
第62回日本老年医学会学術集会　オンデマンド配信予定　一覧

※2020年9月3日 18:00 現在

No
オンデマンド

配信
セッション名 演題名 演者名

1 ○ 特別講演1 新型コロナウイルス感染症で学ぶべきこと 松本　哲哉

2 ○ 特別講演2 認知症施策推進大綱を老年医学の実践に生かす 鳥羽　研二

3 ○ 特別講演3 超高齢社会における「健康寿命の延伸」の意味を考える 鈴木　隆雄

4 ○ 会長講演 私の老年医学 羽生　春夫

5 ○
ダイバーシティ特別企画講演(ダイ

バーシティ推進委員会企画)

意思決定に問題のある高齢・認知症患者の法的紛争　－医療

チームの重要性－
鵜飼　万貴子

6 ○ 尼子賞受賞講演 老化・老年病と生活習慣について 井藤　英喜

7 ○ 教育講演1 高齢者の嚥下障害のマネージメント 藤谷　順子

8 ○ 教育講演2 骨折・骨粗鬆症・フレイル 浦野　友彦

9 ○ 教育講演3 大規模災害における高齢者医療 冲永　壯治

10 ○ 教育講演4 軽度腎機能低下への対応 菅野　義彦

11 ○ 教育講演5 無症候性心房細動をどう扱うか？ 里見　和浩

12 × 教育講演6 高齢者に多い皮膚疾患 梅林　芳弘

13 ○ 教育講演7 認知症の鑑別疾患 清水　聰一郎

14 ○ 教育講演8 認知症のBPSDに対する対応 水上　勝義

15 × 教育講演9 高齢者の消化管内視鏡病変 河合　隆

16 ○ 教育講演10 高齢初発てんかん 渡辺　雅子

17 ○ 教育講演11 高齢者の栄養管理 梅垣　宏行

18 ○ 教育講演12 高齢者のポリファーマシー 小島　太郎

19 ○ 教育講演13 高齢者うつの診断と治療 井上　猛

20 ○ 教育講演14 高齢者のリハビリテーション：Hospital-Associated

Disability (HAD)と認知機能の視点から
金丸　晶子

21 ○ 教育講演15 症例から考える高齢者の排尿ケア 堀江　重郎

22 ○ 教育講演16 高齢者に多い脊椎疾患と慢性疼痛対策における展望 酒井　義人

23 ○ 教育講演17 高齢者大腸がん患者に対する腹腔鏡・ロボット手術 石原　聡一郎

24 ○ 教育講演18 高齢者の口を支える新たな概念：オーラルフレイル 平野　浩彦

25 ○ 教育講演19 高齢者の在宅医療 平原　佐斗司

26 ○ 教育講演20 高齢者の睡眠障害の病態・診断と治療 井上 雄一

27 ○ ガイドライン特別企画1 高齢者のポリファーマシー対策のガイドライン 秋下　雅弘

28 ○ ガイドライン特別企画2 高齢者糖尿病診療ガイドラインの課題と展望 荒木　厚

29 ○ ガイドライン特別企画3 高齢者のがん薬物療法ガイドライン 長島　文夫

30 ○ ガイドライン特別企画4 高齢者高血圧診療ガイドラインを臨床に活かす 樂木　宏実
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31 × ガイドライン特別企画5 認知症疾患診療ガイドライン2017をめぐって 冨本　秀和

32 ○ ガイドライン特別企画6 サルコペニア診断の新基準：AWGS 2019 佐竹　昭介

33 ○ ガイドライン特別企画7 脂質異常症ガイドライン 竹本　稔

34 ○
Japan-Korea-Taiwan Joint

Symposium

Polypharmacy and Pharmaco-frailty 竹屋　泰

35 ×
Japan-Korea-Taiwan Joint

Symposium

Multi-morbidity and the problem list in a geriatric

ward
大西　丈二

36 ○
Japan-Korea-Taiwan Joint

Symposium

Significance of polypharmacy and potentially

inappropriate medications on treatment of older

cancer patients

Kwang-Il Kim

37 Japan-Korea-Taiwan Joint

Symposium

Experience of polypharmacy clinic in the geriatric

outpatient clinic
Eun-Ju Lee

38 Japan-Korea-Taiwan Joint

Symposium

Studies of the prescriptions of potentially

inappropriate medication to older patients in

Taiwan

Shinn-Jang Hwang

39 ○
Japan-Korea-Taiwan Joint

Symposium

Predictions of mortality, frailty, disability, dementia

and active aging among the elderly through Taiwan

Longitudinal Study on Aging (TLSA)

Meng-Chih Lee

40 ○ COVID緊急シンポジウム 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）下における認知症へ

の対応
新美　芳樹

41 ○ COVID緊急シンポジウム 高齢者の自粛生活長期化による生活不活発・フレイル状態悪

化への対策
飯島　勝矢

42 ○ COVID緊急シンポジウム COVID-19下における高齢者のうつ、その他の精神症状への対

応
高橋　晶

43 ○ COVID緊急シンポジウム COVID-19下の高齢者救急マネジメントのdecision making 織田　順

44 ○ COVID緊急シンポジウム 高齢者施設におけるコロナ対策 大河内　二郎

45 ○ シンポジウム1 サルコペニアの診断基準はこう変わった 荒井　秀典

46 ○ シンポジウム1 サルコペニアに対するアプローチ: Up to date 金　憲経

47 ○ シンポジウム1 認知機能と身体的フレイルとの関連 神﨑　恒一

48 ○ シンポジウム1 社会的フレイルの意義：フレイルの社会的側面とその対応 藤原　佳典

49 × シンポジウム1 サルコペニア研究の基礎的アプローチ 葛谷　雅文

50 × シンポジウム2 高齢者脳卒中の特徴 北園　孝成

51 ○ シンポジウム2 高齢者塞栓源不明脳梗塞患者における心房細動の検出の実

際
秋山　久尚

52 ○ シンポジウム2 高齢者超急性期脳梗塞の血栓溶解療法と血管内治療 平野　照之

53 ○ シンポジウム2 高齢者脳卒中患者に関わる諸問題 −認知症、うつ、アパシー

−
山口　修平

54 ○ シンポジウム2 脳小血管病の概念と対策 冨本　秀和

55 × シンポジウム3 細胞老化と個体老化の分子リンク：ショウジョウバエからのアプ

ローチ
井垣　達吏

56 × シンポジウム3 最長寿げっ歯類ハダカデバネズミの耐性機構の探求 三浦　恭子

57 × シンポジウム3 老化促進分子による加齢同期メカニズムの解明 清水　逸平

58 × シンポジウム3 腎臓から考える個体の老化 柳田　素子

59 × シンポジウム3 早老症ウェルナー症候群の臨床症候と細胞老化 前澤　善朗
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60 ○ シンポジウム4 認知症の人の思い、家族の思い 大野　教子

61 ○ シンポジウム4 認知症疾患医療センターの取り組みー家族介護者教室の効果

を中心にー
櫻井　博文

62 ○ シンポジウム4 能動的介入を組み合わせた認知症初期集中支援チームのアプ

ローチ
黒田　篤

63 × シンポジウム4 つないで支え続けるチームの力～院内の認知症ケアチームから地

域へ～
小幡　志津

64 ○ シンポジウム4 認知症におけるかかりつけ医、認知症カフェの役割 内門　大丈

65 × シンポジウム5 高齢者の嚥下機能低下による栄養不良とその介入 巨島　文子

66 ○ シンポジウム5 高齢者の栄養不良・サルコペニアによる嚥下機能低下とその介

入
若林　秀隆

67 × シンポジウム5 高齢者の適切な嚥下調整食作成のための新技術 宮城　翠

68 × シンポジウム5 高齢者誤嚥性肺炎と栄養 海老原　孝枝

69 ×
シンポジウム6 （ 骨折転倒予防

対策小委員会企画）

健康増進に向けた厚生労働省の取組 寺井　愛

70 ○
シンポジウム6 （ 骨折転倒予防

対策小委員会企画）

骨粗鬆症検診における転倒予防に向けたロコモ評価の重要性 石橋　英明

71 ○
シンポジウム6 （ 骨折転倒予防

対策小委員会企画）

骨粗鬆症検診における骨代謝マーカーおよび骨代謝関連検査

（25-ヒドロキシビタミンD）の活用と展望
三浦　雅一

72 ○
シンポジウム6 （ 骨折転倒予防

対策小委員会企画）

脆弱性骨折予防に向けた検診－骨粗鬆症からロコモへ・富山

県朝日町の取り組み－
中藤　真一

73 ×
シンポジウム6 （ 骨折転倒予防

対策小委員会企画）

地域における骨粗鬆症検診と高齢者対策の取り組み 藤巻　郁子

74 × シンポジウム7 血液バイオマーカーによる認知症研究の新潮流 中村　昭範

75 × シンポジウム7 高齢者の非アルツハイマー型認知症 - PART, LATE批判 齊藤　祐子

76 × シンポジウム7 疾患修飾薬開発の現状と展望 下濱　俊

77 ○ シンポジウム7 認知症予防の最新研究：認知症予防を目指した多因子介入

によるランダム化比較試験（日本版FINGER研究）
櫻井　孝

78 ○
シンポジウム8    在宅医療連合学

会大会合同シンポジウム（在宅医

療小委員企画）

摂食嚥下障害，下部尿路機能障害を有する在宅高齢者にお

けるガイドライン活用と今後の課題
千田　一嘉

79 ○
シンポジウム8    在宅医療連合学

会大会合同シンポジウム（在宅医

療小委員企画）

在宅療養者に対する高齢者総合機能評価　―ガイドラインの活

用と今後の課題―
中嶋　宏貴

80 ×
シンポジウム8    在宅医療連合学

会大会合同シンポジウム（在宅医

療小委員企画）

エンド・オブ・ライフケアに関する在宅医療の現場の状況と今後の

課題
弘田　義人

81 ×
シンポジウム8    在宅医療連合学

会大会合同シンポジウム（在宅医

療小委員企画）

脳卒中、腎不全を有する在宅療養者ならびに介護者におけるガ

イドライン活用と今後の課題
濱井　彩乃

82 ○
シンポジウム9 （倫理委員会企

画）

高齢者におけるCPRの適正化 ― ACPの役割 会田　薫子

83 ○
シンポジウム9 （倫理委員会企

画）

人工呼吸器の終了とComfort care 伊藤　香

84 ○
シンポジウム9 （倫理委員会企

画）

再び胃瘻について考える：胃瘻を選択した人をどう最期まで支え

ていくか
服部　ゆかり

85 ×
シンポジウム9 （倫理委員会企

画）

非がん疾患における延命医療の差し控えと終了に係る現況と課

題について
三浦　久幸

86 ○ シンポジウム10 慢性炎症に基づく高齢者食の評価とフレイル予防食・食環境の

提案
孫　輔卿

87 ○ シンポジウム10 運動と身体活動から見たフレイル予防アプローチ 島田　裕之

88 ○ シンポジウム10 ソーシャル・キャピタルから見たフレイル予防アプローチ 近藤　克則

89 ○ シンポジウム10 フレイル予防の視点をもった地域づくりの必要性～住民主体の地

域活動「フレイルチェック」を中心としたフレイル予防の地域づくり～
田中　友規
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90 ×
シンポジウム11     日本基礎老化

学会合同シンポジウム（国内交流

委員会企画）

心血管老化におけるミトコンドリアダイナミクスとオートファジーにつ

いて
池田　義之

91 ○
シンポジウム11     日本基礎老化

学会合同シンポジウム（国内交流

委員会企画）

レニン-アンジオテンシン系と老化 竹下　ひかり

92 ○
シンポジウム11     日本基礎老化

学会合同シンポジウム（国内交流

委員会企画）

転職する既存薬剤：抗血小板薬から記憶障害治療薬へのリポ

ジショニング
柳井　修一

93 ×
シンポジウム11     日本基礎老化

学会合同シンポジウム（国内交流

委員会企画）

加齢に伴うストレス内分泌変化が脳認知機能に及ぼす影響 多田　敬典

94 × シンポジウム12 百寿者研究のこれまでとこれから。我が国における百寿者研究

50年の歴史とこれからの50年
権藤　恭之

95 × シンポジウム12 超百寿者（110歳以上）の脳病理所見からみえるもの 高尾　昌樹

96 × シンポジウム12 百寿者の人口動態と大規模レセプトデータを用いた百寿者研究

の今後
中西　康裕

97 × シンポジウム12 スーパーセンチナリアンの医学生物学的研究 新井　康通

98 ×
シンポジウム13 （認知症対策小

委員会企画）

高齢運転者の交通事故実態と運転免許制度改正の方向性に

ついて
佐藤　昭一

99 ○
シンポジウム13 （認知症対策小

委員会企画）

認知症疑いの高齢者における可否の判断について 池田　学

100 ×
シンポジウム13 （認知症対策小

委員会企画）

認知機能検査、運転シミュレータ検査及び実車運転評価のデー

タベースによる運転可否判断
堀川　悦夫

101 ○
シンポジウム13 （認知症対策小

委員会企画）

自動車運転リスクの把握に必要な認知機能検査について 三村　將

102 ○ シンポジウム14 高齢者心不全の疫学と概論 原田　和昌

103 ○ シンポジウム14 高齢者における循環器治療の展望

経カテーテル低侵襲弁膜治療の展開

～TAVIを中心に～

澤　芳樹

104 ○ シンポジウム14 HFpEFへの新規アプローチ 山本　一博

105 ○ シンポジウム14 高齢者心不全の在宅医療 田中　宏和

106 ○ シンポジウム14 高齢心不全患者に対する緩和ケア 窪薗　琢郎

107 ○ シンポジウム15 高齢者の救急医療～地域中核病院の立場から～ 関口　健二

108 ○ シンポジウム15 高齢者の救急医療は何が問題なのか？～大学病院の立場から

～
長谷川　浩

109 × シンポジウム15 高齢者救急における看護師の役割 長瀬　亜岐

110 ○ シンポジウム15 高齢者の救急医療とACP 野々垣　禅

111 ○ シンポジウム15 総合内科医による高齢者大腿骨近位部骨折に対する早期手

術の取り組み
瀬川　悠史

112 × シンポジウム16 海外の医学部における老年医学卒前教育 古川　勝敏

113 ○ シンポジウム16 医学教育モデル・コア・カリキュラムと老年医学卒前教育 金子　英司

114 × シンポジウム16 老年病専門医について 江頭　正人

115 ○ シンポジウム16 多職種連携のあり方をふりかえる 阿部　庸子

116 ○ シンポジウム16 老年医学の生涯教育 梅垣　宏行
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117 ○
第2回 日本老年医学会 YIA受

賞者講演

［基礎］危険因子にも着目したアルツハイマー病の病態機構の

解明、治療薬開発の研究
篠原　充

118 ×
第2回 日本老年医学会 YIA受

賞者講演

［社会・疫学］ Mild cognitive impairmentを有する高齢

者の機能特性と予後に関する研究
土井　剛彦

119 ○
第2回 日本老年医学会 YIA受

賞者講演

 ［臨床］加齢と尿酸、栄養、心血管代謝疾患リスクとの関係

性の解明
桑原　政成

120 ×
第3回日本老年医学会老化およ

び老年医学研究助成受賞講演

高齢者サルコぺニアの成因における脳白質統合異常と新規バイ

オマーカーMuSK、GDF15の関与　―筋肉・脳連関の解明―
田村　嘉章

121 ○
第3回日本老年医学会老化およ

び老年医学研究助成受賞講演

トリプトファン代謝による老化制御機構を解明するトランスレーショ

ナルリサーチ
山本　浩一

122 ○
第3回日本老年医学会老化およ

び老年医学研究助成受賞講演

血管石灰化と動脈硬化、心血管病発症リスクとの関連 渡邉　健太郎

123 × 優秀演題賞候補セッション 「通いの場」の介護予防効果：5自治体における8年間の追跡

結果
山田　実

124 ○ 優秀演題賞候補セッション 地域在住の高齢者ならびに超高齢者の身体機能と要介護認

定との関連:– SONIC研究

Werayuth Srithumsuk

125 × 優秀演題賞候補セッション 食品摂取の多様性は海馬容積の変化に影響する：地域住民

における2年間の検討
大塚　礼

126 ○ 優秀演題賞候補セッション 大脳皮質厚はライフスタイル活動と認知機能の媒介要因となりう

るか
裴　成琉

127 × 優秀演題賞候補セッション 血中HbA1c濃度が軽度認知障害から正常な認知機能への回

復に及ぼす影響
牧野　圭太郎

128 ○ 優秀演題賞候補セッション 後期高齢者におけるフレイル脱却者の特性：２年間の前向きコ

ホート調査より
高取　克彦

129 × 優秀演題賞候補セッション 軽度認知障害・アルツハイマー型認知症患者における体組成の

変化と関連因子
木村　藍

130 × 優秀演題賞候補セッション 高精度視線検出技術を用いた定量的認知機能評価法の開発

と注視点パターン解析による認知症鑑別診断におけるの有用性
大山　茜
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