
【合同開会式】　2月20日（土）8：50 ～ 9：00 ライブ   
 第1会場（老年麻酔・循環制御　合同開催）

【特別講演 1】　2月20日（土）11：20 ～ 12：20 ライブ   
 第1会場（老年麻酔・循環制御　合同開催）
座長：葭山　　稔（大阪市立大学大学院医学研究科　循環器内科学　教授）

超高齢社会における心不全診療の最前線
筒井　裕之
九州大学大学院医学研究院　循環器内科学　教授

【特別講演 2】　2月20日（土）12：30 ～ 13：30 録　画 　  
 第1会場（老年麻酔・循環制御　合同開催）

重症心不全の外科治療
塩瀬　　明
九州大学大学院医学研究院　循環器外科学　教授

【特別講演 3】　2月20日（土）16：00 ～ 17：30 ライブ   
 第1会場（老年麻酔・循環制御　合同開催）
座長：外　須美夫（国際医療福祉大学　副学長／医療法人社団高邦会　高木病院　病院長）

元号「令和」と万葉集
東　　茂美
福岡女学院大学　人文学部　教授

【認定医制度講習会】 2月20日 （土）16：30 ～ 17：30 録　画  第2会場（老年麻酔学会） 
　　　　 （再配信）　2月21日 （日）  9：00 ～ 10：00 録　画  第2会場（老年麻酔学会）

帯状疱疹関連痛と帯状疱疹ワクチン
比嘉　和夫
福西会南病院　病院長

プログラム

※認定医制度講習会に関する留意事項：
本会の日本老年麻酔学会認定医制度講習会に関しましては、同じ講演を上記2回の日程で録画配信いたし
ます。21日は20日の内容の再配信となります。上記2回の講習に関しては、入室時に”視聴開始”・
退室時に”視聴終了”ボタンをクリックすることで視聴記録の照会を行います。遅刻や時間前退出の
場合は認定されませんのでご注意願います。また、3月にアーカイブ配信も実施いたしますが、アーカイブで
は認定されませんので、受講証が必要な方は、上記2回の講習会いずれかに必ずご参加ください。PC環境・
ネットワークのトラブルなどにより視聴できない場合、学会では責任を負えませんことをご了承ください。
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【スポンサードシンポジウム1】　2月20日（土）　9：00 ～ 10：00 ライブ 　  
 第1会場（老年麻酔・循環制御　合同開催）
高齢者医療におけるアセトアミノフェンの位置づけ
座長：東　みどり子（九州大学大学院医学研究院　麻酔・蘇生学）

1. 高齢者における周術期体温管理・シバリング対策を考える
金城　健大
地方独立行政法人　那覇市立病院　麻酔科

2. 高齢者医療における術後痛チームの役割
重松　研二
福岡大学病院　麻酔科

共催：テルモ株式会社

【スポンサードシンポジウム2】　2月21日（日）14：00 ～ 15：00 ライブ 　  
 第1会場（老年麻酔・循環制御　合同開催）
COVID-19時代の感染症対策
座長：廣田　和美（弘前大学大学院医学研究科　麻酔科学講座）

1. 手術室環境と感染対策
白水　和宏
九州大学病院　麻酔科蘇生科

2. 福岡県の新型コロナウィルス感染症対応について
野田　英一郎
国立病院機構九州医療センター　広域災害・救命救急センター

共催：スリーエムジャパン株式会社
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【スポンサードセミナー 1】　2月21日（日）10：15 ～ 11：15 ライブ 　  
 第1会場（老年麻酔・循環制御　合同開催）
疼痛治療における外用剤の過去・現在・未来
座長：山本　達郎（熊本大学大学院生命科学研究部　麻酔科学分野）

山口　重樹
獨協医科大学医学部　麻酔科学講座

共催：久光製薬株式会社

【スポンサードセミナー 2】　2月21日（日）11：30 ～ 12：30 録　画 　  
 第1会場（老年麻酔・循環制御　合同開催）
超高齢化・超少子化の日本，麻酔科医としてどのように立ち向かうか？

山蔭　道明
札幌医科大学医学部　麻酔科学講座

共催：バクスター株式会社

【ランチョンセミナー 1】　2月20日（土）12：10 ～ 13：00 録　画 　  
 　第2会場（老年麻酔学会）
手術室でのCOVID-19感染の経験
座長：川股　知之（和歌山県立医科大学　麻酔科学教室）

堀下　貴文
産業医科大学　麻酔科学

共催：丸石製薬株式会社

【ランチョンセミナー 3】　2月21日（日）12：10 ～ 13：00 ライブ   
 　第2会場（老年麻酔学会）
レミマゾラムに関する報告と使用経験
座長：恒吉　勇男（宮崎大学医学部　麻酔生体管理学教室）

白水　和宏
九州大学病院　麻酔科蘇生科

共催：ムンディファーマ株式会社
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【一般演題 1】　2月20日（土）9：00 ～ 9：55 ライブ 　第2会場（老年麻酔学会）
施設からの報告
座長：坂口　嘉郎（佐賀大学医学部　麻酔・蘇生学）

GA-O1-1  術後心電図モニターに関する当院での取り組み
吉村　美穂、小野　雄介、梅原　真澄、﨑村正太郎
福岡市民病院　麻酔科

GA-O1-2  院内ハリーコール時へも汎用できる手術室用飛沫防止シールド作成の紹介
加治　淳子
国家公務員共済組合連合会　千早病院　麻酔科

GA-O1-3  手術室内における職業被曝低減に向けた取り組み
濵口　裕江、後藤晃一郎、蓑輪　行輝、土岐　和芳、栗原　郁実
社会医療法人財団　石心会　埼玉石心会病院　麻酔科

GA-O1-4  当院での超高齢者手術の動向
牧嶋　　啓、福地　香穂、吉村　　速
済生会福岡総合病院　麻酔科

GA-O1-5  当院での過去 3 年間の 90 歳超の超高齢者手術の動向
高森　遼子、大屋　皆既、甲斐　哲也
国立病院機構九州医療センター　麻酔科

GA-O1-6  一地方市民病院における COVID-19 第３波対応  
―麻酔科医が長を務める医療の質管理部の活動を中心として―

貝沼　関志
稲沢市民病院　麻酔･救急･集中治療部門、医療の質管理部

【一般演題 2】　2月20日（土）10：30 ～ 11：25 ライブ 　第2会場（老年麻酔学会）
術前評価・麻酔計画・術後合併症
座長：甲斐　哲也（九州医療センター　麻酔科）

GA-O2-1  高齢者における Paradoxical 低流量・低圧較差の大動脈弁狭窄症症例の検討
小寺　厚志
熊本市民病院　麻酔科

GA-O2-2  85 歳以上の患者の術前スパイロメトリー施行状況について
福地　香穂1）、田邉光和子2）、住江麻衣子2）、東　　晶子2）、松岡　友香2）、藤本　鮎美2）、…
竜田ちひろ2）、池田　水子2）

済生会福岡総合病院　麻酔科1）、国家公務員共済組合連合会　浜の町病院　麻酔科2）
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GA-O2-3  プレフレイル高齢大腸がん患者のための臨床的提言：  
クリニカルクエスチョン 高齢大腸がん患者に対する適切な麻酔法は何か？

水野　　樹1）、松田　圭二2）、岡　　志郎3）、西村　潤一4）、村田　幸平5）、田中　千恵6）、…
吉田陽一郎7）、吉田　好雄8）

順天堂大学医学部附属順天堂医院　麻酔科学・ペインクリニック講座1）、…
帝京大学医学部附属病院　外科2）、広島大学病院　消化器・代謝内科3）、…
大阪国際がんセンター　消化器外科4）、関西労災病院　外科5）、…
名古屋大学医学部附属病院　消化器外科6）、福岡大学病院　消化器外科7）、…
福井大学医学部附属病院　産科婦人科8）

GA-O2-4  高齢者における修正型電気けいれん療法中の血圧変動についての検討
趙　　成三
国立病院機構　小倉医療センター　麻酔科

GA-O2-5  当院における術後せん妄に関する実態調査
國廣優梨子、松角　貴子
九州中央病院　麻酔科

GA-O2-6  高齢者における全身麻酔後の重症度の高いシバリング発症例の後方視的検討
武田　明己1）、角田　　博2）、杉野　繁一2）、山内　正憲2）

仙台市立病院　麻酔科1）、東北大学　麻酔科2）

【一般演題 3】　2月20日（土）13：30 ～ 14：15 ライブ 　第2会場（老年麻酔学会）
症例報告1（呼吸・気道・筋弛緩）
座長：藤村　直幸（聖マリア病院　麻酔科）

GA-O3-1  高齢患者における大量の両側胸水を伴う Meigs 症候群に対する周術期管理の経験
野地　善恵、小原　伸樹、五十洲　剛
福島県立医科大学　麻酔科学講座

GA-O3-2  刀鞘型気管（Saber sheath Trachea） 患者に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の麻酔管理を
行った一例

田所　賢人、廣瀬　佳代、縄田　瑞木、小松　郷子
東京都健康長寿医療センター　麻酔科

GA-O3-3  喉頭異物に対して局所麻酔下に気管切開術を先行し安全に摘出しえた一症例
小川　　薫、芝　順太郎、竹内　　護
自治医科大学　麻酔科学・集中治療医学講座

GA-O3-4  高マグネシウム血症により筋弛緩作用が遷延した高齢イレウス患者の一例
大久保美穂、重松　研二、秋吉浩三郎
福岡大学病院　麻酔科
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【一般演題 4】　2月20日（土）14：45 ～ 15：40 ライブ 　第2会場（老年麻酔学会）
症例報告2（循環・他）
座長：藤吉　哲宏（九州大学病院　麻酔科蘇生科）

GA-O4-1  人工膝関節置換術後に心肺停止となった大動脈弁狭窄症患者の1例
中島　孝輔、牧嶋　　啓、大澤さやか、住江　　誠、白水　和宏、辛島　裕士、山浦　　健
九州大学病院　麻酔科蘇生科

GA-O4-2  拡張型心筋症による重症慢性心不全患者の大腿骨頸部骨折に対して末梢神経ブロックを
併用した全身麻酔を行った１例

米本　周平
順天堂大学医学部附属静岡病院　麻酔科

GA-O4-3  未心臓手術ファロー四徴症を合併した高齢患者の麻酔経験
田代　佳子、前川　拓治、宮崎　友理、新谷　亮祐、手島　　琢
佐世保市総合医療センター　麻酔科

GA-O4-4  覚醒遅延で、急性期脳梗塞に伴う非痙攣性重積状態が原因と考えられた一例
河野　　悠
関西労災病院　麻酔科

GA-O4-5  当院での出血が予想される予定手術に対する輸血準備量
荒木　建三
田川市立病院　麻酔科

GA-O4-6  レミマゾラムベシル酸塩の点滴回路内凝固及び白濁を認めた症例での麻酔専任薬剤師
の立場からの検討

岩本　　遼1）、鈴木　史人2）

国立病院機構あきた病院　薬剤科1）、国立病院機構あきた病院　歯科麻酔・障害者歯科診療部2）

【一般演題 5】　2月21日（日）10：15 ～ 11：10 ライブ 　第2会場（老年麻酔学会）
整形外科・神経ブロック
座長：高松　千洋（高木病院　麻酔科）

GA-O5-1  高齢者の大腿骨骨接合術における術前心合併症リスクと周術期合併症の検討
大屋　皆既、田邉光和子、住江麻衣子、松岡　友香、池田　水子
国家公務員共済組合連合会浜の町病院　麻酔科

GA-O5-2  人工股関節置換術における超高齢者（90 歳以上）と高齢者の背景因子および術中合併
症の後方視的比較検討

髙森信乃介、吉野　　淳、藤村　直幸
聖マリア病院　麻酔科

GA-O5-3  当院における高齢者大腿骨骨折の周術期の現状
黒川　修二、渡辺　　博
JA愛知厚生連　江南厚生病院　麻酔科
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GA-O5-4  当院における高齢者の大腿骨頚部・転子部骨折における麻酔方法による予後の検討
澤田　　修、河野　裕美、﨑村正太郎
福岡市民病院　麻酔科

GA-O5-5  凍結肩診療の現況調査
齋藤　可奈1）、鎌田ことえ2）、杉野　繁一2）…、廣瀬　聰明3）、山内　正憲2）

東北労災病院　麻酔科1）、東北大学病院　麻酔科2）、麻生整形外科病院　整形外科3）

GA-O5-6  凍結肩の治療における神経ブロックと理学療法の有用性：  
ネットワークメタ解析におけるサブグループ解析

茂木章一郎、杉野　繁一、鎌田ことえ、山内　正憲
東北大学　麻酔科

【一般演題】　2月21日（日）14：15 ～ 15：00 ライブ 　第2会場（老年麻酔学会）
優秀演題
座長：瀬戸口秀一（佐賀大学医学部附属病院　手術部）

GA-AW-1  待機的心臓・大血管手術における高齢者術後譫妄には酸化ストレスが関与する   
―電子スピン共鳴（ESR）装置を用いた検討―

栗林　由英、松本　重清、小山　淑正、北野　敬明
大分大学医学部附属病院　麻酔科

GA-AW-2  慢性呼吸不全の患者に浸潤伝達麻酔を併用して全身麻酔下に開頭血種除去を行った  
１症例

進　　　歩、川崎　俊宏
宗像水光会総合病院　麻酔科

GA-AW-3  硬膜への軽微な機械刺激に伴って心静止をきたした高齢者脳動脈瘤の一例
関　　尭文、吉田　朱里、川股　知之
和歌山県立医科大学附属病院　麻酔科

GA-AW-4  高齢者の胸部外科手術における傍脊椎ブロック：  
術後低血圧に関する硬膜外鎮痛との比較検討

秋田　優実、藤村　直幸、赤坂　泰希、濱地　良輔、坂田いつか、永松華奈子、新井　千晶、…
坂井寿里亜、自見　宣郎、吉野　　淳
雪の聖母会　聖マリア病院　麻酔科

【閉会式/表彰式】　2月21日（日）15：00 ～ 15：15　第2会場（老年麻酔学会）
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