〈地方会要綱〉
■参加受付
	本地方会では参加登録を受け付けておりますので、日本老年医学会九州地方支部のホームページより
参加登録をお願いいたします。
■参加登録期間
2021 年 2 月 20 日（土）まで
■参加費
	会員・非会員：1,000 円
	研修医・学生：無料
	※プログラム・抄録集は、参加登録後、1 冊お送りいたします。
■参加証明書・領収書
	参加登録後、参加証明書と領収書を参加登録完了メールに添付にてお送りいたします。
■視聴方法
	日本老年医学会九州地方支部のホームページの「WEB 開催ページ」より、
ログインしていただきご視聴ください。
	
「参加登録 ID」と「パスワード」は、参加登録完了メールに記載してお送りいたします。
■単位について
老年病専門医、高齢者栄養療法認定医、老人保健施設管理認定医の単位付与となります。
付与単位は以下のとおりです。
地方会参加：7 単位
教育企画参加：3 単位
発表者：2 単位
	教育企画参加については、特別講演・教育講演・シンポジウムの少なくとも 1 つ以上に、
3 分の 1 以上の時間参加された方が単位付与の対象となります。
	すべて Zoom 会議室への入退室履歴を日本老年医学会事務局に送付し判定の上、
単位登録を行います。
Zoom でのユーザー名 ( 表示名 ) は「漢字氏名＿所属」として必ずログインしてください。
正確に入力されていない場合はログ管理ができませんので、
単位付与の対象外になる場合がございますのでご注意ください。
※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
■禁止事項

	WEB 配信動画・講演スライド等の録画・録音・撮影・印刷や画面をスクリーンショット等で
キャプチャーする行為は、一切禁止いたします。
	また、無断転用、複製も一切禁止いたします。
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〈スケジュール〉

2021 年 2 月 20 日（土）

8：00

8：30

9：00

9：00 〜 12：00 一般演題、メディカルスタッフ優秀演題セッション（オンデマンド配信）
【一般演題 1】高血圧・腎臓・消化管
OS1-1 〜 OS1-4
9：30 【一般演題 2】内分泌代謝・糖尿病１
OS2-1 〜 OS2-5
OS3-1 〜 OS3-3
【一般演題 3】内分泌代謝・糖尿病２
OS4-1 〜 OS4-4
10：00 【一般演題 4】免疫・感染症
【一般演題 5】老年症候群
OS5-1 〜 OS5-4
OS6-1 〜 OS6-5
メディカルスタッフ優秀演題セッション
10：30

11：00

10：30 〜 11：30

メディカルスタッフ優秀演題セッション（ライブ配信）

11：30

12：00

12：30

座長：河野 浩章
佐藤 直市
審査員：大石 充
前村 浩二
小林 邦久

12：00 〜 13：00

座長：大石 充
演者：荒木 厚
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

13：20 〜 14：20

座長：小川 佳宏
演者：荒井 秀典
共催：MSD 株式会社

教育講演「高齢者糖尿病と認知症」
（ライブ配信）

13：00

13：30

14：00

特別講演「超高齢社会におけるフレイルを考慮した生活習慣病対策」
（ライブ配信）

14：30

14：40 〜 16：10

15：00

15：30

16：00

16：30

座長：大中 佳三
シンポジウム「高齢者のトータルケア」（ライブ配信）
基調講演「高齢者のトータルケア」〜増加している認知症高齢者のケア〜
演者：荒瀬 泰子
主催：第 31 回日本老年医学会九州地方会
SY-1「認知症の人の気持ちを慮る治療 〜住み慣れた地域で暮らし続けるために〜」 演者：吉岩あおい
SY-2「Treat to target を考慮した骨粗鬆症の治療戦略」
演者：馬越 真希
SY-3「新型コロナウイルス流行下でのインフルエンザ診療」
演者：池松 秀之
共催：第一三共株式会社
シンポジウム終了後〜当日中

一般演題、メディカルスタッフ優秀演題セッション（オンデマンド配信）

17：00
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〈プログラム〉
9：00 ～ 12：00 ／シンポジウム終了後 ～ 当日中（オンデマンド配信）
【一般演題1】高血圧・腎臓・消化管
OS1-1

クラリスロマイシン投与後に高血圧コントロール不良となった１例
河野 浩章 1）、土居 寿志 1）、古賀 聖士 1）、深江 学芸 1）、池田 聡司 1）、
前村 浩二 1）
1） 長崎大学大学院

OS1-2

循環器内科学

血圧管理教室による血圧改善への取り組み：鹿児島県垂水市より
赤崎 雄一 1）、窪薗 琢郎 1）、牧迫 飛雄馬 2）、桑波田 聡 3）、竹中 俊宏 3）、
池田 義之 1）、大石 充 1）
1） 鹿児島大学心臓血管・高血圧内科学
2） 鹿児島大学保健学科基礎理学療法学
3） 垂水市立医療センター垂水中央病院

OS1-3

腎生検困難な高齢者へループス腎炎を疑いステロイド加療を行った一剖検例
中村 麻衣子 1）、辻 清和 1）、牟田 久美子 1）、望月 保志 2）、内田 智久 3）、
住吉 玲美 3）、西原 敬仁 4）、原口 雅史 4）、林 洋子 5）、西野 友哉 1）
1） 長崎大学病院 腎臓内科
2） 長崎大学病院 血液浄化療法部
3） 長崎大学病院 リウマチ・膠原病内科
4） 長崎大学病院 消化器内科
5） 長崎大学大学院医歯薬総合研究科病理学

OS1-4

PPI・PCAB 関連ポリープから出血を来した 1 例
江頭 信二郎 1）、冬野 雄太 1）、川床 慎一郎 2）、古賀 裕 2）、香月 俊輔 3）、
仲野 泰啓 3）、的場 哲哉 3）、鳥巣 剛弘 1）、北園 孝成 1）
1） 九州大学大学院
2） 九州大学大学院
3） 九州大学大学院

病態機能内科学
形態機能病理学
循環器内科学

9：00 ～ 12：00 ／シンポジウム終了後 ～ 当日中（オンデマンド配信）
【一般演題2】内分泌代謝・糖尿病１
OS2-1

小脳梗塞後遺症によりインスリン注射手技困難から高浸透圧高血糖症候群
発症が考えられた高齢者の 1 例
坂上 雄紀 1）、重岡 徹 1）、越智 健太郎 1）、山尾 有加 1）、野中 瑠以子 1）、
峯崎 みどり 1）、工藤 忠睦 1）、小林 邦久 1）
1） 福岡大学筑紫病院

OS2-2

内分泌・糖尿病内科

超高齢で発症した緩徐進行 1 型糖尿病の 1 例
畑山 朋美 1）、横溝 久 2）、宮澤 崇 2）、坂本 竜一 2）、小川 佳宏 2）
1） 筑後川温泉病院、九州大学病院
2） 九州大学病院 病態制御内科学
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病態制御内科学

OS2-3

ステロイドによる急激な糖代謝悪化に対して QOL を考慮した Dulaglutide
が有効であった 1 例
新城 明仁 1）、徳部 慧 1）、伊藤 淳 1）、嶋田 伸吾 1）、堀内 俊博 1）
1） 飯塚病院

OS2-4

内分泌・糖尿病内科

高齢発症のインスリノーマに対してジアゾキシドを用いて治療した一例
長尾 敏彦 1）、村上 龍之介 1）、押領司 虞子 1）、白石 弘樹 1）、山下 彩織 1）、
中尾 裕 1）、松田 やよい 1）、坂本 竜一 1）、大中 佳三 2）、小川 佳宏 3）
1） 九州大学病院 内分泌代謝・糖尿病内科
2） 九州大学大学院医学研究院 老年医学
3） 九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学

OS2-5

高齢女性の慢性輸入脚症候群による骨軟化症の一例
高原 由樹 1）、後藤 瞳 1）、丸山 健伍 1）、高柳 宏樹 1）、坂本 昌平 1）、
渡邉 哲博 1）
1） 九州医療センター代謝内分泌内科臨床研究センター

9：00 ～ 12：00 ／シンポジウム終了後 ～ 当日中（オンデマンド配信）
【一般演題3】内分泌代謝・糖尿病２
OS3-1

高齢者糖尿病患者における CVR-R 変化
和泉 賢一 1）、三角 優莉奈 2）、阿部 隼希 2）、小野 恭裕 2）
1） 高木病院
2） 高木病院

OS3-2

予防医学／糖尿病・内分泌内科
糖尿病・内分泌内科

高齢 2 型糖尿病患者における体組成と HbA1c との関連性の検討
井口 志洋 1）、井口 登與志 2）、江藤 知明 1）、正門 光法 3）、山内 輝章 1）、
梅田 文夫 1）
1） 医療法人森和会 行橋中央病院
2） 福岡市健康づくりサポートセンター
3） 医療法人森和会 やまうち内科クリニック

OS3-3

低 Alb 血症、低 AST 血症、低体重は、高齢者 2 型糖尿病患者における
フレイルの危険因子
柳田 育美 1）、藤原 裕矢 1）、北嶋 優一 2）、田島 美涼 3）、照屋 裕司 2）、
浅川 英子 4）、伊藤 智子 3）、柳瀬 敏彦 1）、名和田 新 1）、牟田 和男 1）
1） 誠和会牟田病院 内科
2） 同 リハビリテーション部
3） 同 看護部
4） 同 薬剤科
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9：00 ～ 12：00 ／シンポジウム終了後 ～ 当日中（オンデマンド配信）
【一般演題4】免疫・感染症
OS4-1

激しいせん妄のために入院治療困難であった NMOSD の 1 例
植本 優里 1）、白石 渉 1）
1） 小倉記念病院

OS4-2

脳神経内科

診断に難渋した脊髄硬膜外膿瘍の 1 例
足達 沙織 1）、桑波田 聡 1）、立志 公史郎 1）、毛利 翔悟 1）、手塚 綾乃 1）、
永田 行隆 2）、竹中 俊宏 1）
1） 垂水市立医療センター垂水中央病院
2） 垂水市立医療センター垂水中央病院

OS4-3

高齢者施設集合体における LAMP 法を用いた新型コロナウイルス対策
（第 1 報）
谷川 敦弘 1）、中原 賢一 1）、今里 和義 1）、古場 光子 1）、出口 晴彦 1）
1） 医療法人和光会

OS4-4

内科・循環器内科
放射線科



恵寿病院

高齢者施設集合体における LAMP 法を用いた新型コロナウイルス対策 
（第 2 報）
今里 和義 1）、中原 賢一 1）、谷川 敦弘 1）、古場 光子 1）、城戸 ちえ 1）、
出口 晴彦 1）
1） 医療法人和光会

恵寿病院

9：00 ～ 12：00 ／シンポジウム終了後 ～ 当日中（オンデマンド配信）
【一般演題5】老年症候群
OS5-1

入院を繰り返す高齢患者の身体機能、認知機能、血液検査変化についての検討
宮城 友豪 1）、山下 信行 1）、入江 将孝 2）、濱田 和美 2）、岸本 英孝 2）、
平川 白佳 2）、森田 康之 2）、前田 勇貴 2）、石原 恵里 3）、篠原 千代美 4）
1） 新小倉病院
2） 新小倉病院
3） 新小倉病院
4） 新小倉病院

OS5-2

内科
リハビリテーション部
栄養課
看護部

転倒歴を有さない地域在住高齢女性における転倒恐怖感と身体活動量との関連
立石 麻奈 1）、牧迫 飛雄馬 2）、中井 雄貴 2）、富岡 一俊 3）、谷口 善昭 4）、
赤井田 将真 1）、和田 あゆみ 1）、佐藤 菜々 1）、窪薗 琢郎 5）、大石 充 5）
1） 鹿児島大学保健学研究科
2） 鹿児島大学医学部保健学科理学療法学専攻
3） 垂水市立医療センター垂水中央病院
4） 鹿児島医療技術専門学校
5） 鹿児島大学心臓血管・高血圧内科学
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OS5-3

地域在住高齢者における自動車事故歴と転倒歴との関連
赤井田 将真 1）、牧迫 飛雄馬 2）、中井 雄貴 2）、富岡 一俊 1）、谷口 善昭 1）、
立石 麻奈 1）、田平 隆行 3）、竹中 俊宏 4）、窪薗 琢郎 5）、大石 充 5）
1） 鹿児島大学大学院保健学研究科
2） 鹿児島大学医学部保健学科理学療法学専攻
3） 鹿児島大学医学部保健学科作業療法学専攻
4） 垂水市立医療センター垂水中央病院
5） 鹿児島大学心臓血管・高血圧内科学

OS5-4

地域在住高齢者における 5 回椅子立ち座りテストの参照値と軽度認知障害
との関連：垂水研究 2019 データによる横断解析
牧迫 飛雄馬 1）、木山 良二 1）、中井 雄貴 1）、川田 将之 1）、富岡 一俊 2）、
谷口 善昭 2）、竹中 俊宏 3）、窪薗 琢郎 4）、大石 充 4）
1） 鹿児島大学医学部保健学科
2） 鹿児島大学大学院保健学研究科
3） 垂水市立医療センター垂水中央病院
4） 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

9：00 ～ 12：00 ／シンポジウム終了後 ～ 当日中（オンデマンド配信）
10：30 ～ 11：30（ライブ配信）
メディカルスタッフ優秀演題セッション
座 長：河野 浩章（長崎大学 循環器内科）
佐藤 直市（九州大学大学院医学研究院病態制御内科学（第三内科））
審査員：大石
充（鹿児島大学 心臓血管・高血圧内科学）
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）
小林 邦久（福岡大学筑紫病院 内分泌・糖尿病内科）
OS6-1

高度難聴があり薬剤指導に工夫を要した高齢 2 型糖尿病の１例
高吉 真弥 1）、吉澤 裕子 1）、齊藤 麻美 1）、渡邊 裕之 1）、岩橋 徳英 2）、
松田 やよい 2）、坂本 竜一 2）、佐藤 直市 2）、小川 佳宏 2）、家入 一郎 1）
1） 九州大学病院
2） 九州大学病院

OS6-2

薬剤部
内分泌代謝・糖尿病内科

抗てんかん薬による易怒性に対してケアでの対応が可能であった一例
内村 香代子 1）、米澤 幸子 1）、山口 慎也 2）、佐山 徹郎 2）、荒川 修治 3）
1） 製鉄記念八幡病院
2） 製鉄記念八幡病院
3） 製鉄記念八幡病院

OS6-3

看護部
脳神経外科
脳神経内科

社会との共生を目指した認知症初期集中支援チーム活動の取り組み
宮田 保江 1）、藤堂 麗香 1）、中島 直子 2）、大山 茜 2）、立宅 広奈 2）、
岩川 俊二 3）、黒田 篤 4）
1） 薩摩川内市 地域包括支援センター
2） 薩摩川内市 高齢・介護福祉課
3） Kメンタルクリニック
4） 社会医療法人卓翔会 市比野記念病院
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OS6-4

高齢の脳卒中片麻痺者に対する HAL 腰タイプを使用した運動療法の効果
大田 瑞穂 1）、田邉 紗織 1）、坂口 重樹 1）、鍵山 智子 1）、横山 葉子 1）、
長尾 哲彦 1）、井林 雪郎 1）
1） 誠愛リハビリテーション病院

OS6-5

当院外来 2 型糖尿病患者の経口治療薬の使用実態
栗山 伸隆 1）、重松 ゆかり 1）、梅田 文夫 2）、将門 光法 3）、江藤
井口 志洋 2）、山内 照章 2）

知明 2）、

1） 医療法人森和会行橋中央病院 薬剤部門
2） 医療法人森和会行橋中央病院 内科
3） 医療法人森和会やまうち内科クリニック

12：00 ～ 13：00 【教育講演】
（ライブ配信）

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
「高齢者糖尿病と認知症」
座長：大石 充（鹿児島大学大学院
荒木

心臓血管・高血圧内科学

教授）

厚
東京都健康長寿医療センター
副院長・内科総括部長（糖尿病・代謝・内分泌内科）

13：20 ～ 14：20 【特別講演】
（ライブ配信）
「超高齢社会におけるフレイルを考慮した生活習慣病対策」
座長：小川 佳宏（九州大学大学院医学研究院病態制御内科学
荒井

共催：MSD株式会社
教授）

秀典
国立長寿医療研究センター

理事長

14：40 ～ 16：10 【シンポジウム】
（ライブ配信）
「高齢者のトータルケア」
座長：大中 佳三（九州大学大学院医学研究院老年医学


講師）

主催：第31回日本老年医学会九州地方会

基調講演 「高齢者のトータルケア」
～増加している認知症高齢者のケア～
荒瀬 泰子
福岡市


SY-1

副市長

認知症の人の気持ちを慮る治療
～住み慣れた地域で暮らし続けるために～
吉岩 あおい
大分大学医学部附属病院

共催：第一三共株式会社

総合診療・総合内科学講座

9

診療教授

SY-2

Treat to target を考慮した骨粗鬆症の治療戦略
馬越 真希
九州大学病院

SY-3

内分泌代謝・糖尿病内科

新型コロナウイルス流行下でのインフルエンザ診療
池松 秀之
日本臨床内科医会インフルエンザ研究班
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リサーチディレクター

