第３１回日本老年医学会四国地方会

プログラム

日 時 2020(令和 2)年 2 月 23 日（日）
会 場 リジェール松山

会 長 大八木 保政
愛媛大学大学院医学系研究科 脳神経内科・老年医学講座
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参加者の皆様へ
１．日時
2020（令和 2）年 2 月 23 日（日）

２．会場
リジェール松山
〒790-8555 松山市南堀端町 2 番地 3

JA 愛媛 8F ＴＥＬ：089-948-5631

３．参加受付
リジェール松山 8F ロビーで、午前 8 時 30 分より受付を行います。

４．参加証・参加費
参加証は学会当日、参加費（\2,000）と引き換えに受付にてお渡しいたします。
会場内では、参加証をご着用ください。
尚、前期研修医およびコメディカルの方は無料です。

５．代議員会
リジェール松山 8F「鶴亀」で、11 時 30 分～11 時 50 分まで行います。

６．一般演題
①発表時間は 6 分以内、討議時間は 3 分以内です。時間厳守でお願いします。
②発表データはＵＳＢメモリー、CD-R いずれかをご持参ください。
③発表時間の 30 分前までに、PC 受付手続きを済ませて、試写でご確認ください。
④演台上のマウスを使用して、演者自身で操作をお願いします。
⑤動画などの関係でノートパソコンを持ち込まれる場合は、PC 受付で動作確認していただいた後、
ノートパソコンはお預かりします。
※持ち込みの場合、必ず電源アダプタと PC 端子である「D-sub 15 pin」と「接続可能なアダプタ」も
併せてご持参ください。

７．学会事務局
会 長
事務局

大八木 保政
越智 雅之

伊賀瀬 道也

愛媛大学大学院医学系研究科 脳神経内科・老年医学講座
〒791-0295 愛媛県東温市志津川 454
TEL: 089-960-5851 FAX : 089-960-5852
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会場へのご案内
〈駐車場について〉
無料駐車場はございませんのでご了承ください。
JA 愛媛パーキング（立体駐車場）
営業時間 8：00～21：00
料金 30 分毎 100 円
日中上限 1,000 円
泊料金（18 時～翌 9 時） 800 円
※車高 155cm まで
※三番町通り側 入口
〒790-0003
松山市三番町 5 丁目 13 番 4
TEL 089-948-5651

フロアマップ 8Ｆ
1F 正面玄関より入られ、正面のエレベーターで 8F へお越しください。

学会会場

PC 受付

参加受付

1F からのエレベーター２台
代議員会

控室
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学会日程・座長一覧

8：30-

受付

9：00-9：05

開会の辞

会長：大八木 保政

一般演題１

座長：鴨川 賢二

9：05-9：41

9：41-10：17

神経 1
一般演題２

神経 2

愛媛県立今治病院 脳神経内科

座長：越智 雅之
愛媛大学大学院医学系研究科 脳神経内科・老年医学講座

10：17-10：35

10：35-11：20

11：30-11：50

演題番号

1～4

5～8

コーヒーブレイク
一般演題３

循環器・老年内科
代議員会

座長：池田 俊太郎
愛媛大学大学院医学系研究科 循環器・呼吸器・腎高血圧内科学講座

9～13

リジェール松山 ８F 「鶴亀」
座長：伊賀瀬 道也

12：00-13：00

ランチョンセミナー
共催:第一三共株式会社

愛媛大学大学院医学系研究科 抗加齢医学(新田ゼラチン)講座

「糖尿病患者の高血圧治療の注意点」
演者：高田 康徳
愛媛大学大学院医学系研究科 糖尿病内科学講座

座長：大八木 保政
愛媛大学大学院医学系研究科 脳神経内科・老年医学講座

13：00-14：00

特別講演

「高齢者における心不全管理」
演者：山口 修
愛媛大学大学院医学系研究科 循環器・呼吸器・腎高血圧内科学講座

座長：大八木 保政
愛媛大学大学院医学系研究科 脳神経内科・老年医学講座

14：00-14：30

教育講演

「アンチエイジング領域のトピックス
～認知機能低下と糖化ストレス～」
演者：伊賀瀬 道也
愛媛大学大学院医学系研究科 抗加齢医学(新田ゼラチン)講座

14：30-14：45

14：45-15：21

15：25-15：30

コーヒーブレイク
一般演題４

臨床研究
閉会の辞

座長：伊賀瀬 道也
愛媛大学大学院医学系研究科 抗加齢医学(新田ゼラチン)講座

大八木 保政
愛媛大学大学院医学系研究科 脳神経内科・老年医学講座
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14～17

一般演題 神経１
9：05－9：41 セッション１

座長：鴨川 賢二 （愛媛県立今治病院 脳神経内科)

１．急速に中枢性呼吸障害を呈した高齢パーキンソン症候群の 1 例
明地 雄司 1）、越智 雅之 1）、武井 聡子 1）、松本 清香 1）、岡田 陽子 1）、三浦 史郎 1）、越智 博文 1）、
伊賀瀬 道也 1）、大八木 保政 1）
1) 愛媛大学病院 脳神経内科

２．痙攣発作を来した Edwardsiella tarda 敗血症の一例
堤田 慎 1）、葛目 大輔 2）、細見 直永 2）、山崎 正博 2）
1) 社会医療法人 近森会 近森病院 臨床研修部、2) 社会医療法人 近森会 近森病院 脳神経内科

３．健常高齢者に発症したクリプトコッカス髄膜炎の一剖検例
紀乃 正志 1）、城 妃咲 1）、土居 智和 6）、高田 忠幸 2）、羽場 礼次 3）、宮井 由美 3）、鎌田 正紀 4）、
出口 一志 1）、峠 哲男 5）、正木 勉 1）
1) 香川大学医学部付属病院 消化器・脳神経内科、2) 総合内科、3) 病理診断科、4) 神経難病、
5) 健康科学、6) 自治体病院支援・推進医学

４．高齢発症・緩徐進行性の Facial onset sensory motor neuronopathy (FOSMN)症候群の一例
武井 聡子 1）、岡田 陽子 1）、明地 雄司 1）、松本 清香 1）、三浦 史郎 1）、越智 雅之 1）、越智 博文 1）
伊賀瀬 道也 1）、大八木 保政 1）
1) 愛媛大学病院 脳神経内科

一般演題 神経２
9：41－10：17 セッション２

座長：越智 雅之 （愛媛大学 脳神経内科・老年医学講座）

５．栄養療法で改善したパーキンソニズムの 3 例
鴨川 賢二１）
1) 愛媛県立今治病院 脳神経内科

６．ポリファーマシーの考えを取り入れた神経障害性疼痛の治療の工夫
三木 健司 1）、竹屋 泰 2）、林 和寛 3）
1) 大阪行岡医療大学医療学部 早石病院 疼痛医療センター、
2) 大阪大学 老年・総合内科、3) 愛知医科大学 学際的痛みセンター

7．リウマチ性多発筋痛症の経過観察中に MALT リンパ腫を合併した 1 例
菊池 明日香 1）、二宮 大輔 1）、古川 慎哉 1）、熊木 天児 2）、川本 龍一 1）
1) 愛媛大学医学部附属病院総合診療科、2) 愛媛大学医学部臨床研修センター

8．MCI 評価における VSRAD の有用性の検討
伊賀瀬 道也 1）、伊賀瀬 圭二 2）、岡田 陽子 3）、越智 雅之 3）、千崎 健佑 3）、篠塚 史至 4）、貞本 和彦 4）、
大八木 保政 3）
1） 愛媛大学 抗加齢医学（新田ゼラチン）講座、2) 愛媛大学 先端脳神経医学講座、
3) 愛媛大学病院 脳神経内科、4) 和昌会貞本病院
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一般演題 循環器・老年内科
10：35－11：20 セッション３

座長：池田 俊太郎 （愛媛大学 循環器・呼吸器・腎高血圧内科学講座）

9．加齢による急性冠症候群患者の臨床像の変遷
稲葉 慎二 1）、上谷 晃由 1）、東 晴彦 1）、藤井 昭 1）、青野 潤 1）、永井 啓行 1）、西村 和久 1）、井上 勝次 1）、
池田 俊太郎 1）、山口 修 1）
1) 愛媛大学 循環器・呼吸器・腎高血圧内科

10．加齢による急性心不全患者の臨床像の変遷
稲葉 慎二 1）、東 晴彦 1）、藤井 昭 1）、上谷 晃由 1）、青野 潤 1）、永井 啓行 1）、西村 和久 1）、井上 勝次 1）、
池田 俊太郎 1）、山口 修 1）
1) 愛媛大学 循環器・呼吸器・腎高血圧内科

11．経時的なフレイル評価、総合機能評価が患者の生活支援体制の見直しに有用であった一例
横山 美矢子 1）、村田 さおり 1）、高橋 有紗 1）、浜田 知幸 1）、久保 亨 1）、山崎 直仁 1）、北岡 裕章 1）、
宮野 伊知郎 2）
1) 高知大学医学部老年病・循環器内科学、2) 高知大学医学部公衆衛生学講座

12．診断に時間を要したバセドウ病による甲状腺クリーゼの一例
桝田 志保 1）、吉田 守美子 2）、工藤 千晶 1）、辻本 賀美 1）、安井 沙耶 1）、遠藤 ふうり 1）、三井 由加里 1）、
倉橋 清衛 2）、遠藤 逸朗 3）、安倍 正博 2）
1) 徳島大学病院内分泌・代謝内科、2) 徳島大学大学院血液・内分泌代謝内科学、
3) 徳島大学大学院生体機能解析学分野

13．健常者における Willis 動脈輪の経時変化と関連因子
岡田 陽子 1）、伊賀瀬 道也 1）、明地 雄司 1）、武井 聡子 1）、三浦 史郎 1）、越智 雅之 1）、越智 博文 1）、
大八木 保政 1）
1) 愛媛大学病院 脳神経内科

11：30-11：50

代議員会

12：00-13：00

ランチョンセミナー

8F 「鶴亀」

共催：第一三共株式会社

「糖尿病患者の高血圧治療の注意点」
座長：伊賀瀬 道也 （愛媛大学 抗加齢医学(新田ゼラチン)講座）
演者：高田 康徳 （愛媛大学 糖尿病内科学講座）

13：00-14：00

特別講演

「高齢者における心不全管理」
座長：大八木 保政（愛媛大学 脳神経内科・老年医学講座）
演者：山口 修（愛媛大学 循環器・呼吸器・腎高血圧内科学講座）

14：00-14：30

教育講演

「アンチエイジング領域のトピックス～認知機能低下と糖化ストレス～」
座長：大八木 保政（愛媛大学 脳神経内科・老年医学講座）
演者：伊賀瀬 道也（愛媛大学 抗加齢医学（新田ゼラチン）講座）
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一般演題 臨床研究
14：45－15：21 セッション４

座長：伊賀瀬 道也 （愛媛大学 抗加齢医学（新田ゼラチン）講座）

14．人工関節置換術症例における口腔内感染巣の有病率に関する後方視的観察研究
清原 宏之 1）、島田 泰如 1）、丸岡 豊 1）、2)
1) 国立国際医療研究センター病院 歯科・口腔外科
2) 東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 顎口腔外科学分野

15．介護環境の異なる施設入居高齢者の転倒発生状況
金子 恵子 1）、大坂 鈴菜 2）、白川 りさ 2）、橋本 成弼 2）、楠瀬 智子 2）、多田 啓 2）、窪田 誠 2）、
竹正 敦子 3）、井上 貢 4）、影山 峰久 4）
1) 赤岡医院、2) 社会福祉法人 香南会、3) 社会福祉法人 香南会 事故対策室、
4) 社会福祉法人 香南会 リスクマネージメント委員会

16．脳神経疾患における超音波を用いた血管内皮機能の検討
千崎 健佑 1）、岡田 陽子 1）、明地 雄司 1）、武井 聡子 1）、松本 清香 1）、三浦 史郎 1）、越智 雅之 1）、
越智 博文 1）、伊賀瀬 道也 1）、大八木 保政 1）
1) 愛媛大学病院 脳神経内科

17．皮膚組織の終末糖化産物は高齢男性のサルコペニア・認知機能低下のバイオマーカーである
越智 雅之 1）、明地 雄司 1）、武井 聡子 1）、松本 清香 1）、岡田 陽子 1）、三浦 史郎 1）、越智 博文 1）
伊賀瀬 道也 1）、大八木 保政 1）
1) 愛媛大学病院 脳神経内科
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