント阻害剤と
プラチナ製剤併用療法の使用経験
道津 洋介1）、林 史子1）、本田 徳鷹1）、須山 隆之1）、梅山 泰裕1）、
千住 博明1）、竹本 真之輔1）、山口 博之1）、福田 実2）、迎 寛1）
１）長崎大学病院 呼吸器内科（第二内科）
２）長崎大学病院 がん診療センター

OS3-2

外来における高齢者市中肺炎の抗菌薬治療：多施設前向きサーベイランス
（APSG-J）
山藤 栄一郎1）、森本 浩之輔1）
１）長崎大学熱帯医学研究所 臨床感染症学分野

OS3-3

当院で経験した高齢独居 CTEPH の1例
宮永 直1）、岩谷 徳子1）、窪田 佳代子1）、大石 充1）
１）鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科

OS3-4

多発性骨髄腫に肺高血圧症を合併した高齢患者の一例
上野 裕貴1）、池田 聡司1）、山方 勇樹1）、古賀 聖士1）、河野
前村 浩二1）
１）長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学

10:10〜10:31 【一般演題４】薬物療法
座長：中原 賢一（恵寿病院 内科）
OS4-1

OS4-1〜 OS4-3

高齢者におけるポリファーマシーの実態
宮本 美知子1）、松村 潔1）
１）北九州若杉病院
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浩章1）、

OS4-2

内科入院患者における薬剤数の影響
宮城 友豪1）、山下 信行1）
１）新小倉病院 内科

OS4-3

福岡市における後期高齢者医療の課題〜大規模データベースを用いた検討〜
松田 やよい1）、阿部 隼希1）、坂本 竜一1）、大中 佳三2）、小川 佳宏1）
１）九州大学病院 内分泌代謝・糖尿病内科
２）九州大学病院 老年医学

10:31〜10:59【メディカルスタッフ優秀演題セッション】 OS5-1〜 OS5-4
座 長：河野 浩章（長崎大学病院 循環器内科）
審査員：琴岡 憲彦（佐賀大学医学部先進心不全医療学講座）
池田 義之（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 心臓血管・高血圧内科学）
池田 聡司（長崎大学病院 循環器内科）
OS5-1

身体活動量のセルフモニタリングにより行動変容ステージ変化プロセスに進展を
認めたうっ血性心不全の一症例
久毛 勇樹1）、中尾 優子1）、川上 幸輝1）、平本 陽一1）、片岡 英樹1）、
山下 潤一郎1）、岩崎 格2）、小出 優史3）、吉武 孝敏2）
１）社会医療法人 長崎記念病院 リハビリテーション部
２）社会医療法人 長崎記念病院 内科・循環器科
３）長崎大学病院 医療教育開発センター N-MEC

OS5-2

高齢心不全患者に対する心臓リハビリテーション効果の検討
―日常生活自立度の違いに着目して―
川上 幸輝1）、久毛 勇樹1）、中尾 優子1）、片岡 英樹1）、山下 潤一郎1）、
岩崎 格2）、小出 優史3）、吉武 孝敏2）
１）長崎記念病院 リハビリテーション部
２）長崎記念病院 内科・循環器科
３）長崎大学病院 医療教育開発センター N-MEC

OS5-3

トレーシングレポートを用いたポリファーマシー対策への取り組み
西之原 省一1）、楠本 敦旨2）、板倉 進2）、脇丸 徳仁2）、永田 和弥2）、
瀬戸口 学2）、内野 靖2）、黒田 篤2）、鉾之原 大助2）、大石 充3）
１）社会医療法人卓翔会 市比野記念病院 薬剤部
２）社会医療法人卓翔会 市比野記念病院 診療部
３）鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学

OS5-4

入退院を繰り返す高齢者の心不全患者に対し他職種で指導を行った1例
千布 美菜子1）、井手 美里1）、瀬戸 裕2）、中田 智夫2）
１）済生会長崎病院 看護部
２）済生会長崎病院 循環器内科
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11:10〜12:00 【ランチョンセミナー】
共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社／日本イーライリリー株式会社
「多様化する糖尿病性腎症〜その病態と治療戦略〜」
座長：野出 孝一（佐賀大学医学部内科学講座 主任教授）
西野 友哉
長崎大学病院

腎臓内科 教授

12:00〜12:30 【幹事会】

１階 専斎ホール A

12:30〜13:30 【特別講演】

共催：武田薬品工業株式会社

「高齢者のフレイル・サルコペニアとその対策」
座長：大屋 祐輔（琉球大学大学院医学研究科 循環器・腎臓・神経内科学 教授）
小川

純人
東京大学大学院医学系研究科 老年病学

准教授

13:40〜14:08【一般演題５】循環器 OS6-1〜 OS6-4
座長：瀬戸 信二（井上病院 循環器科）
OS6-1

高齢者高血圧治療における患者の理解や患者 - 医師間の満足度に関する検討
池田 義之1）、佐々木 健2）、桑波田 聡3）、今村 正和4）、赤崎 雄一1）、
大石 充1）
１）鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学
２）枕崎市立病院
３）垂水市立医療センター 垂水中央病院
４）公益社団法人鹿児島共済会 南風病院

OS6-2

多職種の介入により長距離転院が可能であった終末期心不全の一例
瀬戸 裕1）、中田 智夫1）、佐々木 理花2）、千布 美菜子2）、田添 美智子2）、
千々岩 雷太3）、江濱 美紀4）、浦川 真希4）
１）恩賜財団 済生会長崎病院 循環器内科
２）恩賜財団 済生会長崎病院 看護師
３）恩賜財団 済生会長崎病院 理学療法士
４）恩賜財団 済生会長崎病院 MSW

OS6-3

AAA と AS severe を合併した高齢男性に対する EVAR と TF-TAVI の一
期的治療
大和 慎治1）、上野 裕貴1）、米倉 剛1）、古賀 聖士1）、吉牟田 剛1）、
池田 聡司1）、河野 浩章1）、中路 俊2）、江石 清行2）、前村 浩二1
１）長崎大学病院 循環器内科
２）長崎大学病院 心臓血管外科
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OS6-4

長崎県における心臓ペースメーカ装着御遺体に対する火葬の実情について
土居 寿志1）、深江 学芸1）、荒川 修司1）、武居 明日美1）、河野 浩章1）、
前村 浩二1）
１）長崎大学病院 循環器内科

14:08〜14:43【一般演題６】心不全 OS7-1〜 OS7-5
座長：武野 正義（長崎みなとメディカルセンター 心臓血管内科）
OS7-1

慢性心不全における在宅モニタリングの認知機能に対する効果
琴岡 憲彦1）、金子 哲也2）、井上 洋平2）、矢島 あゆむ2）、浅香 真知子1）、
野出 孝一2）
１）佐賀大学医学部 先進心不全医療学講座
２）佐賀大学医学部 循環器内科

OS7-2

老年者における心臓再同期療法レスポンダーの長期予後規定因子
高野 正幸1）、油布 邦夫1）、安部 一太郎1）、近藤 秀和1）、福井 暁1）、
篠原 徹二1）、中川 幹子1）、高橋 尚彦1）
１）大分大学 循環器内科・臨床検査医学講座

OS7-3

当科における心不全患者の傾向
竹中 悠輔1）、濱本 琢郎1）、三輪 高士1）、松尾 崇史1）、深江 貴芸1）、
石松 卓1）、於久 幸治1）
１）長崎医療センター 循環器内科

OS7-4

当院の高齢心不全における Worsening renal function と薬剤使用の影響
江藤 良1）、波多 史朗1）、大塚 開希1）、楠本 三郎1）、園田 浩一朗1）、
室屋 隆浩1）、新北 浩樹1）、前村 浩二2）
１）佐世保市総合医療センター 循環器内科
２）長崎大学病院 循環器内科

OS7-5

当院における高齢心不全患者の検討
貝原 宗平1）、田中 規昭1）、山佐 稔彦1）、前村 浩二2）
１）長崎労災病院 循環器内科
２）長崎大学病院 循環器内科

14:43〜15:11【一般演題７】代謝内分泌／動脈硬化 OS8-1〜 OS8-4
座長：大中 佳三（九州大学大学院医学研究院 老年医学分野）
OS8-1

繰り返す低ナトリウム血症から診断に至った続発性副腎皮質機能低下症の1例
岩橋 徳英1）、林 加野1）、阿部 隼希1）、中尾 裕1）、吉村 將1）、
松田 やよい1）、坂本 竜一1）、大中 佳三2）、小川 佳宏1）
１）九州大学大学院 医学研究院 病態制御内科学
２）九州大学大学院 医学研究院 老年医学分野
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OS8-2

合併症が多く治療に難渋した粘液水腫昏睡高齢者の1例
和泉 賢一1）、塚本 真大2）、小野 恭裕2）
１）高木病院 予防医学・内科
２）高木病院 内科

OS8-3

トランス酸に富む水素添加油脂の粥状硬化惹起性の評価
戸田 隆義1）、戸田 隆洋2）、喜友名 正也3）
１）医療法人社団創生会 ケアセンター鶴丸
２）医療法人社団さくら会 世田谷中央病院 内科
３）社会医療法人友愛会 豊見城中央病院 病理診断科

OS8-4

ミトコンドリアダイナミクスとマイトファジーは血管老化および動脈硬化予防に
おいて重要な役割を果たす
内門 義博1）、池田 義之1）、佐々木 雄一1）、赤崎 雄一1）、大石 充1）
１）鹿児島大学病院 心臓血管・高血圧内科学

15:20〜16:50 【シンポジウム】

共催：第一三共株式会社

「実臨床に役立つ高齢者薬物治療のエッセンス」
座長：前村

浩二（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学

教授）

高齢者高血圧治療のツボ
大石 充
鹿児島大学 心臓血管・高血圧内科学 教授
高齢脳梗塞患者における出血を回避する抗血栓療法
矢坂 正弘
国立病院機構 九州医療センター 脳血管センター 部長
高齢認知症患者の健康寿命を守る
〜フレイルと認知症との関連を含めて〜
芹田 巧
医療法人厚生会道ノ尾病院 副院長
16:50〜16:55

閉会の辞
会長：前村 浩二
（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学 教授）
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