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第 30回日本老年学会総会・第 59回日本老年医学会学術集会
日程および次第

（「P．数字」の数字は，抄録が掲載されているページを示す．）

第 30回日本老年学会
会長 大島 伸一（国立長寿医療研究センター名誉総長）
テーマ：「治し支える医療」へ向けて，医学と社会の大転換を

特別講演 1（6月 14 日 13：10～14：00） P.1

プラチナ社会の実現と活力ある長寿社会
司会：甲斐 一郎（東京大学名誉教授）
演者：小宮山 宏（株式会社三菱総合研究所）

特別講演 2（6月 15 日 11：00～11：30） P.2

高齢社会と 21世紀科学技術の責務―価値観・方法・評
価の変革
司会：鳥羽 研二（国立長寿医療研究センター）
演者：有本 建男（政策研究大学院大学科学技術イノベー

ション政策プログラム/国立研究開発法
人科学技術振興機構研究開発戦略セン
ター）

特別講演 3（6月 15 日 11：30～12：00） P.3

老年学とアクションリサーチ
司会：柴田 博（桜美林大学名誉教授・特任教授）
演者：秋山 弘子（東京大学高齢社会総合研究機構）

会長講演（6月 14 日 14：00～14：30） P.4

「治し支える医療」へ向けて，医学と社会の大転換を
司会：井口 昭久（愛知淑徳大学健康医療科学部）
演者：大島 伸一（国立長寿医療研究センター名誉総長）

合同シンポジウム 1（6月 14 日 9：00～12：00） P.5

医療・看護・介護連携はどうあるべきか？
司会：大島 伸一（国立長寿医療研究センター名誉総長）

辻 哲夫（東京大学高齢社会総合研究機構）

演者：権丈 善一（慶應義塾大学商学部）
田中 滋（慶應義塾大学名誉教授）
大内 尉義（国家公務員共済組合連合会虎の門病院）
武田 俊彦（厚生労働省医薬・生活衛生局）
鈴木 邦彦（公益社団法人日本医師会）
佐藤 保（公益社団法人日本歯科医師会）
坂本 すが（日本看護協会）

合同シンポジウム 2（6月 14 日 15：10～17：10） P.8

認知症の人と家族を支える医療とケア
司会：遠藤 英俊（国立長寿医療研究センター老年内科）

武地 一（藤田保健衛生大学医学部認知症・高齢診
療科）

演者：鷲見 幸彦（国立長寿医療研究センター）
井上 雅公（大分県医師会常任理事（杉谷診療所））
神﨑 恒一（杏林大学医学部高齢医学）
清家 理（京都大学こころの未来研究センター上廣

こころ学研究部門/国立長寿医療研究セ
ンターもの忘れセンター）

枝広あや子（東京都健康長寿医療センター研究所）

合同シンポジウム 7（6月 15 日 9：00～11：00） P.10

フレイル研究の現状及び展望
司会：鈴木 隆雄（桜美林大学老年学総合研究所/国立長寿

医療研究センター）
秋下 雅弘（東京大学医学部附属病院老年病科）

演者：渡邊 裕（東京都健康長寿医療センター研究所）
藺牟田洋美（首都大学東京大学院人間健康科学研究

科）
重本 和宏（東京都健康長寿医療センター研究所）
飯島 勝矢（東京大学高齢社会総合研究機構）
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合同シンポジウム 3（6月 14 日 15：10～17：10） P.12

一億総活躍社会における後期高齢者の介護予防は「複合
プログラム」で！
司会：阪口 英夫（医療法人永寿会陵北病院歯科診療部）
演者：柴田 博（桜美林大学大学院老年学研究科/社会福

祉法人三光会）
森本 茂人（金沢医科大学高齢医学）
髙野 直久（公益社団法人日本歯科医師会/髙野歯科

医院）

合同シンポジウム 4（6月 14 日 10：00～12：00） P.14

高齢者におけるサルコペニア―基礎から介護予防ま
で―
司会：下田 修義（国立長寿医療研究センター再生再建医学

研究部）
金 憲経（東京都健康長寿医療センター自立促進と

介護予防研究チーム）
演者：上住 聡芳（東京都健康長寿医療センター研究所老年

病態研究チーム運動器医学）
下方 浩史（名古屋学芸大学大学院栄養科学研究科/

国立長寿医療研究センターNILS�LSA
活用研究室）

平野 浩彦（東京都健康長寿医療センター歯科口腔外
科部長）

小川 純人（東京大学医学部附属病院老年病科）

合同シンポジウム 5（6月 14 日 13：00～15：00） P.16

栄養から見た老年医学と老化研究
司会：丸山 光生（国立長寿医療研究センター）

安藤富士子（愛知淑徳大学健康医療科学部スポーツ・
健康医科学科）

演者：大塚 礼（国立長寿医療研究センター老年学・社会
科学研究センター）

松林 公蔵（京都大学東南アジア地域研究研究所）
池邉 一典（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再

建学講座有床義歯補綴学・高齢者歯科学
分野）

本田 賢也（慶應義塾大学医学部微生物学免疫学/理
化学研究所・IMS）

合同シンポジウム 6（6月 14 日 15：10～17：10） P.18

生活を支える医療と介護を目指す多職種連携

司会：服部万里子（NPO法人渋谷介護サポートセンター）
奥田亜由子（日本福祉大学社会福祉学部）

演者：園原 和樹（桔梗ケ原病院）
大塚眞理子（宮城大学看護学部）
戸原 玄（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究

科医歯学系専攻老化制御学講座高齢者歯
科学分野）

小藤あけみ（特定非営利活動法人ゆめじろう）

合同シンポジウム 8（6月 15 日 13：10～14：40） P.20

オーラルヘルスとゼネラルヘルス―予防からリハビリ
テーションまで―
司会：那須 郁夫（日本大学松戸歯学部公衆予防歯科学）

松尾浩一郎（藤田保健衛生大学医学部歯科）
演者：才藤 栄一（藤田保健衛生大学医学部リハビリテー

ション医学 I講座）
小原 由紀（東京医科歯科大学大学院口腔健康教育学

分野）
松尾浩一郎（藤田保健衛生大学医学部歯科）

合同シンポジウム 9（6月 15 日 9：00～11：00） P.22

高齢者医療の変革をめざした転倒予防
司会：武藤 芳照（日体大総合研究所所長/日本転倒予防学

会理事長）
泉 キヨ子（帝京科学大学医療科学部看護学科）

演者：加藤真由美（金沢大学医薬保健研究域保健学系看護科
学領域）

大河内二郎（社会医療法人若弘会/全国老人保健施設
協会）

目黒 謙一（東北大学CYRIC 高齢者高次脳医学/大
崎市田尻スキップセンター）

吉田 光由（広島大学大学院医歯薬保健学研究院先端
歯科補綴学講座）

合同シンポジウム 10（6月 15 日 15：00～17：00） P.24

大独居時代の地域支援に向けて
司会：斎藤 民（国立長寿医療研究センター社会福祉・地

域包括ケア研究室）
白澤 政和（桜美林大学大学院老年学研究科）

演者：小林江里香（東京都健康長寿医療センター研究所）
斉藤 雅茂（日本福祉大学）
久保田裕之（日本大学文理学部社会学科）
白木 裕子（株式会社フジケア）
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合同シンポジウム 11（6月 15 日 10：00～12：00） P.26

当事者主体の地域包括ケアを目指して
司会：芳賀 博（桜美林大学大学院老年学研究科）

藤原 佳典（東京都健康長寿医療センター研究所社会
参加と地域保健研究チーム）

演者：佐藤美由紀（神奈川工科大学看護学部）
志賀美穂子（墨田区特別養護老人ホームなりひらホー

ム）
河合 恒（東京都健康長寿医療センター）
井出 訓（放送大学）

合同シンポジウム 12（6月 15 日 9：40～11：40） P.28

百寿者に学ぶ健やかなエイジング
司会：広瀬 信義（慶應義塾大学医学部百寿総合研究セン

ター）
三村 將（慶應義塾大学医学部精神神経科学教室）

演者：新井 康通（慶應義塾大学医学部百寿総合研究セン
ター）

高尾 昌樹（埼玉医科大学国際医療センター神経内
科・脳卒中内科/美原記念病院神経内
科・ブレインバンク）

三村 將（慶應義塾大学医学部精神・神経科学教
室）

権藤 恭之（大阪大学大学院人間科学研究科）

合同シンポジウム 13（6月 16 日 15：20～17：20） P.30

多職種一丸で創る地域包括ケア
司会：葛谷 雅文（名古屋大学大学院医学系研究科地域在宅

医療学・老年科学講座）
飯島 勝矢（東京大学高齢社会総合研究機構）

演者：迫井 正深（厚生労働省保険局医療課）
前沢 政次（京極町国民健康保険診療所）
守屋 信吾（国立保健医療科学院生涯健康研究部）
永田 千鶴（山口大学大学院医学系研究科保健学専

攻）
白澤 政和（桜美林大学大学院老年学研究科）
東 憲太郎（公益社団法人全国老人保健施設協会）

合同シンポジウム 14（6月 16 日 13：10～15：10） P.33

認知症―基礎から臨床へ向けた新展開―
司会：津田 玲生（国立長寿医療研究センター認知症先進医

療開発センター創薬モデル動物開発室）
木村 展之（国立長寿医療研究センター認知症先進医

療開発センターアルツハイマー病研究部
病因遺伝子研究室）

演者：東海林幹夫（弘前大学大学院医学研究科脳神経内科学
講座）

馬原 孝彦（東京医科大学高齢総合医学分野）
高島 明彦（学習院大学理学部生命科学科）
山田 正仁（金沢大学大学院医薬保健学総合研究科脳

老化・神経病態学（神経内科学））

合同シンポジウム 15（6月 16 日 9：00～11：00） P.35

治し支える医療におけるエンドオブライフケア
司会：齋藤 康（千葉市病院事業管理者）

長江 弘子（東京女子医科大学老年看護学）
演者：長谷 剛志（公立能登総合病院歯科口腔外科）

繁田 雅弘（東京慈恵会医科大学精神医学講座）
高梨 早苗（国立長寿医療研究センター）
落久保裕之（医療法人裕心会落久保外科循環器内科ク

リニック）
西川 満則（国立長寿医療研究センター）

合同シンポジウム 16（6月 16 日 10：00～12：00） P.37

健康日本 21（第 2次）の視点からみた介護予防の推進
司会：新開 省二（東京都健康長寿医療センター研究所社会

科学系研究）
安村 誠司（福島県立医科大学医学部医学科公衆衛生

学講座）
演者：島田 裕之（国立長寿医療研究センター）

吉村 典子（東京大学医学部附属病院 22 世紀医療セ
ンターロコモ予防学講座）

福泉 隆喜（「介護予防・日常生活支援総合事業にお
ける口腔機能・栄養・運動複合型プログ
ラムを用いた住民参加型介護予防活動に
関する調査研究」研究班/九州歯科大学社
会歯科学研究室）

近藤 克則（千葉大学予防医学センター社会予防医学
研究部門/国立長寿医療研究センター老
年学・社会科学研究センター老年学評価
研究部）



日本老年医学会雑誌 54 巻 臨時増刊号（学術集会講演抄録集）・2017 年―（6）―

合同シンポジウム 17（6月 16 日 9：10～11：10） P.39

BPSDに対する薬物療法
司会：秋下 雅弘（東京大学医学部附属病院老年病科）

新井 平伊（順天堂大学大学院医学研究科精神・行動科学）
演者：松永 慎史（藤田保健衛生大学医学部精神神経科）

工藤 喬（大阪大学大学院医学系研究科精神健康医学）
小川 純人（東京大学医学部附属病院老年病科）
水上 勝義（筑波大学大学院人間総合科学研究科）

第 59回日本老年医学会
会 長 鳥羽 研二（国立長寿医療研究センター理事長）
副会長 犬塚 貴（岐阜市民病院認知症疾患医療センターセンター長）

葛谷 雅文（名古屋大学地域在宅医療学・老年科学講座教授）
テーマ：老年医学とアート

招請講演 1（6月 14 日 15：50～16：30） P.43

CISD2 mediates lifespan in mammals：From basic to
translational research
司会：丸山 光生（国立長寿医療研究センター）
演者：Ting�Fen Tsai（Department of Life Sciences and In-

stitute of Genome Sciences, National
Yang�Ming University, Taipei, Tai-
wan）

招請講演 2（6月 15 日 11：15～11：55） P.44

Prevention of Cognitive Decline.
司会：櫻井 孝（国立長寿医療研究センターもの忘れセン

ター）
演者：Andrieu Sandrine（Toulouse University School of

Medicine）

招請講演 3（6月 15 日 13：45～14：25） P.45

Perspectives for frailty prevention in older adults
司会：折茂 肇（公益財団法人骨粗鬆症財団）
演者：Bruno Vellas（Gerontopole, UMR INSERM 1027, CHU

Toulouse, France）

特別講演 1（6月 14 日 13：10～13：50） P.46

医療介護情報からみた将来
司会：横出 正之（京都大学医学部附属病院臨床研究総合セ

ンター早期臨床試験部）
演者：松田 晋哉（産業医科大学医学部公衆衛生学教室）

特別講演 2（6月 14 日 10：00～10：40） P.47

新たなアルツハイマー病バイオマーカー開発の必要性
と現状
司会：荒井 啓行（東北大学加齢医学研究所老年医学分野）
演者：柳澤 勝彦（国立長寿医療研究センター）

特別講演 3（6月 14 日 11：00～11：40） P.48

骨配向性と骨疾患
司会：原田 敦（国立長寿医療研究センター）
演者：中野 貴由（大阪大学大学院工学研究科マテリアル生

産科学専攻生体材料学領域）

特別講演 4（6月 15 日 14：30～15：10） P.49

ポリファーマシーへの対応
司会：犬塚 貴（岐阜市民病院認知症疾患医療センター・

神経内科）
演者：秋下 雅弘（東京大学医学部附属病院老年病科）
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特別講演 5（6月 16 日 11：00～11：40） P.50

細胞の守護者オートファジー：加齢と疾患に対抗する
細胞内大規模分解システム
司会：井藤 英喜（東京都健康長寿医療センター）
演者：吉森 保（大阪大学医学系研究科遺伝学教室）

特別講演 6（6月 16 日 11：20～12：00） P.51

医療・介護の質向上と持続可能性の両立―人口減少社
会に挑む日本の医療システム―
司会：三木 哲郎（阪和第一泉北病院認知症疾患センター）
演者：宮田 裕章（慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教

室/東京大学大学院医学系研究科医療品
質評価学講座/国立国際医療研究セン
ターグローバルヘルス政策研究センター
グローバルヘルスシステム・イノベー
ション研究科）

会長講演（6月 14 日 15：15～15：45） P.52

老年医学とアート
司会：大内 尉義（国家公務員共済組合連合会虎の門病院）
演者：鳥羽 研二（国立長寿医療研究センター理事長）

尼子賞受賞講演（6月 15 日 13：10～13：40） P.53

老年医学の道を歩んで―総合機能評価CGAを考える―
司会：鳥羽 研二（国立長寿医療研究センター）
演者：小澤 利男（高知大学名誉教授/東京都健康長寿医療

センター名誉院長）

教育講演 1（6月 14 日 9：45～10：30） P.54

認知症について―画像診断を中心に―
司会：小林 祥泰（医療法人社団耕雲堂小林病院名誉院長）
演者：古川 勝敏（東北医科薬科大学医学部地域医療学）

教育講演 2（6月 14 日 10：30～11：15） P.54

老年医学の臨床
司会：佐々木英忠（医療法人仙台医療福祉会仙台富沢病院）
演者：大蔵 暢（やまと在宅診療所大崎）

教育講演 3（6月 14 日 11：15～12：00） P.54

腰痛や膝関節痛の機序と展望 骨粗鬆症，サルコペニア
に関連して
司会：浦野 友彦（国際医療福祉大学医学部老年病科）
演者：大鳥 精司（千葉大学大学院医学研究院整形外科学）

教育講演 4（6月 14 日 13：10～13：55） P.55

高齢者の不眠と対応
司会：岩本 俊彦（国際医療福祉大学塩谷病院高齢者総合診

療科）
演者：水上 勝義（筑波大学大学院人間総合科学研究科）

教育講演 5（6月 14 日 13：55～14：40） P.55

タウの生理学的・病態生理学的機能について
司会：荒井 啓行（東北大学加齢医学研究所老年医学分野）
演者：木村 哲也（国立長寿医療研究センターアルツハイ

マー病研究部病態モデル動物室長）

教育講演 6（6月 14 日 14：40～15：25） P.55

高齢者高血圧の血圧管理について
司会：荻原 俊男（森ノ宮医療大学）
演者：大石 充（鹿児島大学心臓血管・高血圧内科学）

教育講演 7（6月 14 日 15：25～16：10） P.56

高齢者のリウマチ性疾患
司会：原田 和昌（東京都健康長寿医療センター）
演者：杉原 毅彦（東京都健康長寿医療センター膠原病・リ

ウマチ科）

教育講演 8（6月 14 日 16：10～16：55） P.56

臨床研究倫理審査の現状と課題
司会：飯島 節（国立障害者リハビリテーションセンター

自立支援局）
演者：吉田 雅幸（東京医科歯科大学生命倫理研究セン

ター）
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教育講演 9（6月 14 日 9：45～10：30） P.56

老年医学に寄り添った褥瘡予防と治療
司会：金子 英司（東京医科歯科大学統合教育機構事業推進

部門）
演者：磯貝 善蔵（国立長寿医療研究センター皮膚科）

教育講演 10（6月 14 日 10：30～11：15） P.57

高齢心房細動患者に対する抗凝固療法
司会：北岡 裕章（高知大学医学部老年病・循環器内科）
演者：江頭 正人（東京大学医学教育国際研究センター）

教育講演 11（6月 14 日 11：15～12：00） P.57

高齢者の肺炎と誤嚥対策最前線
司会：福地義之助（順天堂大学名誉教授）
演者：海老原 覚（東邦大学大学院医学研究科リハビリテー

ション医学講座）

教育講演 12（6月 14 日 13：10～13：55） P.57

高齢者の目の悩み
司会：大庭 建三（大洗海岸コアクリニック）
演者：加藤 弘明（国立長寿医療研究センター眼科/京都府

立医科大学眼科）

教育講演 13（6月 14 日 13：55～14：40） P.58

高齢者の消化器疾患について―GERD・慢性便秘を中心
に―
司会：馬原 孝彦（東京医科大学病院高齢診療科）
演者：須藤 紀子（杏林大学医学部高齢医学教室）

教育講演 14（6月 14 日 15：25～16：10） P.58

認知症患者さんの排尿排便障害：症状と対処の理解へ
司会：長谷川 浩（杏林大学医学部高齢医学）
演者：榊原 隆次（東邦大学医療センター佐倉病院神経内

科）

教育講演 15（6月 14 日 16：10～16：55） P.58

高齢者のCKD
司会：勝谷 友宏（勝谷医院大阪大学大学院医学系研究科臨

床遺伝子治療学）
演者：今井 圓裕（中山寺いまいクリニック/藤田保健衛生

大学腎内科）

シンポジウム 1（6月 14 日 13：10～15：10） P.59

脳小血管病が今なぜ注目されているのか
司会：冨本 秀和（三重大学大学院医学系研究科神経病態内

科学講座・認知症医療学講座）
櫻井 孝（国立長寿医療研究センターもの忘れセン

ター）
演者：北川 一夫（東京女子医科大学神経内科）

佐治 直樹（国立長寿医療研究センターもの忘れセン
ター）

今泉 俊雄（市立釧路総合病院脳神経外科）
平井 俊範（宮崎大学医学部病態解析医学講座放射線

医学分野）
伊井裕一郎（三重大学大学院医学系研究科神経病態内

科学）

シンポジウム 2（6月 14 日 13：10～15：10） P.61

糖尿病と認知症―研究中心―
司会：羽生 春夫（東京医科大学病院高齢診療科）

梅垣 宏行（名古屋大学大学院医学系研究科地域在宅
医療学・老年科学）

演者：田口 明子（国立長寿医療研究センター）
里 直行（国立長寿医療研究センター認知症先進医

療開発センター分子基盤研究部）
中別府雄作（九州大学生体防御医学研究所個体機能制

御学部門脳機能制御学分野）
田村 嘉章（東京都健康長寿医療センター糖尿病・代

謝・内分泌内科）
羽生 春夫（東京医科大学高齢総合医学分野）



日本老年医学会雑誌 54 巻 臨時増刊号（学術集会講演抄録集）・2017 年 ―（9）―

シンポジウム 3（6月 14 日 10：00～12：00） P.63

ゲノム医療の活用
司会：新飯田俊平（国立長寿医療研究センターメディカルゲ

ノムセンター）
松田 文彦（京都大学大学院医学研究科附属ゲノム医

学センター）
演者：加藤 規弘（国立国際医療研究センター）

池内 健（新潟大学脳研究所生命科学リソース研究
センター）

尾崎 浩一（国立長寿医療研究センターメディカルゲ
ノムセンター臨床ゲノム解析推進部/理
化学研究所統合生命医科学研究セン
ター）

井上 悠輔（東京大学医科学研究所）

シンポジウム 4（6月 14 日 13：10～14：40） P.65

高齢者の心不全
司会：原田 和昌（東京都健康長寿医療センター）

室原 豊明（名古屋大学大学院医学系研究科循環器内
科学）

演者：赤澤 宏（東京大学大学院医学系研究科循環器内科
学）

井澤 英夫（藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院循環
器内科）

鳥羽 梓弓（東京都健康長寿医療センター）
大手 信之（名古屋市立大学大学院医学研究科心臓・

腎高血圧内科学）
平敷安希博（国立長寿医療研究センター）

シンポジウム 5（6月 14 日 13：10～15：10） P.67

骨粗鬆症の臨床的トピックス
司会：折茂 肇（公益財団法人骨粗鬆症財団）

田中 栄（東京大学医学部附属病院整形外科・脊椎
外科）

演者：藤原佐枝子（広島原爆障害対策協議会健康管理・増進
センター）

鈴木 敦詞（藤田保健衛生大学医学部内分泌・代謝内
科学）

萩野 浩（鳥取大学医学部保健学科）
宮尾益理子（公立学校共済組合関東中央病院健康管理

センター）

シンポジウム 6（6月 15 日 9：00～11：00） P.69

糖尿病と認知症―高齢者糖尿病の治療ガイドライン―
司会：門脇 孝（東京大学大学院医学系研究科代謝栄養病

態学）
樂木 宏実（大阪大学大学院医学系研究科老年・総合

内科学）
演者：井藤 英喜（東京都健康長寿医療センター）

羽田 勝計（旭川医科大学/医療法人共創会）
綿田 裕孝（順天堂大学大学院代謝内分泌）
横手幸太郎（千葉大学大学院医学研究院）
鈴木 亮（東京大学大学院医学系研究科糖尿病・代

謝内科）
荒木 厚（東京都健康長寿医療センター糖尿病・代

謝・内分泌内科）
【共催：日本糖尿病学会】

シンポジウム 7（6月 15 日 15：20～17：20） P.72

感覚器エイジングサイエンスの最前線
司会：横手幸太郎（千葉大学大学院医学研究院細胞治療内科

学講座）
山口 修平（島根大学医学部内科学講座内科学第三）

演者：坪田 一男（慶應義塾大学医学部眼科学教室）
森田 明理（名古屋市立大学大学院医学研究科加齢・

環境皮膚科学）
杉浦 彩子（国立長寿医療研究センター耳鼻咽喉科/

豊田浄水こころのクリニック）
亀山 祐美（東京大学医学部附属病院老年病科）

【共催：参天製薬株式会社】

シンポジウム 8（6月 15 日 13：10～14：40） P.74

高齢者における排尿障害治療
司会：横山 修（福井大学医学部器官制御医学講座泌尿器

科学）
演者：石井 伸弥（東京大学医学部附属病院老年病科）

大石 充（鹿児島大学心臓血管・高血圧内科学）
吉田 正貴（国立長寿医療研究センター泌尿器科）
後藤 百万（名古屋大学大学院医学系研究科泌尿器科

学）
【共催：アステラス製薬株式会社】
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シンポジウム 9（6月 15 日 10：00～12：00） P.76

高齢者パーキンソン病の診かたと支え方
司会：犬塚 貴（岐阜市民病院認知症疾患医療センター・

神経内科）
海老原 覚（東邦大学医療センター大森病院リハビリ

テーション科）
演者：下畑 享良（新潟大学脳研究所神経内科）

小林 庸子（国立精神・神経医療研究センター病院身
体リハビリテーション科）

中島 孝（国立病院機構新潟病院）
菊池 仁志（医療法人財団華林会村上華林堂病院）

シンポジウム 10（6月 15 日 13：10～16：10） P.78

本人・家族を中心とした認知症ケア
司会：櫻井 博文（東京医科大学高齢総合医学分野）

櫻井 孝（国立長寿医療研究センターもの忘れセン
ター）

演者：數井 裕光（大阪大学大学院医学系研究科精神医学分
野）

栁川まどか（名古屋大学大学院医学系研究科地域在宅
医療学・老年科学）

井藤 佳恵（東京都立松沢病院精神科）
櫻井 博文（東京医科大学高齢総合医学分野/東京医

科大学病院総合相談・支援センター）
山田 如子（杏林大学医学部高齢医学教室）
大久保直樹（国立長寿医療研究センターもの忘れセン

ター）
武地 一（藤田保健衛生大学医学部認知症・高齢診

療科）

シンポジウム 11（教育企画）（6月 15 日 13：10～15：10）
P.81

高齢者の栄養管理
司会：佐竹 昭介（国立長寿医療研究センター老年内科）

榎 裕美（愛知淑徳大学健康医療科学部健康栄養学
科）

演者：木下かほり（国立長寿医療研究センター病院栄養管理
部）

若林 秀隆（横浜市立大学附属市民総合医療センター
リハビリテーション科）

中村 育子（医療法人社団福寿会福岡クリニック在宅
部）

梅垣 宏行（名古屋大学大学院医学系研究科地域在宅
医療学老年科学）

シンポジウム 12（6月 15 日 15：20～17：20） P.83

ポリファーマシーとどう向き合うか
司会：鈴木 裕介（名古屋大学大学院医学系研究科地域包括

ケアシステム学寄附講座）
須藤 紀子（杏林大学医学部高齢医学教室）

演者：小島 太郎（東京大学医学部附属病院老年病科）
溝神 文博（国立長寿医療研究センター）
林 祐一（岐阜大学医学部附属病院神経内科・老年

内科）
水上 勝義（筑波大学大学院人間総合科学研究科）
賀登 浩章（厚生労働省老健局老人保健課）

【共催：日本老年薬学会】

シンポジウム 13（6月 16 日 9：00～11：00） P.85

認知症医療の最前線
司会：羽生 春夫（東京医科大学病院高齢診療科）

下濱 俊（札幌医科大学附属病院神経内科）
演者：滝川 修（日本医療研究開発機構戦略推進部/豊橋

技術科学大学）
冨本 秀和（三重大学大学院医学系研究科神経病態内

科学分野）
土井 剛彦（国立長寿医療研究センター老年学・社会

科学研究センター予防老年学研究部）
池田 学（大阪大学大学院医学系研究科精神医学分

野）
山口 晴保（認知症介護研究・研修東京センター）

【共催：エーザイ株式会社】

シンポジウム 14（6月 16 日 15：20～17：20） P.87

サルコペニア診療ガイドライン
司会：荒井 秀典（国立長寿医療研究センター）

原田 敦（国立長寿医療研究センター）
演者：神﨑 恒一（杏林大学医学部高齢医学）

下方 浩史（国立長寿医療研究センター老年学・社会
科学研究センター）

杉本 研（大阪大学老年・総合内科学）
金 憲経（東京都健康長寿医療センター研究所）

【共催：日本サルコペニア・フレイル学会】
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シンポジウム 15（教育企画）（6月 16 日 9：00～10：30）
P.89

高齢者外科手術の限界
司会：塩川 芳昭（杏林大学医学部脳神経外科）

阿古 潤哉（北里大学医学部循環器内科学教室）
演者：清水 敦哉（国立長寿医療研究センター）

金澤 伸郎（東京都健康長寿医療センター外科）
木村 理（山形大学医学部外科学第一講座）
塩川 芳昭（杏林大学医学部脳神経外科）

【共催：日本老年脳神経外科学会】

シンポジウム 16（6月 16 日 10：30～12：00） P.91

フレイルとサルコペニア；介入研究への展望
司会：下方 浩史（名古屋学芸大学大学院栄養科学研究科）

藤原 佳典（東京都健康長寿医療センター研究所社会
参加と地域保健研究チーム）

演者：池田 義之（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科心臓
血管・高血圧学会）

堀江 重郎（順天堂大学大学院医学研究科・泌尿器外
科）

長島 文夫（杏林大学医学部内科学腫瘍科）
藤原 佳典（東京都健康長寿医療センター研究所社会

参加と地域保健研究チーム）
佐竹 昭介（国立長寿医療研究センター老年内科）

シンポジウム 17（6月 16 日 13：10～14：40） P.93

超高齢社会の課題を IoT，ロボット技術が解決する
司会：近藤 和泉（国立長寿医療研究センター健康長寿支援

ロボットセンター）
演者：新谷 和宏（トヨタ自動車株式会社パートナーロボッ

ト部）
倉知 厚徳（株式会社メイク）
横山 考弘（株式会社ブイ・アール・テクノセン

ター）
加来 航（トヨタ自動車株式会社）
平野 卓哉（リョーエイ株式会社技術部次長）

シンポジウム 18（6月 16 日 9：00～11：00） P.96

認知症生活障害の支援と課題
司会：東 憲太郎（公益社団法人全国老人保健施設協会）

服部 英幸（国立長寿医療研究センター精神診療部）

演者：服部 英幸（国立長寿医療研究センター）
尾之内直美（公益社団法人認知症の人と家族の会愛知

県支部）
阿部 邦彦（同朋大学）
寺田 整司（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科精神

神経病態学）
山野目章夫（早稲田大学大学院法務研究科）
宮腰 奏子（厚生労働省老健局総務課認知症施策推進

室長）

シンポジウム 19（6月 16 日 10：00～12：00） P.99

認知症の徘徊，現状と課題
司会：神﨑 恒一（杏林大学医学部高齢医学）

櫻井 孝（国立長寿医療研究センターもの忘れセン
ター）

演者：菊地 和則（東京都健康長寿医療センター研究所福祉
と生活ケア研究チーム）

鄭 丞媛（国立長寿医療研究センター）
櫻井 孝（国立長寿医療研究センター）
田村 恵子（あさひ法律事務所）

シンポジウム 20（6月 16 日 13：10～15：10） P.101

老年医学領域の再生医療の現状と課題
司会：横出 正之（京都大学医学部附属病院臨床研究総合セ

ンター早期臨床試験部）
北岡 裕章（高知大学医学部老年病・循環器内科）

演者：本望 修（札幌医科大学神経再生医療科）
上野 盛夫（京都府立医科大学大学院医学研究科視覚

機能再生外科学）
安達 伸生（広島大学大学院整形外科学）
後藤 百万（名古屋大学大学院医学系研究科泌尿器科

学）


