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第 8回日本心臓リハビリテーション学会九州支部地方会

謹啓　皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度 2022 年 11 月 12 日（土）に、シーガイアコンベンションセンターにおきまして第 8回日

本心臓リハビリテーション学会九州支部地方会を開催させて頂くこととなりました。大会長を

務めさせていただけることを大変光栄に存じ、皆様には心より感謝申し上げます。

医療現場は、未曾有のコロナ禍による問題に直面しておりますが、その中でも循環器診療を継

続すべく日々努力しております。皆様の引き続きのご支援をお願いする次第です。

本回のテーマは＜心リハから健康づくり＞と致しました。2020 年 10 月に国会で閣議決定され

た脳卒中循環器病対策推進基本計画は昨年春から各都道府県で具体的な計画が進んでいます。

増加する心臓病に対して急性期治療、さらに二次予防までつなぎ、健康寿命を少しでも平均寿

命へ近づけるために制定された法律です。医療人と一般市民が一つになりこれを推進していく

上で、心臓リハビリテーションは心臓、骨格筋の働きを向上させ、全身血管の動脈硬化予防も

証明された大切な治療の１つであることは周知の通りです。

健康は努力することで得られるもので、心臓リハビリテーションの理解を深めて実践すること

で健康を獲得でき、そして普及・継続させることが健康寿命延長へつながると考えられます。

これらの理念のもと、本会を推進して参りたいと思っておりますので、より多くの皆様にご参

加いただきます様、宜しくお願い申し上げます。

最後に、今後、災禍が収束に向かっていくことを心より願っております。

謹白

第 8回日本心臓リハビリテーション学会九州支部地方会

会長　柴田　剛徳
宮崎市郡医師会病院　副院長兼心臓病センター長

ご 挨 拶
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日本心臓リハビリテーション学会九州支部  支部幹事・庶務幹事

支部幹事 ※敬称略

支 部 長 宮 田　 昌 明 鹿児島大学医学部　保健学科

副支部長 三浦　伸一郎 福岡大学医学部　心臓・血管内科学講座

幹 事 浅香　真知子 医療法人社団敬愛会　佐賀記念病院　循環器内科

幹 事 荒 木　　 優 田川市立病院

幹 事 大 屋　 祐 輔 琉球大学大学院医学研究科　循環器・腎臓・神経内科学講座

幹 事 勝 田　 洋 輔 かつだ内科・循環器内科クリニック

幹 事 河 野　 浩 章 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　循環器内科学

幹 事 絹川　真太郎 九州大学大学院医学研究院　循環器内科学

幹 事 柴 田　 剛 徳 宮崎市郡医師会病院

幹 事 髙 橋　 尚 彦 大分大学医学部　循環器内科・臨床検査診断学講座

幹 事 辻 田　 賢 一 熊本大学大学院生命科学研究部　循環器内科学

幹 事 筒 井　 裕 之 九州大学大学院医学研究院　循環器内科学

幹 事 肥 後　 太 基 国立病院機構九州医療センター　循環器センター

幹 事 福 本　 義 弘 久留米大学医学部　内科学講座心臓・血管内科部門

幹 事 藤島　慎一郎 公益社団法人日本海員掖済会　門司掖済会病院　内科

幹 事 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

幹 事 舛 友　 一 洋 臼杵市医師会立コスモス病院

幹 事 横 井　 宏 佳 福岡山王病院

幹 事 吉 田　 典 子 久留米大学人間健康学部

庶務幹事

幹 事 倉 富　 暁 子 社会医療法人天神会　古賀病院 21　循環器内科

幹 事 西 山　 安 浩 医療法人　西山医院

任期：2022 年 8 月 1 日～ 2024 年 7 月 31 日
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日本心臓リハビリテーション学会九州支部　支部評議員

支部評議員 ※敬称略

評 議 員 秋好　久美子 大分大学医学部循環器内科・臨床検査診断学講座

評 議 員 石 原　 綾 乃 琉球大学病院第三内科 / リハビリテーション部

評 議 員 井 手　 友 美 九州大学大学病院冠動脈疾患治療部

評 議 員 上 原　 裕 規 社会医療法人仁愛会　浦添総合病院循環器内科

評 議 員 大 石　　 充 鹿児島大学大学院心臓血管・高血圧内科学

評 議 員 大 重　　 匡 鹿児島大学学術研究院医歯学域医学系

評 議 員 大 城　 康 一 医療法人おもと会　大浜第一病院

評 議 員 岡　　 秀 樹 医療法人厚生会　虹が丘病院循環器内科・心臓リハビリセンター

評 議 員 甲 斐　 久 史 久留米大学医療センター循環器内科

評 議 員 加 藤　 宏 司 久留米大学医療センター循環器内科

評 議 員 木 﨑　 嘉 久 社会医療法人財団白十字会　佐世保中央病院

評 議 員 北川　佐由里 光晴会病院リハビリテーション科

評 議 員 窪 薗　 琢 郎 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

評 議 員 小岩屋　　宏 宮崎市郡医師会病院循環器内科

評 議 員 齋 藤　　 裕 公立八女総合病院心臓・血管内科

評 議 員 佐々木 健一郎 久留米大学医学部内科学講座心臓・血管内科部門

評 議 員 島 添　 裕 史 社会医療法人　製鉄記念八幡病院リハビリテーション部

評 議 員 新 地　 達 哉 宮崎市郡医師会病院リハビリテーション室

評 議 員 竹 村　　 仁 臼杵市医師会立コスモス病院

評 議 員 塚 田　 裕 也 久留米大学医療センターリハビリテーション部

評 議 員 鶴 川　 俊 洋 鹿児島市立病院リハビリテーション部

評 議 員 渡慶次　竜生 医療法人翔南会　翔南病院循環器内科

評 議 員 中 尾　 周 平 鹿児島大学病院リハビリテーション部
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評 議 員 中 村　 郁 子 佐賀県医療センター　好生館循環器内科

評 議 員 南 部　 路 治 琉球大学病院リハビリテーション部

評 議 員 橋 本　　 亨 九州大学病院循環器内科

評 議 員 花 田　　 智 都城市郡医師会病院総合リハビリテーション室

評 議 員 原 田　 栄 作 熊本機能病院循環器内科

評 議 員 樋 口　　 妙 九州大学病院リハビリテーション部

評 議 員 藤 田　 政 臣 福岡大学病院リハビリテーション部

評 議 員 藤 見　 幹 太 福岡大学病院リハビリテーション部

評 議 員 松 﨑　 景 子 福岡大学西新病院栄養部

評 議 員 松 本　 尚 也 福岡大学西新病院リハビリテーション科

評 議 員 松山　公三郎 医療法人山部会　くまもと成城病院

評 議 員 宮 本　 宣 秀 社会医療法三愛会　大分三愛メディカルセンター循環器内科

評 議 員 矢沢　みゆき 済生会唐津病院循環器科

評 議 員 吉 国　 健 司 JCHO 九州病院薬剤部

評 議 員 渡 邊　 玲 子 JCHO 宮崎江南病院内科循環器科

任期：2022 年 8 月 1 日～ 2024 年 7 月 31 日
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第 8回日本心臓リハビリテーション学会九州支部地方会

◆参加費
会　員　医師・企業	 	 	 6,000	円

会　員　メディカルスタッフ	 	 3,000	円

非会員　医師・企業	 	 	 6,600	円

非会員　メディカルスタッフ	 	 3,300	円

※	プログラム抄録集はPDFをホームページにて掲載します。閲覧のためのパスワードは参

加申込者（参加申込完了通知メール内に記載）、非会員指定演者、会員にお知らせしま

す。

◆参加方法
日時：11月12日（土）　8：00～17：00

場所：シーガイアコンベンションセンター　３F　ホワイエ

マイページに表示されたQRコードを印刷してご持参ください。参加受付窓口にてご提示

いただき、名札をお受け取りください。名札には記名しておりませんので、ご自身でご所

属、お名前をご記入ください。ネームホルダーは会場にご用意しております。

※	参加費の正式領収書、参加証明書はマイページで11月30日（水）24：00まで発行してい

ただけます。以降の発行には対応しておりませんので、ご注意ください。

◆単位申請

日本心臓リハビリテーション学会心リハ指導士単位５点（出席）、単位３点（筆頭演者）

を取得できます。単位票を当日支部受付にてお渡しします。必要事項を記入し、単位受

付デスクへご提出ください。会期当日にご提出いただいたもののみ有効です。

日時：11月12日（土）　8：00～会期終了まで

受付場所：シーガイアコンベンションセンター　３F　ホワイエ

参加者へのお知らせ
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 I．座長の先生方へ

A）口演座長の先生方へ
座長の先生は各セッションの 20 分前までに各会場右手前方の次座長席にお越しください。

B）ポスター発表座長の先生方へ
ポスター発表の座長の方は、セッション開始 10 分前までに、ポスター会場前の「ポスター

受付」にお越しください。セッション開始のアナウンスはいたしませんので、所定の時間

になりましたら、ポスター発表を開始してください。

II．演者の先生方へ

A）利益相反（COI）の開示
1.	 	本会での筆頭発表者には利益相反の開示が義務づけられております。開示基準その他の

詳細については、下記の特定非営利活動法人日本心臓リハビリテーション学会ホーム

ページの利益相反をご参照いただき、本指針・細則に則って、演題発表時に開示を行っ

てください。

	 ・日本心臓リハビリテーション学会（https://www.jacr.jp/assembly/coi/）

2.	利益相反開示例

	 	すべての発表者について、口頭発表の場合はスライドの2	枚目（タイトルスライド後）

に作成してください。ポスター発表の場合は掲示用ポスターの最後部に掲示ください。

	 開示用スライドのひな形が必要な方は、https://www.jacr.jp/assembly/coi/

	 よりダウンロードしてご使用ください。

B）口演発表データの受付・試写および映写について
1.	発表にはPCのみ使用できます。

2.	 	講演開始時刻の30分前までに「PC受付」に発表データ（USBメモリまたはPC）をご持

参いただき、試写をおすませください。「PC受付」での発表データの修正はご遠慮く

ださい。ご自身のPCをお使いになる場合も、必ずPC受付にお越しください。

	 開設時間　11月12日（土）8:00～16:00

	 開設場所　シーガイアコンベンションセンター　第1、第2会場内

3.	講演開始時刻の10分前までに「次演者席」（講演会場内左前方）にご着席ください。

4.	座長の指示に従い、時間厳守にご協力ください。

5.	 	発表時には演台上のマウスとキーボードを使用し、ご自身で操作していただきます。

レーザーポインターのご用意もございます。

登壇者へのお知らせ
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6.	音声もご使用いただけます。

7.	発表者ツールはご使用になれませんので、ご了承を頂けますようお願いいたします。

発表データ作成時のお願い

•	 	Windowsで作成したデータで、動画がない場合にのみUSBメモリでのお持ち込みが可

能です。Macintoshで作成された場合、動画をご使用の場合、必ずご自身のPCをご持参

ください。

USB メモリによりご発表データをお持ち込みいただく場合：

•	 	当日用意するPCはWindows10です。

•	 アプリケーションはMicrosoft	PowerPoint	2019を搭載しています。

•	 	画面解像度は画面解像度は1920×1080を推奨。スライドのサイズをワイド（16：9）に

合わせてから発表データを作成してください。

•	 文字化けや文字ずれを極力避けるため、フォントはOS標準のものをご使用ください。

	 例：Century、Century	Gothic、Times	New	Roman、MS明朝、MSゴシックなど

•	 ファイル名は「セッション名＿演題番号＿演者名」としてください。

•	 お預かりしたご発表データは、学会終了後、責任をもって消去いたします。

•	 Macをご利用の方は、PCおよびHDMIへのコネクターをご持参ください。

PC を持参される場合：

•	 	HDMI利用機種、OS、アプリケーションに制限はありませんが、HDMI（標準/タイプ

A）によるモニター出力が必要です。ご持参いただくPCから	HDMI（標準/タイプA）

への変換コネクタが必要な場合には各自でご用意ください。HDMI（標準/タイプA）

以外では接続できません。DisplayPort等のデジタル出力、D-sub15ピン、USBポート、

IEEE1394ポートからの映像出力には対応しておりませんのでご注意ください。

•	 	動画がある場合、再生できることを必ずご確認ください。本体のモニターに動画が表示

されても外部出力画面には表示されない場合がありますので、発表に使用するPCの外

部出力にモニターを接続してご確認ください。また、別のPCで作成された動画は再生

できない場合がありますのでご注意ください。

•	 	スクリーンセーバー、ウイルスチェック、Wi-Fi、ならびに省電力設定はあらかじめ解

除しておいてください。

•	 	電源ケーブルを必ずご持参ください。試写から実写までのスタンバイ期間もPCは立ち

上げたままとなりますので、バッテリーでのご使用はトラブルの原因となります。

•	 	何らかのトラブルによりお持ちいただいたPCが作動しないことがあります。必ずバッ

クアップデータをUSBメモリにてご持参ください。バックアップデータはWindows対

応のものに限ります。

•	 	画面解像度は画面解像度は1920×1080を推奨。スライドのサイズをワイド（16：9）に

合わせてから発表データを作成してください。

•	 発表開始30分前までに「各会場内前方に設置のPC受付」にお越しください。

•	 終わりましたら、各会場内の「PC卓」にて必ずPCをお受け取りください。
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•	 Macをご利用の方は、HDMIへのコネクターをご持参ください。

C）ポスター発表について
1.	 	発表者は、8:00～10:00までの間にご自身のポスター番号のパネルにポスターを貼付く

ださい。

2.	 	ポスターは、右記の要領で作成しパネルに貼付けください。縦160cm、横90cmのス

ペースに、発表内容（図表、写真、説明文など）を掲示してください。演題番号・掲

示用のピンは学会事務局で準備いたします。演題名、所属、氏名の表示は縦20cm、横

70cmのサイズで、発表者（演者）ご自身でご用意ください。

3.	 	掲示用ポスターの最後部に、利益相反開示のスライド（https://www.jacr.jp/assembly/	

coi/）を掲示してください。

4.	 	掲示および撤去は次のとおり行ってください。

	 掲示：	11月12日（土）	 	8:00～17:00

	 発表：	11月12日（土）	10:00～15:20

	 撤去：	11月12日（土）	17:00～18:00

5.	 	ポスターセッションは、座長に進行を行っていただきます。

	 ※	撤去時間を過ぎても撤去されていないポスターは、事務局にて撤去・廃棄いたします

のでご了承ください。

利益相反の掲示を
必ずお願いいたし
ます。
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III．発表時間・討論時間（要確認）

教育講演１、２　　　　　発表時間25分、質疑応答5分

特別セッション１、２　　発表時間20分、質疑応答5分

特別講演　　　　　　　　発表時間30分

シンポジウム１、２、３　発表時間20分、質疑応答なし、総合討論30分

一般演題（口演）　　　　発表時間６分、討論時間４分

一般演題（ポスター）　　発表時間６分、討論時間４分
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9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場
３F 海峰 ３F 瑞洋 ３F ホワイエ ４F クリスタル

日 程 表 11月12日（土）

優秀演題アワード

9:00〜9:50

一般演題
研究

9:00〜9:50

一般演題（ポスター 1）

心臓血管外科・大血管

10:00〜10:50

一般演題（ポスター 3）

在宅・訪問・高齢者

13:00〜13:50

支部評議員会
17:15〜17:45

一般演題（ポスター 2）
運動・生活指導

10:55〜11:45

一般演題（ポスター 4）
外来心リハ・チーム運営

13:55〜14:35

一般演題（ポスター 5）
多職種連携・包括的心臓

リハビリテーション

14:40〜15:20

一般演題
症例報告

10:20〜11:10

SS3
ハートチームで考える MitraClip
治療後の心臓リハビリテーション
共催：アボットメディカルジャパン合同会社

11:10〜11:35

SS1
高齢患者の AS（明日）のために  

〜 TAVI と心臓リハビリテーションの重要性〜
共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

9:50〜10:15

開会式　8:50〜9:00

教育講演１
心不全患者への運動療法

9:50〜10:20

特別セッション１
地域連携と介護に関する 

リハビリテーション

10:50〜11:40

ランチョンセミナー 1
〜糖尿病の薬がなぜ心不全に効くの？〜

メカニズムとエビデンスから
SGLT2 阻害薬を考える

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

12:00〜12:50
ランチョンセミナー 2

1 医療機器を用いた働き方改革
2  補助人工装置患者の心臓リハビ

リテーション
共催：ニプロ株式会社

12:00〜12:50

特別セッション 2

ICU における多職種連携は
どう図るか

13:00〜13:50

シンポジウム１

エキスパートから学ぶ
心不全患者への

指導の実践とポイント

13:00〜14:30

SS5
共催：株式会社フィリップス・ジャパン

14:30〜14:55

教育講演２
心臓リハビリで知っておきたい基礎知識

：心エコーで診る心臓の構造と機能

15:00〜15:30

シンポジウム３

退院後の心臓リハビリテーション
外来・在宅における取り組み

15:30〜17:00

特別講演
トレーナーから見た東京オリンピック、
いかに準備していかに対応したか？

〜『鴻江理論による』うで体「猫背タイプ」
あし体「反り腰タイプ」でリハビリの新たな可能性〜

14:15〜15:05

SS6
心不全のトータルマネジメント〜高齢化社
会を踏まえた心房細動へのアプローチ〜

共催：バイエル薬品株式会社

15:05〜15:30

シンポジウム２

超高齢社会と
心臓リハビリテーション

15:30〜17:00

閉会式　17:00〜17:10

SS4
運動だけじゃない、超簡単、誰にでも

毎日できる「心活」のススメ！
共催：株式会社カネカ/株式会社カネカメディックス

13:50〜14:15

SS2
最適な心不全管理のための

デバイス治療と運動療法を考える
共催：日本メドトロニック株式会社

10:20〜10:45

心エコーライブデモンストレーショ
ン：基本断面から最新技術まで
〜会場で装置を使ったリアルタイム
のスキャンを供覧します！



ー 11ー

第 8回日本心臓リハビリテーション学会九州支部地方会

11月12日（土） 9:00〜9:50 第１会場（３F 海峰）

座長／		宮田	昌明　（鹿児島大学医学部）
　　　		絹川	真太郎（九州大学大学院医学研究院）
審査員／		柴田	剛徳（宮崎市郡医師会病院）
　　　　		荒木	優　（産業医科大学）
　　　　		高橋	哲也（順天堂大学）

EP-1  急性心筋梗塞退院時の運動処方はプラークの安定化に寄与する

○	竹中	克彦、福田	翔子、福山	雄介、目野	恭平、加茂	美由紀、肥後	太基
国立病院機構九州医療センター循環器内科

EP-2  電気刺激と有酸素運動を併用した新たな運動療法を施行した大動脈弁置換術後の 1

症例

○	福島	真仁 1）、塚田	裕也 1）、茅島	大樹 1）、古賀	有里 1）、佐々木	基起 2）、松瀬	博夫 3）、
　	西山	安浩 2）、甲斐	久史 2）

１）久留米大学医療センター　リハビリテーション部
２）久留米大学医療センター　循環器内科

EP-3  経カテーテル大動脈弁置換術において入院関連能力低下を発症する患者の特徴・離

床経過について

○	武吉	雅貴 1）、武藤（砥上）	若菜 2）、日山	景 1）、高潮	征爾 3）、赤坂	史恵 3）、辻田	賢一 3）、
　	宮本	健史 2,4）

１）熊本大学病院	医療技術部	リハビリテーション技術部門
２）熊本大学病院	リハビリテーション科
３）熊本大学病院	循環器内科
４）熊本大学病院	整形外科

EP-4  認知機能が保たれている患者における TAVI（経カテーテル大動脈弁置換術）後の

せん妄に影響する要因

○	吉村	健 1）、古島	智恵 2）、水田	貴久美 1）、永江	孝太 1）、野村	綾海 1）

１）佐賀大学医学部附属病院
２）佐賀大学医学部看護学科統合基礎看護学講座

EP-5  ポリファーマシーに対する心不全チームの薬剤師による取り組み

○	伊藤	弥紀 1）、二見	真紀人 2）、萩原	大樹 1）、三浦	伸一郎 2,3）

１）福岡大学西新病院　薬剤部
２）福岡大学西新病院　循環器内科
３）福岡大学医学部　心臓・血管内科学

優秀演題アワード

Program
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11月12日（土） 14:15〜15:05 第１会場（３F 海峰）

トレーナーから見た東京オリンピック、いかに準備していかに対応したか？
〜『鴻江理論による』うで体「猫背タイプ」あし体「反り腰タイプ」でリハビリの新た
な可能性〜

座長／		柴田	剛徳（宮崎市郡医師会病院）
パネルディスカッション／		鴻江	寿治（鴻江スポーツアカデミー）
　　　　　　　　　　　　		上野	高史（福岡記念病院）
　　　　　　　　　　　　		宮㟢	茂明（宮崎大学医学部附属病院）

  トレーナーから見た東京オリンピック、いかに準備していかに対応したか？  

〜『鴻江理論による』うで体「猫背タイプ」あし体「反り腰タイプ」でリハビリの

新たな可能性〜

鴻江	寿治
鴻江スポーツアカデミー

11月12日（土） 10:50〜11:40 第１会場（３F 海峰）

地域連携と介護に関するリハビリテーション

座長／		前村	浩二（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）
　　　		海北	幸一（宮崎大学医学部）

  地域で支える心疾患ケア

舛友	一洋
臼杵市医師会立コスモス病院

  治療から予防へ。地域におけるポピュレーションアプローチ

金子	茂稔
未来図 Labo

特別講演

・

特別セッション１

1.

2.
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第 8回日本心臓リハビリテーション学会九州支部地方会

11月12日（土）	13:00〜13:50	 第１会場（３F 海峰）

ICUにおける多職種連携はどう図るか

座長／  西平 賢作（宮崎市郡医師会病院）

　　　  藤野 剛雄（九州大学病院）

	 	それぞれの専門性を発揮することが患者の回復を支える

	 ～ナイチンゲールの教えを学びなおして考えたこと～

森 俊之
宮崎市郡医師会病院 2 病棟（ICU・CCU）

	 ICU・CCUにおける多職種連携―理学療法士の立場より―

○ 樋口 妙、永富 祐太、根津 智之、藤野 英次郎
九州大学病院リハビリテーション部

11月12日（土）	9:50〜10:20	 第１会場（３F 海峰）

座長／  花田 智（都城市郡医師会病院）

	 	心不全患者への運動療法

高橋 哲也
順天堂大学 保健医療学部

11月12日（土）	15:00〜15:30	 第２会場（３F 瑞洋）

座長／  桑原 正知（くわばら医院）

	 	心臓リハビリで知っておきたい基礎知識：心エコーで診る心臓の構造と機能

渡邉 望
宮崎大学医学部

特別セッション２

1.

2.

教育講演１

・

教育講演２

・
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11月12日（土） 13:00〜14:30 第２会場（３F 瑞洋）

エキスパートから学ぶ心不全患者への指導の実践とポイント

座長／		井手	友美（九州大学	循環器内科）
　　　		花田	智　（都城市郡医師会病院）
コメンテーター／		塚田	裕也（久留米医療センター）
　　　　　　　　		松﨑	景子（福岡大学西新病院）
　　　　　　　　		渡邊	玲子（宮崎江南病院）

SY1-1  心不全患者への栄養療法と指導

前田	圭介
国立長寿医療研究センター　老年内科

SY1-2  心不全のセルフマネジメントをやってみよう〜まずは相手を知ることから〜

黒木	俊輔
宮崎市郡医師会病院　看護科

SY1-3  エキスパートから学ぶ心不全患者への薬剤指導

吉国	健司
独立行政法人地域医療機能推進機構	九州病院

11月12日（土） 15:30〜17:00 第１会場（３F 海峰）

超高齢社会と心臓リハビリテーション

座長／		遠藤	豊　（宮崎生協病院）
　　　		辻田	賢一（熊本大学大学院）
コメンテーター／		兒玉	和久（済生会熊本病院心臓血管センター）
　　　　　　　　		野田	藍　（宮崎生協病院）
　　　　　　　　		岩切	弘直（都城市郡医師会病院）

SY2-1  高齢期口腔保健の新たな視点：オーラルフレイルとは

平野	浩彦
東京都健康長寿医療センター

SY2-2  超高齢社会におけるロコモティブシンドロームとリハビリテーション  

〜地域生活者、運動器疾患、精神疾患、そして循環器疾患〜

○	荒川	英樹 1）、帖佐	悦男 2）

１）宮崎大学医学部附属病院リハビリテーション部
２）宮崎大学医学部整形外科

シンポジウム１

シンポジウム２
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第 8回日本心臓リハビリテーション学会九州支部地方会

SY2-3  高齢心不全患者に対するリハビリテーション

肥後	太基
国立病院機構　九州医療センター　循環器科

11月12日（土） 15:30〜17:00 第２会場（３F 瑞洋）

退院後の心臓リハビリテーション　外来・在宅における取り組み

座長／		三浦	伸一郎（福岡大学医学部）
　　　		新地	達哉　（宮崎市郡医師会病院）
コメンテーター／		竹村	仁　　（臼杵市医師会立コスモス病院）
　　　　　　　　		中尾	周平　（鹿児島大学病院）
　　　　　　　　		薬師寺	里江（株式会社SOLA）
　　　　　　　　		渡邊	玲子　（宮崎江南病院）

SY3-1  外来心リハから繋がる、心不全地域連携を目指して

○	小岩屋	宏、今村	貴志
こいわや循環器内科クリニック

SY3-2  退院後の心リハを医療×地域でサポート

○	山下	亮 1）、原田	栄作 1,2）

１）熊本健康・体力づくりセンター
２）熊本機能病院

SY3-3  当法人における在宅心不全患者に対する訪問リハビリテーションの取り組み

○	大浦	啓輔 1）、井谷	祐介 1）、鬼村	優一 2）、古田	哲朗 2）、武居	講 3）、岡田	健一郎 1）、
　	弓野	大 2）

１）のぞみハートクリニック
２）医療法人社団ゆみの
３）わかばハートクリニック

11月12日（土） 9:50〜10:15 第２会場（３F 瑞洋）

座長／		井手	友美（九州大学病院）

  高齢患者の AS（明日）のために  〜 TAVI と心臓リハビリテーションの重要性〜

木村	俊之
宮崎市郡医師会病院

共催：エドワーズライフサイエンス株式会社

シンポジウム３

SS１

・
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11月12日（土）	10:20〜10:45	 第１会場（３F 海峰）

座長／  上野 高史（福岡記念病院）

	 	最適な心不全管理のためのデバイス治療と運動療法を考える

泉家 康宏
大阪市立大学

共催：日本メドトロニック株式会社

11月12日（土）	11:10〜11:35	 第２会場（３F 瑞洋）

座長／  兒玉 和久（済生会熊本病院）

	 	ハートチームで考えるMitraClip 治療後の心臓リハビリテーション

西野 峻
宮崎市郡医師会病院

共催：アボットメディカルジャパン合同会社

11月12日（土）	13:50〜14:15	 第１会場（３F 海峰）

座長／  柴田 剛徳（宮崎市郡医師会病院）

	 	運動だけじゃない、超簡単、誰にでも毎日できる「心活」のススメ！

野村 勝政
野村循環器内科クリニック

共催：株式会社カネカ/株式会社カネカメディックス

11月12日（土）	14:30〜14:55	 第２会場（３F 瑞洋）

座長／  辻田 賢一（熊本大学大学院）

	 	心エコーライブデモンストレーション：基本断面から最新技術まで

	 〜会場で装置を使ったリアルタイムのスキャンを供覧します！

渡邉 望
宮崎大学医学部

共催：株式会社フィリップス・ジャパン

SS２

・

SS３

・

SS４

・

SS５

・
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11月12日（土） 15:05〜15:30 第１会場（３F 海峰）

座長／		福本	義弘（久留米大学）

  心不全のトータルマネジメント〜高齢化社会を踏まえた心房細動へのアプローチ〜

肥後	太基
九州医療センター

共催：バイエル薬品株式会社

11月12日（土） 12:00〜12:50 第１会場（３F 海峰）

座長／		海北	幸一（宮崎大学医学部）

LS1  〜糖尿病の薬がなぜ心不全に効くの？〜

 メカニズムとエビデンスから SGLT2 阻害薬を考える

石原	正治
兵庫医科大学

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

11月12日（土） 12:00〜12:50 第２会場（３F 瑞洋）

座長／		柴田	剛徳（宮崎市郡医師会病院）

LS2  医療機器を用いた働き方改革

藤野	剛雄
九州大学病院

LS2  補助人工装置患者の心臓リハビリテーション

西留	幸一郎
宮崎市郡医師会病院

共催：ニプロ株式会社

SS６

・

ランチョンセミナー１

ランチョンセミナー２

1.

2.
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11月12日（土） 9:00〜9:50 第２会場（３F 瑞洋）

研究

座長／		齋藤	裕　（公立八女総合病院）
　　　		藤崎	修兵（宮崎市郡医師会病院）

OP1-1  行動変容ステージを考慮した心臓病再発予防外来 2 年間の経過

○	松崎	景子 1）、齊藤	ちづる 1）、福嶋	伸子 2）、萩原	大樹 3）、長岡	麻由 3）、松本	尚也 4）、
　	二見	真紀人 5）、西川	宏明 5）、勝田	洋輔 6）、三浦	伸一郎 5）

１）福岡大学西新病院　栄養部
２）福岡女子短期大学　健康栄養学科
３）福岡大学西新病院　薬剤部
４）	　　　		同　　　　		リハビリテーション部
５）	　　　		同　　　　		心臓血管・リズムセンター
６）かつだ内科・循環器内科クリニック

OP1-2  高齢心不全患者の自宅復帰予測における SPPB の有用性

○	神崎	朋宏 1）、花田	智 1）、小山	彰平 2）、宮㟢	将太 1）、上田	美香 1）、外村	仁那 1）、
　	岩切	弘直 2）

１）都城市郡医師会病院　総合リハビリテーション室
２）都城市郡医師会病院　循環器内科

OP1-3  大動脈弁狭窄症に対する経カテーテル的大動脈弁留置術後の歩行開始日数には術前

の日常生活活動が関連する

○	中尾	周平 1）、窪薗	琢郎 2）、川添	晋 2）、薗田	剛嗣 2）、豊川	建二 3）、木佐貫	勲 1）、
　	吉永	翼 1）、吉田	輝 1）、宮田	昌明 4）

１）鹿児島大学病院　リハビリテーション部
２）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
３）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　心臓血管外科学
４）鹿児島大学医学部保健学科

OP1-4  心臓リハビリテーション　生活期におけるデイサービスの役割と実践

清水	洋行
㈱未来図 Labo	デイサービス未来図	東大宮店

OP1-5  宮崎生協病院における COVID-19 への感染対策を講じた上での心臓病教室開催の

取り組みの報告

大田原	直美
宮崎生協病院　リハビリテーション科

一般演題
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第 8回日本心臓リハビリテーション学会九州支部地方会

11月12日（土） 10:20〜11:10 第２会場（３F 瑞洋）

症例報告

座長／		吉田	典子（久留米大学）
　　　		神崎	朋宏（都城市郡医師会病院）

OP2-1  地域密着型病院障害者一般病棟での補助人工心臓 (VAD) 患者受け入れ : 他職種連

携での療養支援の試み

○	坂本	亜希子、西坂	麻里、中川	美樹、小山	聖名子、鶴	智子、菊池	哲
医療法人八木厚生会八木病院

OP2-2  超高齢 HFpEF 患者に対してハートケアプログラムを行った一例

○	金丸	美里、藤木	優、寺田	恭巳子、納富	里美、吉田	敬規、挽地	裕
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館

OP2-3  重症心不全患者の在宅看取りには覚悟と準備が必要である

○	矢沢	みゆき 1）、八並	由樹 1）、藤松	大輔 1）、前田	高宏 2）、山角	美由紀 2）

１）済生会唐津病院　循環器科
２）済生会唐津病院　看護課

OP2-4  内科治療にて退院した A 型偽腔閉塞型急性大動脈解離患者に対する復職へ向けた外

来心臓リハビリテーション

○	上田	美香 1）、小山	彰平 2）、神崎	朋宏 1）、宮㟢	将太 1）、外村	仁那 1）、花田	智 1）、
　	岩切	弘直 2）

１）都城市郡医師会病院　総合リハビリテーション室
２）都城市郡医師会病院		循環器内科

OP2-5  COVID-19 感染を契機に診断された周産期心筋症の一例

○	秋好	久美子 1）、高橋	兼人 2）、井上	航平 2）、池田	千夏 2）、高瀬	良太 2）、帆足	友希 2）、
　	兒玉	吏弘 2）、井上	仁 2）、廣田	慧 1）、齊藤	聖多郎 1）、福井	暁 1）、高橋	尚彦 1）

１）大分大学医学部循環器内科・臨床検査診断学講座
２）大分大学医学部附属病院リハビリテーション部

一般演題
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11月12日（土） 10:00〜10:50 第３会場（３F ホワイエ）

心臓血管外科・大血管

座長／		藤島	慎一郎（日本海員掖済会	門司掖済会病院）
　　　		山浦	隆寛　（宮崎医療生活協同組合	デイサービス和知川原）

PP1-1  大動脈解離 Stanford B 患者の 1 年以内のイベント発生に関する検討

○	津崎	裕司 1）、椛島	寛子 1）、溝上	拓也 1）、坂本	明穂 1）、安永	直騎 1）、堀	真悠子 1）、
　	折口	秀樹 2）

１）JCHO九州病院　リハビリテーション室
２）JCHO九州病院　健康診断部

PP1-2  当院における心臓血管外科術後患者の術前腎機能とリハビリテーション遅延因子の

関連の検討

○	松木	宏多朗 1）、安部	優樹 1）、佐藤	明 1）、川野	杏子 2）

１）社会医療法人敬和会大分岡病院リハビリテーション部
２）社会医療法人敬和会大分岡病院循環器内科

PP1-3  単独冠動脈バイパス術後 1 週時点での 6 分間歩行距離に影響を及ぼす術前因子の

検討

○	荒木	直哉、日高	秀昭、堀部	達也、沼口	亮介、高木	淳、西川	幸作、吉永	隆、
　	福井	寿啓
熊本大学病院心臓血管外科

PP1-4  OPCAB および TAVI を同時施行した超高齢症例のリハビリテーションを経験して

徳田	里香
熊本大学病院

PP1-5  大動脈瘤に対する経皮法とカットダウン法での患者負担の比較〜術後翌日からの在

院日数の短縮〜

○	岩下	香奈美、下田	和正、中道	虹歩、原口	ひとみ、佐藤	久、大崎	準、北川	佐由里
医療法人　光晴会病院

一般演題（ポスター１）
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第 8回日本心臓リハビリテーション学会九州支部地方会

11月12日（土） 10:55〜11:45 第３会場（３F ホワイエ）

運動・生活指導

座長／		藤見	幹太　（福岡大学病院）
　　　		壹岐	由加利（宮崎市郡医師会病院）

PP2-1  高齢心不全患者の自己管理継続支援に向けての外来看護師の役割

○	間	しおり 1）、黒木	百合子 1）、木原	恵美 1）、菊池	哲 2）、梶川	美里 2）、森田	久美 3）、
　	小山	聖名子 3）、西坂	麻里 4）

１）医療法人八木厚生会　八木病院　看護部
２）医療法人八木厚生会　八木病院　リハビリテーション科
３）医療法人八木厚生会　八木病院　栄養科
４）医療法人八木厚生会　八木病院　循環器内科

PP2-2  待機手術前の減量に成功した症例〜多職種連携での関わり〜

○	前田	拳章、大谷	美由紀、野添	真由、日高	彩乃、池田	篤志、中原	喜美子、平山	薫、
　	渡邊	玲子
独立行政法人　地域医療機能推進機構

PP2-3  パンフレットを用いた生活指導により、趣味の園芸活動が再開可能となった急性大

動脈解離術後の１例

○	瓜生	茂喜 1）、山口	貴大 1）、大谷	美由紀 3）、本吉	佳世 4）、竹山	恵理夏 5）、日高	智美 6）、
　	渡邊	玲子 2）

１）JCHO宮崎江南病院　リハビリテーション部
２）JCHO宮崎江南病院　循環器内科
３）JCHO宮崎江南病院　看護部
４）JCHO宮崎江南病院　管理栄養部
５）JCHO宮崎江南病院　薬剤部
６）JCHO宮崎江南病院　地域医療連携室・医療福祉相談室

PP2-4  ドロップアウト歴のある若年心不全患者への行動変容アプローチが心機能及び運動

耐容能を改善した一症例

○	平田	ふみ代 1）、杉本	恭兵 1）、中村	匡雄 1）、武野	正義 2）、布廣	龍也 2）

１）長崎みなとメディカルセンター　リハビリテーション部
２）長崎みなとメディカルセンター　心臓血管内科

PP2-5  マラソン週間のある冠動脈中等度狭窄の症例に対して、運動負荷エコーと CPX を

組み合わせて指導した症例

○	梅原	英太郎、田中	正哉
医療法人　医和基会　戸畑総合病院

一般演題（ポスター２）
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11月12日（土） 13:00〜13:50 第３会場（３F ホワイエ）

在宅・訪問・高齢者

座長／		中村	郁子（佐賀県医療センター好生館）
　　　		野田	藍　（宮崎生協病院）

PP3-1  測定時の室温と中期的な家庭血圧の変化の関連

○	窪薗	琢郎 1）、川添	晋 1）、小島	聡子 1）、川畑	孟子 1）、赤崎	雄一 1）、桑波田	聡 2）、
　	竹中	俊宏 2）、池田	義之 1）、宮田	昌明 3）、大石	充 1）

１）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
２）垂水中央病院
３）鹿児島大学医学部保健学科

PP3-2  当院高齢心不全患者における特徴と課題

○	藤崎	修兵 1）、新地	達哉 1）、花田	尊 1）、日高	達哉 1）、瀬之口	晴香 1）、野川	紫乃 1）、
　	柴田	剛徳 2）

１）宮崎市郡医師会病院　リハビリテーション室
２）宮崎市郡医師会病院　心臓病センター　循環器内科

PP3-3  心不全緩和として一時的な在宅療養に取り組んだ 2 症例

○	二見	真紀人 1）、末松	竜太 1）、上田	隆士 1）、杉原	英和 2）、長田	芳久 1）、則松	賢次 1）、
　	井上	寛子 1）、河野	靖 1）、森井	誠士 1）、西川	宏明 1）、村岡	聡一 2）、三浦	伸一郎 1）

１）福岡大学西新病院　循環器内科
２）薬院内科循環器クリニック

PP3-4  心臓血管術後に化膿性脊椎炎を合併し，訪問リハビリテーションにて想定外に

ADL 改善を認めた一症例

○	仲村	隆弘 1）、鶴川	俊洋 2）、久保園	洸 1）、俵積田	美里 1）、城戸内	風人 1）、山本	健太 1）、
　	星野	一成 1）

１）医療法人青仁会　介護老人保健施設ナーシングホームひだまり
２）鹿児島市立病院　リハビリテーション部

PP3-5  肺炎に伴う ACO 増悪にて入退院を繰り返す肺高血圧症患者（NYHA/WHO 機能

分類　Ⅳ度）の ADL の維持に難渋した経験

○	舟越	友輝 1）、佐藤	有里 1）、井関	裕道 1）、角銅	しおり 2）

１）千鳥橋病院　リハビリテーション科
２）千鳥橋病院　呼吸器内科

一般演題（ポスター３）
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第 8回日本心臓リハビリテーション学会九州支部地方会

11月12日（土） 13:55〜14:35 第３会場（３F ホワイエ）

外来心リハ・チーム運営

座長／		岡	秀樹　（医療法人厚生会	虹が丘病院）
　　　		今村	貴志（こいわや循環器内科クリニック）

PP4-1  COVID-19 パンデミックによる外来患者の心臓リハビリテーション中止の影響

○	毛利	紀之、末松	保憲、矢野	祐依子、森田	絵衣、城崎	美紀、藤田	政臣、松田	拓朗、
　	松尾	早希、田澤	理恵、藤見	幹太、三浦	伸一郎
福岡大学病院

PP4-2  拡張型心筋症に対して至適薬物療法と多職種による外来心臓リハビリテーションが

有効であった一例

友添	漢介
宮崎市郡医師会病院

PP4-3  当院における心臓リハビリテーションチームの現状と課題〜進化し続けるには〜

○	竹山	恵理夏 1）、日高	智美 6）、本吉	佳世 4）、大谷	美由紀 3）、山口	貴大 5）、渡邊	玲子 2）

１）JCHO宮崎江南病院　薬剤部
２）JCHO宮崎江南病院　循環器内科
３）JCHO宮崎江南病院　看護部
４）JCHO宮崎江南病院　管理栄養部
５）JCHO宮崎江南病院　リハビリテーション部
６）JCHO宮崎江南病院　地域医療連携室・医療福祉相談室

PP4-4  当院における外来心臓リハビリの継続率と課題

○	上田	隆士、二見	真紀人、末松	竜太、長田	芳久、則松	賢次、井上	寛子、河野	靖、
　	森井	誠士、西川	宏明、三浦	伸一郎
福岡大学西新病院

一般演題（ポスター４）
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11月12日（土） 14:40〜15:20 第３会場（３F ホワイエ）

多職種連携・包括的心臓リハビリテーション

座長／		浅香	真知子（佐賀記念病院）
　　　		北川	佐由里（光晴会病院）

PP5-1  多職種介入と在宅医療との病診連携で意思決定支援を継続した重症心不全の 1 例

○	土肥	真之助 1）、二見	真紀人 2）、入江	真依子 1）、村岡	聡一 3）、三浦	伸一郎 2,4）

１）福岡大学西新病院　看護部
２）福岡大学西新病院　循環器内科
３）薬院内科循環器クリニック
４）福岡大学医学部　心臓・血管内科学

PP5-2  地方基幹病院における植込み型補助人工心臓植込み術後患者に対する心臓リハビリ

テーションの経験

○	新地	達哉 1）、小岩屋	宏 2,3）、柴田	剛徳 2）

１）宮崎市郡医師会病院　リハビリテーション室
２）宮崎市郡医師会病院　心臓病センター　循環器内科
３）こいわや循環器内科クリニック

PP5-3  新新型コロナワクチン接種後の劇症型心筋炎に対し、心臓リハビリが功を奏し社会

復帰し得た高齢男性の一例

○	小岩屋	宏、友添	漢介、柴田	剛徳
宮崎市郡医師会病院

PP5-4  外来心臓リハビリから社会資源の活用へ。宮崎で高齢心不全患者を支える地域連携

を目指して。

渡辺	花菜子
宮崎生協病院

一般演題（ポスター５）



特別講演、特別セッション、教育講演、シンポジウム

抄　録
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鴻江	寿治
鴻江スポーツアカデミー

　東京オリンピックがコロナにより順延された。

調整のやり直しや、状態の上げ方。トップアスリートは、その時に集中出来る状態を出せる目

安が分かる。

結果を出すより試す時間も当然大切な時間である。

日程の狂いもあるのか、選手村入村の 2週間前に全日本へ合流した 15 名は、上野をはじめ怪我

を抱えていない選手はいない状態であった。

6カ国で争う今回のオリンピックは、どこも強豪国で気を抜ける試合は一つもない。

宿敵アメリカも戦力は十分である。

炎天下で戦う短期決戦のハードスケジュール。体力と集中力が勝負である。

監督、コーチ、ドクターとも話し合い、選手のコンディションの作り上げ方。上野の年齢をよ

く聞かれるが、体は年々伸びている。

他も一流選手が集まってる全日本。オリンピックに向けた直前までリーグ戦を戦い、体も追い

込まれた中での短期決戦へ挑むオリンピックである。

モチベーション無しには乗り越えられない戦いです。

華やかな世界の裏には、ここまで追い込まれた世界が必要なのか？

選手村に入村してから退村するまでの 2週間、決勝を迎える時には怪我人だらけだったのが、

打撲による山崎選手一人のみで、他は皆元気な状態で迎えられた。

15 名の選手を、タイプ別にうで体 8人、あし体 7人に分けました。

右も左もピッチャーも野手も関係なく、本来の本人の体質のタイプを進めました。

女性トップアスリートとは、男性と違い、筋力に頼りすぎず、バランスとタイミングで力を伝

えていく事で能力を発揮します。

体力で劣る日本人が、世界で勝つために一番大切なことは、自分自身を発揮することです。

自分のタイプを理解していくと、興味が湧き、新たな発見と手応えが生まれます。

疲れた中でも、こうした事がモチベーションに繋がり、本来の動きの中で行うには、本人の動

きの中で行う時、疲れや疲労もありますが、繰り返されても故障や疲れを起こすことが少なく

なるのも本人のタイプに合ったからです。

バランスを整い始めることで、自然と良い時の自分に戻っていけるのがタイプ別の判別です。

トレーナーから見た東京オリンピック、いかに準備していかに
対応したか？〜『鴻江理論による』うで体「猫背タイプ」あし
体「反り腰タイプ」でリハビリの新たな可能性〜

特別講演
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第 8回日本心臓リハビリテーション学会九州支部地方会

決勝リーグを迎える頃、他の国は疲れ果てていました。

日本は決勝を迎えても元気で、見てわかる様に、まだまだ戦える状態の体力を残していました。

準備に成功した日本です。

体の差に劣る日本が、大国たちを負かしていったのも準備が全てだったのではないかと思われ

ます。

テレビ中継でよく上野と二人映っていたと思います。

肘を解し、体を整えていたと取られがちですが、実はケアではなく体の使っている所、どの様

に投げているのか、体をどの様に使っているのかを体の張りを診て検証していました。

決勝の日も、100 点のフォームがなかなか見つからず、イニング毎に話し合い、フォームを変

えました。

初戦のオーストラリア戦の初回、マウンドが思いのほか固く、体に合わず、バランスを崩してオー

バーワークになってしまいました。そこから決勝まで試行錯誤の連続でした。

ニューヒロインの後藤に二刀流の藤田と頑張って来てくれましたが、特に後藤においては、オ

リンピックで無失点と、しかも決勝の大役を果たしてくれました。

しかし、決勝では重圧と体の疲れがピークに来ており、決勝のブルペンでは本来の投球には程

遠いという事に確信しておりました。

上野は 6回、先頭にこの日 2本目のヒットを許した時に、ピッチャーは上野から後藤に交代を

告げられました。誰もが抑えてくれると後藤のことを信じていましたが、後藤の体は限界に達

していました。

ソフトボールは特別ルールで、一度交代してもまた戻れる『リエントリー』というルールがあ

ります。

マウンドから降りてくる上野に対して『気持ちを 1秒でも抜くな！』と後藤の状態を確信して

いる自分は伝えました。『必ずマウンドに戻らなくてはならなくなる。早ければ、この回にリ

エントリーする事になるぞ‼︎』と。上野の心は自分の仕事をオリンピックをここで終えたと言

う気持ちの状態で降りて来ている事が分かりましたし、本人もそう言うつもりだった様でした。

ただ、1秒でも気持ちを抜けば、元の状態に回復させることはそう簡単な事ではないので、こ

こはキツく本人の中に訴えました。

思えば、13 年前の北京オリンピックの時もそうでした。オリンピックという最高の舞台で追い

詰められた時にこそ、最高の力を発揮するのが上野です。今回もその時が来たと思います。奇

跡のダブルプレーが生まれたのも 6回。
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後藤がマウンドを守ってくれたおかげで、この試合初めて上野とブルペンに向かい、フォーム

の修正を確認することができました。

イニング毎に口頭での修正で凌いで来ましたが、初めてブルペンへと向かう時間が生まれたの

です。また、控えに峰が居てくれたのも幸いでした。

上野とは、北京オリンピックからバッテリーを組み、何よりもよく知り合った間柄で、ハッキ

リと物を言ってくれるタイプです。

上野の球を受けてもらい、フォームと頭 ( 脳 ) とボールの一致作業。言われていることがようや

く『分かった！』と上野が笑顔で応えました。それに頷く峰の表情を見ながら確信を持ちました。

勝負は下駄を履くまで分からない。勝つと思えば負ける。勝ったと思った事で勝利が遠のいて

行くのが鉄則です。そう信じてここまでやって来ましたが、上野の『分かった！』の笑顔を見

て初めて、勝った！金をを取った！と感じました。これは峰も同じことだったと思います。

北京オリンピックの決勝の前。オリンピックで勝つ事を話すより、金を取ることより『今、こ

のフォームが最高のボールが生まれそうな気がするんだよ！このオリンピックの決勝でなけれ

ば、そこを教えてくれないんだよ！そんな気がする！』と話していた決勝前夜を思い出します。

オリンピックというのは、最高に追い込まれる舞台で、最高に辛いけど、そこでしか知り得る

事のできない経験によって、最高のフォームへと繋げてくれるのは、トップアスリートなんだ

と思います。

今回の東京オリンピックで順延して、更に 1年延びた期間を含め、決勝の 7回。上野のピッチ

ングが初めて最高の物として生まれ変わりました。

7回、マウンドに戻った上野は、先頭打者をセンターフライに取り、最後はキャッチャーフラ

イで終えました。あっという間に終わった7回でした。これが上野の実力です。大国アメリカも、

その力を認めています。本当の力を発揮する事が、最後の最後で準備を経て完成したのです。

金メダル。世界一。二連覇と最高の舞台でした。だけど、少し寂しい気持ちも続き、あっとい

う間に終わった 7回を、まだまだ上野のピッチングを見続けていたい気がしていたのが、自分

一人かもしれませんが、それくらいの姿を最後の最後に見せてくれました。

表彰式が終わり、余韻の残る中、帰りのバスでは祝福のメールと LINE を返しながらの選手の

反省会。選手村に帰っては引き上げる準備に追われました。そんな中でも上野とは、ピッチン

グの反省会。映像を観ながら二人でフォームを見直し、朝 4時に終わったでしょうか。外は薄っ

すらと明るくなり始めていました。次の日の朝は、今度は 6時から取材の開始ですが、やはり

最終チェックを終わるまでは、オリンピックの終了とは言えません。
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それから 3ヶ月が経ち、全日本選手もそれぞれのチームに戻り、対戦相手となりました。

11 月の決勝。オリンピックの初戦であった、福島あづま球場。ビックカメラに戻った上野は、

決勝を迎えました。見事にチーム 3連覇を果たしました。

長かったシーズンが終わり、いつもの様に体のチェックが終わり、勝利も一息ついた帰り道。

上野が初めて口にしました。『今日投げてて、今まで感じてなかった事、もっと行ける、もっと

良いピッチングが出来ていくとしか思えなかった自分が、初めて、投げるボール、投げようと

するボールが、脳と体が一致しないんですよ。何度確認しても違うんですよ。私も引退ですか

ね？』初めて上野から聞く言葉でした。

感覚で生きている自分達です。その真剣な言葉を聞いてですが、自分は感じたままに返して行

くのが、今までのやり方です。『さっき膝を診たけど、なんか引退って感じはしなかったよ。』

それだけ伝えると、今まで思い詰めていた上野が、深刻だったものが一変に吹っ切れたかよう

に『そうなんですね！感じなかったんですね！それじゃまだ引退は先ですね。先生もまだ頑張っ

て下さい。』純粋に思ったままの言葉が相手に伝わり、今後を決めるという事に、改めて言葉の

重さを確信いたしました。

ここにいらっしゃる先生方も、患者様には同じ思いかもしれません。信じる事、信じていただ

ける事が時として何より力になるのかと思います。先生方のご苦労とお言葉の力で、どれだけ

多くの方々が助かって人生を乗り越えていってらっしゃるのか。先生達程ではありませんが、

人の人生に関われませんが、今は一生懸命目指すことが生き方の一つかもしれません
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舛友	一洋
臼杵市医師会立コスモス病院

「住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう」に地域包括

ケアシステムの構築が各地で進んでいる。また各都道府県では本年度より循環器病対策推進基

本計画が推進されており、その中で全体目標として、「１．循環器病の正しい予防や正しい知識

の普及啓発」「２．保健、医療および福祉に係わるサービスの提供体制の充実」に取り組むこと

により 2040 年までに 3年以上の健康寿命の延伸、年齢調整死亡率の減少を目指すことが明記さ

れている。

心疾患を患っていても自分らしい暮らしを続けるためには、個々の病態を「適切に認識」した

上で必要な「適切な運動」「適切な食事」「適切な薬剤」を「適切に管理」することが必要である。

誰にでも身体機能・認知機能が低下し自己管理が困難となる時期は訪れ、誰かの支えが必要と

なる。『最期まで自分らしく生きること支える』ためには家族やケアマネジャーだけではなく、

実際の生活を支えるヘルパー・デイケア・デイサービスなど介護スタッフおよび訪問看護と（患

者・利用者）ひとり一人の状態に応じた方向性の共有が大切である。

循環器病対策推進基本計画を推進し、自分らしい生き方を支えるために我々心臓リハビリテー

ションに携わる医療・介護従事者に何が求められているのか？当地域での取り組みそして大分

県としての取り組みを通して一緒に考えてみたい。

地域で支える心疾患ケア
1

特別セッション１：地域連携と介護に関するリハビリテーション
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金子	茂稔
未来図Labo

現在、弊社は 5自治体から一般介護予防事業を受託している。運用方法は各自治体によって異

なるものの、以下の課題は共通している。

・いわゆる交通難民が多く、介護予防事業に参加できない住民が多い。

・事業に通えている住民の高齢化が進み、ハイリスク者の割合が増加している。

・介護予防事業への新規参加住民が少ない。介護予防の早期開始が進んでいない。

・	事業に携わる医療専門職が充足していない。また専門職間の連携体制も構築されておらず、

事業内容も充実しづらい。

・	事業に携わる行政職員も不足している。一方、ICT活用も進んでおらず、事業を効率効果的

に推進する仕組み化が遅延している。

・ハイリスク者を抽出できたとしても、その後につなげるリハビリテーション資源が少ない

・事業の効果を可視化する仕組みが構築されていない。

弊社では、これらの共通した課題を解決するため、以下のような仕組み化を進めている。

・より多くの住民に介護予防事業への参加を促す仕組み

・参加者の中からハイリスク者を抽出する仕組み

・ICTなどの活用により、効率的にパーソナライズしたアプローチをする仕組み

・	ICT などの活用により、専門職⇔行政間での情報共有を促進し、連携しやすい体制を構築す

る仕組み

・ICT活用により、住民の健康に関するデータを蓄積し、事業の効果を可視化する仕組み

地域の持続可能性向上のためには、地域連携と介護に関するリハビリテーションの仕組み化が

重要である。地域の介護予防を担う機能の一つとして、弊社の取り組みを報告する。

治療から予防へ。地域におけるポピュレーションアプローチ
2

特別セッション１：地域連携と介護に関するリハビリテーション
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森	俊之
宮崎市郡医師会病院	2 病棟（ICU・CCU）

□ ICUにおける多職種連携を皆さんはどうイメージしているでしょうか。当院の臨床実践で多
職種連携でき患者の回復を支えることができた症例を通してみていきます。
＜症例＞ 70 代女性　痩せ型
　元々、Ⅱ型呼吸不全のある患者の僧帽弁閉鎖不全 +三尖弁閉鎖不全に対する僧帽弁形成術 +
三尖弁形成術施行患者。術後、循環・呼吸ともに安定し、術後 3日目に抜管しNPPV使用して
いたが PCO2	100mmHg 以上と高二酸化炭素血症となり意識障害を来たし、再挿管し呼吸器管
理となりました。長期呼吸器管理となり、気管切開施行しました。呼吸器離脱に向けての多職
種連携内容は以下になります。
　①医師+看護師 +PT+管理栄養士：平日毎朝回診し情報共有
　②	看護師+PT：日中PTによる呼吸リハビリ（呼吸筋マッサージなど）・ベッドサイド離床実施、
それ以外は看護師サイドでの呼吸・離床リハビリテーション実施

　③	看護師 +臨床工学技士：血液ガスやフィジカル所見を通して呼吸状態評価と呼吸器ウイニ
ング検討と医師への提言

　④看護師+管理栄養士：栄養評価し、高二酸化炭素血症予防も含めた栄養剤の使用検討
　⑤看護師+薬剤師：効果的な消化吸収に向けた薬剤での排便コントロールの検討
　⑥	看護師 +家族：ほぼ毎日の面会を調整し家族との時間調整や家族を通しての本人の思い、
または家族の思いの把握

　⑦看護師＋看護師：看護計画立案と日々のカンファレンスによる情報共有と計画評価
　本症例は、呼吸器管理、輸液、経管栄養、内服加療による呼吸・循環ともに安定、同時にリ
ハビリ継続しベッドサイド立位足踏みまで離床が図れ、呼吸器管理とリハビリ目的での転院に
つなげることができました。多職種が各領域の専門性を発揮することで、患者の生命力を支え
ることにつながったと考えています。
　私は現在、宮崎県立看護大学大学院研究コース博士前期課程の中でナイチンゲール看護論を
学んでいます。ナイチンゲールは、「看護とは生命力の消耗を最小にするように生活過程をとと
のえることである。」と述べています。そして、【生命力】を《自然力》と《社会力》の統合さ
れたものとみる考え方がナイチンゲールの基本的な健康観です。今回はナイチンゲール看護論
を学び直した看護師の視点で「今回、何故多職種が専門性を発揮することができたのか、そして、
患者の生命力を支えることができたのか」ICUにおける多職種連携について考えたことをお伝
えします。

1

それぞれの専門性を発揮することが患者の回復を支える
〜ナイチンゲールの教えを学びなおして考えたこと〜

特別セッション２：ICU における多職種連携はどう図るか
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ICU・CCU における多職種連携―理学療法士の立場より―

樋口	妙、永富	祐太、根津	智之、藤野	英次郎
九州大学病院リハビリテーション部

近年、機械的循環補助（MCS）治療の進化とともに、重症心不全や心原性ショックに対しての

救命率は改善してきている。また、外科手術の技術やデバイスの改良により、高齢者に対して

の低侵襲手術も増加しているが、集中治療後症候群（Post-Intensive	Care	Syndrome：PICS）

や入院関連機能低下（Hospital	Acquired	Disability：HAD）が課題となっており、早期離床が

推奨されている。また、本年度より特定集中治療室における早期離床・リハビリテーション加

算の要件が拡大され、ICUにおける多職種連携がますます重要視されている。

患者の状態が刻々と変化する超急性期に離床を行うには、医師・看護師との連携が不可欠である。

また、人工呼吸器や機械的循環補助装置、持続的血液濾過透析などの医療機器を必要とする患

者も多く、臨床工学技士との連携や機器類の知識が理学療法士にも求められる。

当院では、理学療法士は ICU専従性ではなく、ICU、CCU、一般病棟を通して担当制であるが、

今回は症例を交えながら多職種連携の実際と課題について話をしたい。

2

特別セッション２：ICU における多職種連携はどう図るか
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高橋	哲也
順天堂大学	保健医療学部

　２０２１年に改訂された「心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン」

では、慢性心不全患者に対する運動療法（左室駆出率の低下した心不全（HFrEF）患者の自

覚症状と運動耐容能の改善，QOL	の改善と再入院の減少を目的に，運動療法を行う）はクラ

スⅠ、エビデンスレベルAで認められている。さらに近年、Kamiya らの AMED-HF 研究で、

HFpEF患者患者についても、年齢や性別、合併症の有無にかかわらず、心臓リハビリテーショ

ンへの参加がイベントリスクを低下させることが報告され、運動療法の効果があらためて注目

されるようになった。

　対象の複雑化に伴い、新しい運動療法の方法も模索されるようになった。その中でも高強度

インターバルトレーニングは、最高酸素摂取量を改善する可能性があるとして字耳を集めてい

る。

　一方、心不全患者は高齢患者も少なくなく、フレイルを示すものも多い（日本循環器理学療

法学会の調査では約 60％）。フレイルは心不全とは別々の病態でありながら、心不全患者がフ

レイルを有すると、運動耐容能が低下する以外にも、死亡や入院のリスクが高くなる。フレイ

ル克服のためには有酸素運動に加えて、レジスタンストレーニングが重要で、フレイルの特徴

の評価に基づく課題特異的な個別アプローチが望ましい。

　令和 4年の診療報酬改定で心大血管疾患が回復期リハビリテーション病棟でも認められるよ

うになった、現実は広がっていない。短い入院期間の中で十分に回復しないままで退院する患

者も少なくないことから、医療介護連携に基づく退院早期のリハビリテーションの実施が期待

される。第２期循環器病対策推進基本計画の策定に向けた検討においても心不全のリハビリテー

ションの実施が指摘されており心臓リハビリテーションへの期待が大きい。

　近年は ICTの発展に伴い、心不全患者に対する遠隔運動療法の研究も進んでいる。外来心臓

リハビリテーションへの参加率が伸び悩むなか、エビデンスレベルの高い心不全患者に対する

運動療法をどのように実現していくかが大きな課題である。

心不全患者への運動療法

教育講演１
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渡邉 望
宮崎大学医学部機能制御学講座循環動態生理学分野

心エコーは、心疾患の初診時の診断、治療方針の決定、治療前後から慢性期までの管理やリハ

ビリまで様々な面で重要な所見を得られるツールである。治療後の社会復帰や自立に向けた心

臓リハビリテーションの他、慢性期の予後改善に向けたプロトコルなど、チーム医療で患者を

診療・サポートする際には心臓機能の適切な評価が欠かせない。心エコーは、リアルタイムに

心臓の構造と機能を診ることができ、かつベッドサイドで施行することが可能な検査であり、

あらゆる心疾患に対する診療で用いられる。心臓リハビリテーションに携わる循環器専門医師

のみならず、様々な立場で関わる医師やメディカルスタッフに向けて、実際の心エコー画像を

用いて心臓機能の評価の実際や代表的疾患の所見などを紹介する。

心臓リハビリで知っておきたい基礎知識：心エコーで診る心臓
の構造と機能

教育講演２
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心不全患者への栄養療法と指導

前田	圭介
国立長寿医療研究センター　老年内科

　高齢者の栄養問題は非高齢成人の栄養問題と異なることが多い。加齢に関連した栄養状態の

変化や、併存疾患の増加、疾患関連栄養障害、ポリファーマシーなど、非高齢成人ではあまり

見られない栄養問題を抱える。老年栄養と総じられるこの高齢者の栄養問題に近年注目が集まっ

ている。サルコペニアやフレイルもそのトピックの一つである。

　慢性心不全患者は血管炎症や腸管浮腫に関連した栄養障害をきたす可能性がある。また心肺

機能の低下や心悪液質による熱量消費増も栄養障害を助長する一因である。がん悪液質の診断

方法や研究は徐々に盛んになり始めたものの、心悪液質の診断や研究はまだ道半ばである。

　慢性心不全患者の栄養療法の軸は、栄養摂取と運動習慣の指導である。塩分過剰摂取を避け

つつ、普段の栄養摂取量をモニターする。低栄養ではないか、心悪液質ではないか慎重に検討

する。

　心不全患者への栄養療法について、老年栄養的視点を交えつつ概説する。

シンポジウム１：エキスパートから学ぶ心不全患者への指導の実践とポイント
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黒木	俊輔
宮崎市郡医師会病院　看護科

　慢性疾患は、疾患を管理するために患者による治療の自己管理が必要とされる。多くの患者
は、治療のためには服薬だけではなく、食事制限や運動療法が必要であることは理解しているが、
詳しい方法を知らない患者もいる。心不全患者においても同様である。心不全は増悪と寛解を
繰り返す疾患であり、再入院率が高いことが知られているが、日常生活の管理ができていれば
再入院を防ぐ事は可能である。患者本人、及びその家族が生活の質の向上を目指した援助を行
うことが看護師の役割である。患者教育は、いかに看護師が患者の生活に合った療養生活の支
援をするかに左右されていると言っても過言ではない。
　実際の患者への看護を紹介する。Ａ氏、70 歳代男性、既往に大動脈弁置換術、植込み型除細
動器が留置されており、心不全増悪を繰り返している患者であり、5回再入院している。外来
心臓リハビリテーションで包括的に支援を行っていたが、体重増加、肺うっ血があり、入院管
理となった。入院後の治療効果により体重は 4㎏減量し退院となったが、過負荷、飲水・塩分
過多が心不全増悪の因子となっていることが判明した。普段は飲水制限内で管理できるように
朝に一日に飲水する分を自分で冷蔵庫に準備するなど「自覚」は出来ており、体重や血圧を測定・
比較するなど「測定」は出来ていた。浮腫や体重増加が心不全増悪の因子であることも「解釈」
できていたが、飲水過多になる場面もあった。セルフマネジメントを行う上でセルフモニタリ
ングが必要となってくるが、その先行要因として患者の知識、技術、関心が必要となってくる。
その上で、浮腫などの身体症状の変化などを「自覚」して、血圧や体重などを「測定」し、身
体変化が心不全増悪の徴候になっているかを「解釈」することで、適切な行動を起こすことが
でき、適切なセルフマネジメントができ、生活の質の改善につながる。しかし、Ａ氏は「自覚」
「測定」「解釈」が出来ていながらも飲水、塩分過多となっていた。患者に生活指導を行う前に、
まずは患者を知ることが必要であるため、患者への聞き取りを行った。聞き取りの結果、暑い
日は飲水過多になったり、注意はしているが、飲酒時のおつまみで、味付けが濃いものをつい
摂取してしまうことがあると訴えがあったため、できることを本人と一緒に考えた。その中で、
塩分過多となった翌日は塩分を薄めにする、お酒は量を控えるなど、自分で対応策を述べるこ
とができた。退院後は訪問看護を導入し、飲水・塩分過多となる場面では、訪問看護へ療養状
況の確認、支援を依頼し、本日まで 10 か月間再入院していない。患者の疾患のアセスメントを
行い、患者の認識や生活の状況を聴き、何が問題だったのかを共に考えることで患者のアドヒ
アランスの向上につながる。今後の指導も一般的な指導のみを行うのではなく、患者の生活状況、
社会背景を聞きとり、個別的な支援をしていく必要がある。

SY1-2

心不全のセルフマネジメントをやってみよう
〜まずは相手を知ることから〜

シンポジウム１：エキスパートから学ぶ心不全患者への指導の実践とポイント
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吉国	健司
独立行政法人地域医療機能推進機構	九州病院

　心不全患者の多くは、基礎疾患に加え多数の併存疾患を持ち、さらに、認知機能低下・介護

の必要性・独居・高齢世帯など様々な問題を抱えている場合があり、患者個々に寄り添った治

療や支援が求められる。そのため、入院中のチーム医療、退院後の地域連携など各職種が共通

の目標に向かって系統的に介入し連携をとることが重要である。

　薬物治療では、左室駆出率の低下した慢性心不全（HFrEF）には、予後改善及び心筋リモデ

リング改善目的に、β遮断薬、ACE阻害薬 /ARB、MRAが標準治療として用いられてきた。

2020 年、アンジオテンシン受容体 /ネプリライシン阻害薬 (ARNI) や、糖尿病治療薬として適

応を有する SGLT2 阻害薬が慢性心不全の適応を取得し、これらを踏まえ、「急性	･	慢性心不全

診療ガイドライン」は 2021 年にアップデートされた。さらにβ遮断薬、ARNI、MRA、SGLT2

阻害薬の 4つを fantastic	 four と呼び、早期にこれらの内服を適切に導入することで、生命予後

を伸ばし、心不全入院を減らすことが期待されている。しかし、心不全の予後を改善させる薬

剤は、「目に見えない治療」と言われ、急性期の症状を改善させる利尿薬や強心薬など「目に見

える治療」と比べ実感に乏しいため、長期服用の必要性を患者に説明し、服薬アドヒアランス

向上につなげることが重要となる。

　また、特に高齢者において、心不全フレイル、オーラルフレイル、老年症候群などにも注意

が必要である。

　循環器用薬の中には口腔内に有害事象を発生させる薬剤や脱水、電解質異常に注意する薬剤

があるため、食欲低下患者、口渇をあまり感じなく水分をとらずかえって脱水になっている患

者などにも気をつけなければならない。老年症候群に含まれる症状が出現している患者には、

薬物有害事象によって引き起こされている可能性も考えられる。

　薬剤師は、医師へ安全性・有効性を考慮した情報提供、およびポリファーマシー対策につい

て提案する。ポリファーマシーとは単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して

薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態のこ

とである。多職種で患者の状態把握を行い、ポリファーマシーが解消できるよう薬を見直し、

継続的な評価を行う。

　本講演では、心不全の薬物療法を中心に指導の実際とポイント、多職種連携について述べる。

SY1-3

シンポジウム１：エキスパートから学ぶ心不全患者への指導の実践とポイント

エキスパートから学ぶ心不全患者への薬剤指導
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高齢期口腔保健の新たな視点：オーラルフレイルとは

平野	浩彦
東京都健康長寿医療センター

　オーラルフレイルは，「口に関するささいな衰えの放置、さらに適切な対応が行われないこと
により、口の機能低下、食べる機能の障害、さらには心身の機能低下までつながる負の連鎖が
生じてしまうこと」に対して警鐘を鳴らした、日本で考案された新しい概念である。この概念
が考案された背景の一つに、8020運動の達成率がわずか30年で1割から約5割に達した（2016年）
経緯がある。この変遷は、高齢期の歯数の維持に加え、口腔の機能に軸足を置いた歯科口腔保
健活動を進める契機となった。また口腔機能低下症の新病名も保険導入（2018 年）され、高齢
期の口腔に関する機能に医療行為としての対応も可能となった。口腔機能低下は自覚されにく
く徐々に進行し、自身が自覚した段階では改善が困難な場合が多い。疫学調査知見からも、オー
ラルフレイルの進行は身体のフレイルの発生、サルコペニアの発生、さらには要介護状態や死
亡の発生との関連が示されている。
　また、要介護高齢者を対象とした検討でも、オーラフレイル（口腔機能）と生命予後に有意
な関係が認められている。この結果の背景要因として、オーラルフレイル重度化した際の段階
で罹患率の高まる肺炎（誤嚥性肺炎）があると考えられる。これまで誤嚥性肺炎の発症機序と
して口腔衛生状態の悪化が注目され、「誤嚥性肺炎予防と口腔衛生の関係」は誰もが知るところ
になり、口腔衛生の改善の重要性は広く認知され実施されている。さらに脳卒中などの明確な
原因疾患による嚥下障害による肺炎発症ではなく、廃用およびフレイル等の多因子が原因で口
腔機能および摂食嚥下機能が徐々に低下（オーラルフレイル）し肺炎の原因となっているケー
スは少なくない。こういったケースは、その経緯が緩徐なことから老化による機能低下つまり
「歳のせい」として扱われ、特段の対応がなされず経過してしまうことがほんどである。こういっ
たケースでは、併存慢性疾患疾患の急性増悪等の入院加療などを契機に機能低下が加速し、摂
食嚥下障害発症ラインを下回ることにより障害による課題（誤嚥など）が顕在化し、この段階
で初めて医療介入の検討が行われることになる。しかし、この状況まで症状が進行したケース
はその対応が困難なケースとなる。また、こういった状態を有する高齢者が増加したことから、
Presbyphagia（老嚥）、サルコペニアの摂食嚥下障が注目されている。つまり、誤嚥性肺炎発症
の要因である摂食嚥下機能障害を惹起する背景は多様化しており、単一疾患（脳卒中、神経筋
疾患など）により生じるケースより、むしろ、廃用、サルコペニアさらにフレイルなどが原因
であるケースが増加している。以上から、口腔機能および摂食嚥下機能低下への早期からの対
応が重要であり、これらの課題、介入ポイントを可視化したモデルがオーラルフレイルである。
　当日は参加者の皆様とオーラルフレイルについて検討させて頂ければ幸いである。

SY2-1

シンポジウム２：超高齢社会と心臓リハビリテーション
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○	荒川	英樹 1）、帖佐	悦男 2）

１）宮崎大学医学部附属病院リハビリテーション部
２）宮崎大学医学部整形外科

　近年の超高齢化社会の到来により，循環器疾患に多くの併存疾患を持つ患者が増加している．
特に，運動器疾患はその代表であり，心臓リハビリテーションにおける運動指導，生活指導に
大いに影響を及ぼすことから，初期の運動機能の低下であっても適切に評価することが必要と
なる．そのような場合に，ぜひ考慮いただきたいのが「ロコモティブシンドローム（ロコモ）」
である．ロコモは「運動器の障害によって，移動機能が低下した状態」であり，ロコモの原因
となる代表的な疾患として変形性関節症，骨粗鬆症，変形性脊椎症，サルコペニアなどがある．
日本整形外科学会では「立ち上がりテスト」，「2ステップテスト」と主観的評価法である「ロ
コモ 25」の 3つをロコモ度テストとして推奨しており，その結果に基づいてロコモ度を判定す
ることができる．2007 年のロコモの提唱以来，非ロコモ，ロコモ度 1（移動機能の低下が始まっ
ている段階），ロコモ度 2（移動機能の低下が進行し自立した生活ができなくなるリスクが高く
なっている段階）の 3段階評価として活用されていたが，多くのデータの蓄積や研究成果により，
2020年9月には新たにロコモ度3（移動機能の低下が進行し社会参加に支障をきたしている段階）
が設定され，リハビリテーション科や整形外科専門医の受診や治療の必要性がわかりやすく反
映されるようになった．
　当院整形外科・リハビリテーション科では，ロコモに関連した研究を積極的に行っており，
3つの基盤がある．第１には，2010 年から行っている運動器の機能向上をめざしたロコモ教室
である．県内各地の総合型地域スポーツクラブを会場として，ロコモの啓発活動やメディカル
チェックならびに週1回 1時間程度のロコモ予防・改善教室を実施している．これまで延べ1,500
人以上の地域住民の参加が得られ，多くの基礎データを集積している．第 2に，運動器疾患に
対する手術治療に関連したロコモ度評価とリハビリテーション治療への活用である．主に移動
機能に影響する股関節や膝関節の変形性疾患を対象とした研究を行っている．そして第 3に精
神科疾患における地域移行に関連したロコモ研究である．リハビリテーション医療における運
動療法の有効性が期待される新たな領域として認識されており，令和 2年度の診療報酬改定で
は精神療養病棟におけるリハビリテーション医療の推進が明示され，地域移行促進への施策が
強化されるに至った．そして新たに第 4の基盤として今年度より実施しているのが，循環器疾
患に関連したロコモ度調査である．当院循環器内科との連携により，循環器疾患入院患者のロ
コモ度，フレイル・サルコペニアなどの基礎的調査を開始している．	
　これまでの様々なロコモティブシンドロームに関する地域活動，診療，研究などを総括したい．

SY2-2

超高齢社会におけるロコモティブシンドロームとリハビリテーション
〜地域生活者、運動器疾患、精神疾患、そして循環器疾患〜

シンポジウム２：超高齢社会と心臓リハビリテーション
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肥後	太基
国立病院機構　九州医療センター　循環器科

心大血管リハビリテーションの保険適応は、当初の狭心症・心筋梗塞から徐々に拡大され、心

不全患者に対しても広く実施されるようになった。循環器疾患による入院患者における心不全

の割合、特に高齢心不全患者の割合は大きく増加しつつあるが、治療に関するエビデンスの構

築がいまだに困難な左室収縮能が保たれた心不全患者の割合が高いこと、併存疾患を多く有し

ている患者が多く、集団ではなく個別の介入が必要な割合が高いことなどの課題があり、望ま

しいリハビリテーションのあり方についても議論が多いところである。同時に、このような患

者に対する心臓リハビリテーションは、急性期病院ではなく、むしろ回復期病院や地域の通所

リハビリ施設などで継続して行われる必要があるが、循環器専門医の偏在の問題もあって真に

シームレスな治療や管理が普及しているとは言えないのが現状である。身体機能が多様な患者

に対する心大血管リハビリテーションのあり方や連携のあり方について問題提議し、会場の先

生がたの討論をお願いしたい。

高齢心不全患者に対するリハビリテーション
SY2-3

シンポジウム２：超高齢社会と心臓リハビリテーション
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○	小岩屋	宏、今村	貴志
こいわや循環器内科クリニック

　包括的心臓リハビリテーション（以下、心リハ）は、体力を回復し、快適な家庭生活や社会

生活に復帰するとともに、再発や再入院を防止することを目指して行う総合的活動プログラム

のことであり、長期にわたり介入し続けることが必要な治療とされる。最近では、HFrEF だけ

ではなく、HFpEFに対する心リハの有効性も報告され、運動療法などを多職種で包括的に行う

心臓リハビリは心不全診療において薬物療法と同様に重要である。しかしながら、我が国の現

状は様々な事情により心リハや外来心リハを実施している施設は少なく、心リハを受けたくて

も受けられない心不全患者さんは多いと推察する。宮崎県も例外ではなく、宮崎県内に外来心

リハを行っているクリニックや施設は非常に少ない。当院は宮崎市内では唯一の、『本格的な心

臓リハビリ室を有するクリニック』として、本年 10 月 1 日に開院した。

　本セッションでは、症例を交えて当院での外来心リハの取り組みについてご紹介させて頂き

たい。心不全診療において、心不全地域連携を地域に根付かせ、更に拡大できるようなシステ

ム構築を含めた取り組みが重要である。当院での外来心リハが心不全地域連携を考える、一つ

のトリガーとなることを期待し、皆さんとディスカッションしたい。

外来心リハから繋がる、心不全地域連携を目指して
SY3-1
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○	山下	亮 1）、原田	栄作 1,2）

１）熊本健康・体力づくりセンター
２）熊本機能病院

　当法人では、病院に指定運動療法施設が併設になっているため、退院後の外来心臓リハビリ

テーション（心リハ）と維持期心リハの連携に力を入れている。更に、維持期心リハにおいては、

施設での運動療法のみならず、地域もフィールドにすることを考えている。

　はじめに、施設での運動療法では、外来心リハ終了後に安全で効果的な維持期心リハを続け

てもらうために、指定運動療法施設の「送迎型教室」と「生活習慣病・心疾患特化型教室」を

紹介している。指定運動療法施設では、質の担保のために、外来心リハで指導している心臓リ

ハビリテーション上級指導士を持った健康運動指導士が中心となり指導を行っている。その結

果、外来心リハから指定運動療法施設の移行率が約 30％で、そのうちの約 70％が 1年以上継続

していた。今後は、指導者を増やすために、当センターの健康運動指導士の人材育成に力を入

れたい。

　次に、地域での運動療法では、身体活動量を高めるためにウェアラブルセンサーを用いた維

持期心リハプロジェクトを行った。このプロジェクトは、令和 3年度熊本市循環器疾患悪化防

止対策モデル事業（スポーツ庁の運動・スポーツ習慣化促進事業）の一環として行われた。10

施設の協力医療機関で心疾患患者の身体活動量と脈拍を管理しながら、地域を 1人もしくは、3

人組でのウォーキング（スモールコミュニティウォーキング）にランダムに分け、その効果を

検証した。その結果、スモールコミュニティウォーキングでは身体活動量のみならず、ポジティ

ブな心理面にも良い影響を及ぼすことが分かった。

　今後は、施設での運動を推奨するのみならず、医療が地域をフィールドにして安心で楽しく

効果的な運動療法を展開するための取り組みが重要になると考える。

退院後の心リハを医療×地域でサポート
SY3-2
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○	大浦	啓輔 1）、井谷	祐介 1）、鬼村	優一 2）、古田	哲朗 2）、
　	武居	講 3）、岡田	健一郎 1）、弓野	大 2）

１）のぞみハートクリニック
２）医療法人社団ゆみの
３）わかばハートクリニック

心不全患者に対する心臓リハビリテーションの継続は重要であることはすでに明らかになって

いるが、我が国の外来心臓リハビリテーションの実施率は、7％と諸外国と同様に継続率の低さ

が問題となっている。この原因の一つは通院困難であり、通院距離や同行者の問題など様々な

障壁があるとされる。特に、様々な心疾患の終末像である心不全患者は高齢、フレイルにより

運動耐容能や身体機能が低下し、通院を始めとする様々な社会活動への参加が困難となる。当

法人は、在宅医療を積極的に行う多職種心不全クリニックであり、この通院困難な在宅心不全

患者に対して以前より訪問リハビリテーションによる心臓リハビリテーションを実施してきた。

原則的に訪問リハビリテーションは、外来通院が困難な患者が対象である。訪問リハビリテー

ションを必要とする心不全患者は、重症な心不全で運動耐容能が低下していることもあれば、

左室機能は保たれているものの、身体機能が低下している症例など多岐にわたる。2021 年に改

定された心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドラインにおいて心不全患者の

在宅リハビリテーションが盛り込まれ、心不全の訪問リハビリテーションの構成要素は、「医

学的管理」「身体機能・活動」「心理的・社会的健康」「ライフスタイル・リスク管理」「家族介

護支援」と多岐にわたることが示された。訪問リハビリテーションの特徴的な介入として、こ

れらの構成要素に基づき、運動療法だけでなく、生活活動調整、セルフケア支援、環境調整な

どを行い、さらに生活の場において多職種と連携しながら包括的に介入することが重要である。

本セッションでは当法人での心不全患者の訪問リハビリテーションの取り組みに関して症例を

交えて報告する。

当法人における在宅心不全患者に対する訪問リハビリテーショ
ンの取り組み

SY3-3
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○	竹中	克彦、福田	翔子、福山	雄介、目野	恭平、加茂	美由紀、肥後	太基
国立病院機構九州医療センター循環器内科

目的）AMI の二次予防として冠危険因子のコントロールは重要である。また心リハも二次予防

効果があり、さらにQOLの改善、心血管死の抑制効果も示唆されている。今回、我々はAMI

に対して primary	PCI を施行した症例において心リハとその後の運動処方が冠動脈プラークに

どう影響するか、光干渉断層装置（OCT）を用いて評価した。

方法）2013.1 月からの 8年間でAMI に対して primary	PCI を施行した 561 症例を後ろ向きに

解析した。OCTを用いてMI の非責任病変の follow	up を施行できた 46 症例を登録した。退院

時に運動負荷試験を行い運動処方を施行した 25 例と施行しなかった 21 例を比較、非責任病変

での参照血管面積、最小血管内腔面積から残存プラーク率を評価した。

結果）発症時の採血、経過中のmax	CPK、退院時のBNPや LVEF、在院日数に差は認めなかった。

平均 follow	up は 260 日、両群ともに LDL-C の有意な改善を認めた。Follow	up 時の LDL-C、

HbA1c は２群間で差はなかったが、運動処方群で残存プラーク率が有意に低かった（p=0.05）。

考察）心リハは脂質、血糖管理など古典的リスクファクターのコントロールを超越した効果が

あることが推測される。

EP-1

急性心筋梗塞退院時の運動処方はプラークの安定化に寄与する

優秀演題アワード
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○	福島	真仁 1）、塚田	裕也 1）、茅島	大樹 1）、古賀	有里 1）、佐々木	基起 2）、
　	松瀬	博夫 3）、西山	安浩 2）、甲斐	久史 2）

１）久留米大学医療センター　リハビリテーション部
２）久留米大学医療センター　循環器内科

【はじめに】ハイブリッドトレーニングシステム（HTS）は、運動時の拮抗筋への電気刺激にて

運動抵抗を発生させる久留米大学が独自開発した運動療法である。HTSとエルゴメータを併用

した運動療法 (HER) は、すでに健常者にて通常の有酸素運動と比較し、筋力、身体機能、運動

耐容能の有意な向上を報告している。今回、大動脈弁置換術を施行した症例に外来にてHERを

施行し、効果と安全性を評価したので報告する。

【経過・方法】症例は 64 歳、大動脈弁狭窄症にて大動脈弁置換術を施行。退院後、当院にて

外来心臓リハビリテーションプを行うも、運動耐容能の大きな改善は得られなかった。そ

こで HER を週 2 回、1 回 40 分、1 ヵ月間実施し、下肢周囲径、膝関節等尺性収縮筋力、

Chair&Standing テスト、10m歩行速度、6分間歩行試験、Time-up&Go テストを実施前後で測

定し効果を判定、同時に安全性も評価した。

【結果・結語】HERは筋肉痛や損傷の発生、心不全や不整脈の出現もなく安全に実施出来た。

ハイブリッドトレーニングシステムを用いたHERは、心臓リハビリテーションへの応用が十分

期待できる。

電気刺激と有酸素運動を併用した新たな運動療法を施行した大動脈弁
置換術後の 1 症例

EP-2
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○	武吉	雅貴 1）、武藤（砥上）	若菜 2）、日山	景 1）、高潮	征爾 3）、赤坂	史恵 3）、
　	辻田	賢一 3）、宮本	健史 2,4）

１）熊本大学病院	医療技術部	リハビリテーション技術部門
２）熊本大学病院	リハビリテーション科
３）熊本大学病院	循環器内科
４）熊本大学病院	整形外科

【目的】入院加療に伴い身体機能やADLの低下をきたす入院関連能力低下 (HAD) が注目されて

いる . 本研究の目的は経カテーテル大動脈弁置換術（TAVI）においてHADを発症する患者の

特徴 , 離床経過を明らかにすることである .	

【方法】熊本大学病院にて TAVI が施行された患者を対象とした . 退院時の Short	Physical	

Performance	Battery が入院時より 1点以上低下した者をHAD群 (n=8), その他をNon-HAD群

(n=22) とした . カルテより抽出した基本属性 , 血液データ , 心機能 , 身体・精神機能 , 手術情報及

び離床経過（初回介入日 , 座位・立位・歩行開始日 , 術後在院日数）を両群間にて比較した .

【結果】TAVI における HADの発症率は 27％であった .HAD群は Non-HAD 群と比較し術前

のヘモグロビン , 握力が有意に低値であった . その他 , 心機能や手術情報等に有意差は認めかっ

た . 離床経過の各項目もHAD群は有意な遅れは認めなかった .

【考察】TAVI においてHADを発症する患者の特徴は他の疾患と同様であった . しかし , 離床経

過に遅れがない点が心臓外科術後と異なる .TAVI の HAD発症には術後の早期介入だけではな

く、リハ介入の頻度や病棟での身体活動量に着目する必要性が示唆された .

経カテーテル大動脈弁置換術において入院関連能力低下を発症する患
者の特徴・離床経過について

EP-3
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○	吉村	健 1）、古島	智恵 2）、水田	貴久美 1）、永江	孝太 1）、野村	綾海 1）

１）佐賀大学医学部附属病院
２）佐賀大学医学部看護学科統合基礎看護学講座

【目的】

	TAVI 後のせん妄は心臓リハビリテーション遅延など日常生活への影響が大きく、予防を含め

た早期ケアが重要である。影響要因の一つに認知機能低下が報告されているが、臨床現場では

低下のない患者でもせん妄が多くみられる。本研究は、TAVI 後せん妄のケア確立に向け、認

知機能が保たれている患者のせん妄に影響する要因を検討した。

【方法】

	A医療施設にて 2014 年～ 2021 年に TAVI を受けMMSE	24 点以上の 157 名を対象とし、せん

妄有無による背景因子（年齢、フレイル（CFS）、ADL（Katz	Index）、既往歴	等）の比較、せ

ん妄ありを従属変数とした多重ロジスティック解析を実施した。

【結果】

	せん妄がある者はない者に比べ、在院日数が長く（16.2	vs	11.9	日）、ADLが低く（4.5	vs	5.6 点）、

フレイルは重度（4.9	vs	4.0 点）であった。せん妄への影響要因は、COPD（OR、95％ CI：	8.43、

1.36-52.32）とADL（0.48、0.23-0.98）であった。

【考察】

	TAVI 後のせん妄に対して、認知機能が保たれCOPDを合併する患者では、術前から呼吸状態

に注目したケアの必要性が示唆された。

認知機能が保たれている患者における TAVI（経カテーテル大動脈弁
置換術）後のせん妄に影響する要因

EP-4
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○	伊藤	弥紀 1）、二見	真紀人 2）、萩原	大樹 1）、三浦	伸一郎 2,3）

１）福岡大学西新病院　薬剤部
２）福岡大学西新病院　循環器内科
３）福岡大学医学部　心臓・血管内科学

【背景】当院ではポリファーマシーに対して、2020 年度の診療報酬改定を機に心不全チームの

薬剤師が積極的に介入を行っている。今回薬剤師の取り組みの成果について調査した。

【方法】取り組み前の 2020 年度 (2020 年 4 月から 2021 年 3 月 ) と取り組み後の 2021 年度 (2021

年 4 月から 2022 年 3 月 ) に当院循環器内科に入院かつ薬剤総合評価調整加算を算定した症例を

対象とし薬剤調整の状況について検討した。

【結果】症例は 2020 年度 29 例 (15.7%)、2021 年度 39 例 (18.1%) であった。中止薬剤数は 2020 年

度115剤、2021年度147剤であり、内服薬は両期間で有意に減量されていた(2020年度2.8±3.6剤 ,	

p<0.01,	2021 年度 2.9 ± 2.5 剤 ,	p<0.01)。また両期間において不要薬剤は 32%であり、最も多い

のが消化器用薬、次いで循環器用薬、解熱鎮痛薬であった。

【考察】今回の検討で、薬剤師介入によってポリファーマシー改善に貢献できていた。しかし減

少できた症例は 20%弱と少なく、今後症例を増やすことが課題である。特に不要薬剤に注意し

て心不全チームで積極的に減量を検討することが重要である。

ポリファーマシーに対する心不全チームの薬剤師による取り組み

EP-5
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○	松崎	景子 1）、齊藤	ちづる 1）、福嶋	伸子 2）、萩原	大樹 3）、長岡	麻由 3）、
　	松本	尚也 4）、二見	真紀人 5）、西川	宏明 5）、勝田	洋輔 6）、三浦	伸一郎 5）

１）福岡大学西新病院　栄養部
２）福岡女子短期大学　健康栄養学科
３）福岡大学西新病院　薬剤部
４）	　　　		同　　　　		リハビリテーション部
５）	　　　		同　　　　		心臓血管・リズムセンター
６）かつだ内科・循環器内科クリニック

【目的】心臓病再発予防外来 2年間の経過及び再入院要因を検討する。

【方法】調査期間は平成 24 年 6 月～令和元年 7月。対象は入院時及び退院 6か月後・1年後・1

年半後・2年後の心臓病再発予防外来で栄養指導を実施した心疾患患者 20名。各行動変容ステー

ジ ( 以下ステージ ) に応じた指導を行い、ステージ・検査値・指示量に対する推定摂取量比、家

族支援体制 (家族の入院あり (n=5)/ なし (n=15)) 等を検討した。ステージは前熟考期 0,	熟考期 1,	

準備期 2,	行動期 3,	維持期 4と点数化した。

【結果】ステージは上昇し (3.0 ± 0.2	vs3.7 ± 0.1	p ＜ 0.01 入院時 vs2 年後 )、推定食塩摂取量比

(S) は減少した（S：170 ± 11%	vs	144 ± 6%	p ＜ 0.05 入院時 vs2 年後）。収縮期血圧 (SBP) は低

下した (SBP：130 ± 3mmHg	vs	122 ± 3mmHg	p ＜ 0.05 入院時 vs2 年後）。再入院した患者は

5名であり、左室駆出率 (2 年後 ) は再入院の有無と家族の入院の有無に相関を認めた ( 再入院の

有無：r=－ 0.645	p ＜ 0.01、家族の入院の有無：r=－ 0.489	p ＜ 0.05)。

【考察】ステージを考慮した栄養指導は減塩・血圧コントロールに効果があった。再入院予防の

ため、社会的サービス利用や宅配食導入等の支援を含めた指導の重要性が示唆された。

行動変容ステージを考慮した心臓病再発予防外来 2 年間の経過

OP1-1

一般演題：研究
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○	神崎	朋宏 1）、花田	智 1）、小山	彰平 2）、宮㟢	将太 1）、上田	美香 1）、
　	外村	仁那 1）、岩切	弘直 2）

１）都城市郡医師会病院　総合リハビリテーション室
２）都城市郡医師会病院　循環器内科

【目的】当院における自宅復帰の予測因子について ,	Short	Physical	Performance	Battery(SPPB)

の有用性を他の運動機能評価との比較にて明らかにすること .

【方法】対象は ,2020 年 11 月から 2021 年 10 月の間に入院した 65 歳以上の高齢心不全患者の

うち , 心臓リハビリテーション ( 心リハ ) を施行した者とした . 入院前の Activities	of	Daily	

Living(ADL) レベルが寝たきりや車椅子の患者は除外した . 自宅復帰可能であった自宅群と自宅

復帰出来なかった転院群の 2群に分類し比較検討した .

【結果】自宅群 (106 名 ) は , 転院群 (21 名 ) より SPPB の点数が有意に高値を示した . また ,2 項ロ

ジスティック回帰分析の結果 ,SPPB は各運動機能評価指標との比較でも有意に自宅復帰に関わ

る因子として描出された .Receiver	Operatorating	Characteristic	curve(ROC曲線 )より算出 (有

意水準は 5%未満 ) したカットオフ値は 6点であった .

【考察】高齢心不全患者の自宅復帰予測因子として SPPBが有用である可能性が示唆された .

高齢心不全患者の自宅復帰予測における SPPB の有用性

OP1-2
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○	中尾	周平 1）、窪薗	琢郎 2）、川添	晋 2）、薗田	剛嗣 2）、豊川	建二 3）、
　	木佐貫	勲 1）、吉永	翼 1）、吉田	輝 1）、宮田	昌明 4）

１）鹿児島大学病院　リハビリテーション部
２）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
３）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　心臓血管外科学
４）鹿児島大学医学部保健学科

【目的】我々は大動脈弁狭窄症（AS）患者への経カテーテル的大動脈弁留置術（TAVI）におい

て，術前に身体機能や認知機能，日常生活活動を評価し，術後の治療目標設定や離床進行の指

標にしている。これらの評価因子と術後歩行開始日数との関連について検討した。

【方法】対象は，2018 年 4 月から 2022 年 2 月までに当院でTAVI を受け，術前評価が可能であっ

た67例である。術前身体機能は握力，膝伸展筋力，Short	Physical	Performance	Battery（SPPB），

認知機能はMini-Mental	State	Examination，日常生活活動は Barthel	 index（BI）で評価し，

更に手術関連因子を含めてTAVI 後の歩行開始日数との関連を調査した。歩行開始日数を従属

変数，各評価因子を独立変数として単回帰分析を行い，更に有意な因子を独立変数として重回

帰分析を行った。

【結果】平均年齢は86.6 ± 4.8 歳であった。単回帰分析の結果，歩行開始日数は術前の膝伸展筋力，

BI，手術時間と有意に関連していた。また，重回帰分析により術前BI 及び手術時間が歩行開始

日数の独立した関連因子であった（p<0.05）。

【考察】AS患者におけるTAVI 後の歩行開始日数には，術前 BI が独立して関連していること

が示された。

大動脈弁狭窄症に対する経カテーテル的大動脈弁留置術後の歩行開始
日数には術前の日常生活活動が関連する

OP1-3
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清水	洋行
㈱未来図 Labo	デイサービス未来図	東大宮店

【目的】

	心不全を呈する患者は J-CARE-CODEの報告にて再入院率が 30 ～ 40％と高率であり、医療経

済の圧迫に繋がり、社会問題となっている。再入院の原因としては、生活期における自己管理

の課題が高い割合を占める。生活期での支援を行う立場にあるデイサービス事業所として、課

題を明らかにしつつ当事業所における取り組み事例を提示し、心不全患者を支える地域づくり

について模索する。

【方法】

	医療と介護の制度的、環境的差異を明らかにし、当事業所の取り組み事例を含めて報告する。

【結果】

	医療における急性期 - 回復期では、病態管理や身体能力の改善を病院主体で重点的に支援して

いる。対して退院後の生活期では、生活習慣の改善や適当量の運動実施、健康管理など本人主

体の管理となりやすい。この生活期において、デイサービス事業所により心不全患者に対して

効果的な支援を提供するには未だ課題は多く、その対策は急務である。

【考察】

	心不全患者に対して、生活期の支援には制度や環境上も課題が山積した状態にある。今回の一

例を含め、生活期への効果的な対応策の確立や地域への波及効果について検討していく必要が

ある。

心臓リハビリテーション　生活期におけるデイサービスの役割と実践

OP1-4
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大田原	直美
宮崎生協病院　リハビリテーション科

【目的】2020 年 COVID-19 が猛威を振るい様々な行事が中止される中、当院では地域住民の心

臓病に関する知識の向上・健康増進を図る目的で心臓病教室を開始した。感染拡大防止策を講

じながら取り組み続けた当院の新たな挑戦をここに報告する。

【方法】参加者は事前予約制で定員 10 名前後とし、1時間程度の開催とした。県内の発生動向

に応じ、開催判断を感染対策委員会に諮り、適切な感染防止策を実施した上での開催とした。

講師は循環器内科医師や看護師をはじめ、薬剤師、栄養士、PT等多くの専門職種が担った。

【結果】宮崎県内の感染拡大の影響により 2020 年度は 3回、2021 年度は計 4回の開催となった。

講義だけではなく実技などを交えた多職種によるバリエーション豊かな教育内容は非常に充実

していた。5段階評価とする受講者アンケートからも、概ね 8割以上が満足という非常に高い

評価が得られた。

【考察】一定の制約の中、対策を講じながらの教室開催となったが、多職種での教育・指導を行っ

た意義は非常に大きかったと実感している。今年度からは SNS を活用した情報発信を行うとと

もに、継続的に教室を開催していきたいと考えている。

宮崎生協病院における COVID-19 への感染対策を講じた上での心臓
病教室開催の取り組みの報告
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○	坂本	亜希子、西坂	麻里、中川	美樹、小山	聖名子、鶴	智子、菊池	哲
医療法人八木厚生会八木病院

・目的：R3 年に長期在宅補助目的 (DestinationTherapy,DT)VADが保険収載され重症心不全患
者の治療選択肢は拡大した。生存率改善で心不全患者の高齢化が目立つ。循環器専門でない市

中病院でのDTVAD患者受入れを経験した。経過と課題を文献的考察を加え報告する。

・方法：DTVAD挿入後 3年の 70 台男性。加齢と繰返す感染での入院反復経過で認知・身体機
能は低下。自己管理困難となった。管理認定施設近隣の連携病院である当院に長期療養入院打

診あり。医師、看護師、臨床工学技士、理学療法士、管理栄養士など両院の多職種で検討、シミュ

レーションを重ね、転院。

　定常流VADで血圧や酸素飽和度測定も困難な患者に初めて接し、必ず複数で確認しバッテ

リー、ドライブラインを管理している。点滴から経口主体への栄養移行、日中離床、歩行練習、

入浴と、生活リズム改善あり。発語の明瞭化、帰宅願望表出など変化を認める。

・考察：国内でも前例のない、循環器専門でない病棟で、多職種連携で日々実践に努めている。
意志疎通困難者も多い障害者一般病棟の経験は、数値のみに依れず五感を駆使する患者の状態

把握に有益であった。

地域密着型病院障害者一般病棟での補助人工心臓 (VAD) 患者受け入
れ : 他職種連携での療養支援の試み

OP2-1

一般演題：症例報告
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○	金丸	美里、藤木	優、寺田	恭巳子、納富	里美、吉田	敬規、挽地	裕
地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館

【目的】

	当館では「ハートケアプログラム」として３週間の心不全教育入院プログラムを導入してい

る . 当プログラムを適用したHFpEF,AF, サルコペニアの超高齢女性に対してその効果を検証す

る .

【方法】

	症例は 90 歳代女性 ,ADLは自立していたが繰り返す入院でフレイルに陥り , 再入院のリスクが

高かった . 当プログラムを適用した効果について BNP, 運動耐容能 , 栄養 , セルフケア ,QOL, 認

知機能 , 抑うつの 7項目のスコアについて後ろ向きに検証した .

【結果】

	７項目の評価で BNP は 533pg/dl から 112pg/dl へ改善し , 運動耐容能は 6 分間歩行距離が

175m から 360m へ延長した . 栄養ではALB が 3.0g/dl から 3.1g/dl, 体組成 ECW/TBW0.421 か

ら 0.407 と変化はなかった . セルフケアは 50 点から 16 点へ改善した .QOL は 61 点から 62 点と

変化はない . 認知機能は 29 点と維持し , 抑うつは 5点から 3点へ改善した . 当プログラムを完遂

後 , 再入院はない .

【考察】

	今回の結果から 7 項目の評価のうち BNP, 運動耐容能 , セルフケア , 抑うつの 4 項目は改善

し ,QOL, 認知機能の 2項目は維持された . 本症例はセルフモニタリング技術の習得により在宅療

養の継続ができている . 栄養に関しては３週間での改善は得られず , 長期的な管理が必要となる

ことが示唆された .

超高齢 HFpEF 患者に対してハートケアプログラムを行った一例

OP2-2
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○	矢沢	みゆき 1）、八並	由樹 1）、藤松	大輔 1）、前田	高宏 2）、山角	美由紀 2）

１）済生会唐津病院　循環器科
２）済生会唐津病院　看護課

【目的】「最期を自宅で迎えたい」、重症心不全患者の終末期の希望は薬剤や装着機器などの治療、

また介護や処置などの受け入れの問題で実現できないことが多い。今回在宅看取りへの移行を

初めて経験したので報告する。

【方法】69 才男性。心不全発症前から人工呼吸や胃瘻などの治療は希望しない旨家族と度々話

し合っていた。X年 7月 1 日肺炎と心不全増悪のため紹介入院。左室駆出率 20％台と低心機能

で、肺炎の増悪に伴い急激に心不全、呼吸不全が進行した。繰り返しの説明にも挿管管理は拒否。

せん妄への麻薬の効果も一時的で、安静が保てず病状はさらに悪化した。家族の気持ちも大き

く揺れたが 7月 8 日在宅看取りの希望があった。薬剤投与中、機器装着中の重症心不全患者の

自宅退院は初めてのことで、関係部署への連絡に手間取り、慌ただしい雰囲気の中退院となった。

【結果】自宅ではせん妄は出現せず、家族との会話や孫との添い寝など穏やかな時間を過ごした。

7月 10 日永眠。

【考察】医療者は死に抗うのが日常である。心不全緩和を学んでもいざ直面すると当惑と混乱が

先に立ち、覚悟と準備が遅れた。自施設での実践シミュレーションなどの準備を前もって行っ

ておくべきであった。

重症心不全患者の在宅看取りには覚悟と準備が必要である

OP2-3
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○	上田	美香 1）、小山	彰平 2）、神崎	朋宏 1）、宮㟢	将太 1）、外村	仁那 1）、
　	花田	智 1）、岩切	弘直 2）

１）都城市郡医師会病院　総合リハビリテーション室
２）都城市郡医師会病院		循環器内科

【目的】外来心臓リハビリテーション（外来心リハ）により復職できた Stanford	A 型偽腔閉塞

型急性大動脈解離症例を報告する .

【症例紹介】50 歳代女性 . 職業 : 農業 . 突然の腰背部痛を自覚し , 急病センターを受診し ,Stanford	

A 型偽腔閉塞型急性大動脈解離と診断され , 内科治療が開始された . 以後の経過は良好であり ,

第 29 病日に退院し , 外来心リハに移行した . 

【経過】外来心リハ初回時に 6分間歩行試験 (6MWD) を行い , 家庭血圧の測定を継続した . 発症

4 か月後に再度 6MWDを行い , その結果を元に農業を開始し , 模擬的な農作業動作の実施もプ

ログラムに追加した . 常時主治医との情報交換を行い , 看護師や栄養士など多職種にて関わりを

持つことで問題解決に務めた . 更に , 農具の購入や家族の援助も得られ農業復帰することができ

た .

【考察】長期間であったが多職種で取り組むことの重要性を感じた症例であった . 一方 , 当該地

域は農畜産業への従事者が多く運動耐容能評価と実生活環境での違いをどう解決していくかが

今後の課題と思われた .

内科治療にて退院した A 型偽腔閉塞型急性大動脈解離患者に対する
復職へ向けた外来心臓リハビリテーション

OP2-4
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○	秋好	久美子 1）、高橋	兼人 2）、井上	航平 2）、池田	千夏 2）、高瀬	良太 2）、
　	帆足	友希 2）、兒玉	吏弘 2）、井上	仁 2）、廣田	慧 1）、齊藤	聖多郎 1）、
　	福井	暁 1）、高橋	尚彦 1）

１）大分大学医学部循環器内科・臨床検査診断学講座
２）大分大学医学部附属病院リハビリテーション部

【目的】周産期心筋症は心筋疾患既往のない女性が妊娠から産後に重篤な心不全を発症する心筋

症である。今回 COVID-19 感染を契機に診断された周産期心筋症の一例を経験したので報告す

る。

【経過】42 歳女性。生来健康で心疾患の既往はない。第 3子出産 1か月後に COVID-19 感染症

と診断された。同日夜に呼吸困難感が増悪、胸部 CTで肺炎像を認め、心エコー図検査でびま

ん性の左室壁運動の低下と LVEF	20% 程度の左室収縮能の低下を認めたため緊急入院、周産期

心筋症と診断された。第 8病日より心臓リハビリテーションを開始した。入院時に非持続性心

室頻拍を認め、長期臥床による筋力低下、ふらつきがあり、医師、セラピストの付き添いのもと、

立位保持訓練、筋力訓練、歩行訓練を行った。介入時より可能な範囲で筋力や 6分間歩行テス

トなどの評価を行い、運動強度を設定した。心不全の増悪はなく心肺運動負荷試験を行い、自

宅退院となった。

【考察】COVID-19 感染合併の周産期心筋症は稀である。隔離期間中であっても介入当初より感

染対策に留意して可能な評価を行い、呼吸機能や心機能なども考慮した適切な運動強度を設定

することは安全で効果的なリハビリテーションにつながると考える。

COVID-19 感染を契機に診断された周産期心筋症の一例

OP2-5
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○	津崎	裕司 1）、椛島	寛子 1）、溝上	拓也 1）、坂本	明穂 1）、安永	直騎 1）、
　	堀	真悠子 1）、折口	秀樹 2）

１）JCHO九州病院　リハビリテーション室
２）JCHO九州病院　健康診断部

【目的】大動脈解離 Stanford	B は急性期リハビリテーションを行い 1ヶ月程で退院することが

多い . しかし , 慢性期において再解離や解離性大動脈瘤となる症例も見受けられる . イベント発

生に関連する因子の検討を本研究の目的とした .

【方法】2015 年 3 月～ 2022 年 3 月までに大動脈解離 Stanford	B で入院し ,ADLが自立した状態

で自宅退院した患者 63 例を対象に後方視的に検討した . 退院後 1年以内にイベントが発生した

群 (8 例 ) と非発生群 (55 例 ) に分類し , 外来心臓リハビリ ( 以下 CR) への参加の有無や患者背景 ,

入院中の検査結果を比較した . また , 多重ロジスティック回帰分析を用いイベント発生に関連す

る項目を抽出した .

【結果】発生群と非発生群において , 性別 , 大動脈最大短径の 2項目で有意な差を認めた (p<0.05).	

2 群間で p<0.3 の 6 項目を従属変数、イベント発生の有無を独立変数とし多重ロジスティック回

帰分析を行った . その結果 , 性別 , 大動脈最大短径 , 退院時収縮期血圧の 3項目が抽出された . 各

項目は p<0.05, 判別的中率も 90.5% と良好だった .

【考察】性別 , 大動脈最大短径 , 退院時収縮期血圧の 3項目がイベント発生の有無に関連する結

果となった .CR への参加はイベント発生に寄与する結果とはならなかった .

大動脈解離 Stanford B 患者の1年以内のイベント発生に関する検討

PP1-1

一般演題（ポスター１）：心臓血管外科・大血管
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○	松木	宏多朗 1）、安部	優樹 1）、佐藤	明 1）、川野	杏子 2）

１）社会医療法人敬和会大分岡病院リハビリテーション部
２）社会医療法人敬和会大分岡病院循環器内科

【目的】心臓血管外科術後患者の術前腎機能低下や運動機能低下がリハビリテーション遅延因子

として挙げられる。本研究の目的は、心臓血管外科術後患者の術前腎機能とリハビリテーショ

ン遅延因子の関連を明らかにすることである。

【方法】対象は 2019 年 5 月～ 2020 年７月までに待機的心臓血管外科手術を施行し、入院前

ADL が自立であった 138 名とした。術前 eGFR ≦ 60ml/min/1.73m² の患者を腎機能低下群、

術前 eGFR＞ 60ml/min/1.73m² の患者を正常群とし、基本情報、術前の身体機能、手術関連項目、

リハビリ進捗状況を比較した。

【結果】腎機能低下群 77 名 (56％ )、正常群 61 名 (44％ ) であった。腎機能低下群においては , 在

院日数の延長 16(13-23)vs12(10-15)、p<0.01、術後歩行自立日の延長 5(3-9)vs4(3-5.5)、p<0.01、年

齢の高値 (78.2 ± 8.8vs70.9 ± 11.3、p<0.01) を有意に認めた。相関分析では術前腎機能と在院日

数間に負の相関 (r=-0.41、p<0.01)、術前腎機能と術後歩行自立日間に負の相関 (r=-0.21、p<0.05)

がみられた。

【考察】腎機能低下群では術後運動時に息上がりが生じやすく、ステップアップ基準をクリアで

きなことからリハビリテーションが遅延し、在院日数の延長に繋がったと考える。

当院における心臓血管外科術後患者の術前腎機能とリハビリテーショ
ン遅延因子の関連の検討
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第 8回日本心臓リハビリテーション学会九州支部地方会

○	荒木	直哉、日高	秀昭、堀部	達也、沼口	亮介、高木	淳、西川	幸作、
　	吉永	隆、福井	寿啓
熊本大学病院心臓血管外科

【目的】単独冠動脈バイパス術後 1週時点での 6分間歩行距離に影響を及ぼす因子を明らかにす

ること。

【方法】2019 年 4 月から 2022 年 5 月までに当科にて待機的に単独冠動脈バイパス術を施行した

65 歳以上の症例のうち、除外基準（術前歩行非自立例や維持透析例など）に抵触しない 66 例（72

歳，女性 15 例）を対象とした。術後 1週時点での 6分間歩行距離を測定し中央値を算出した。

中央値未満であった症例を低値群、それ以外を高値群と定義した。さらに低値群を目的変数と

した多変量解析を行い、術後 1週時点での 6分間歩行距離に影響を及ぼす因子を調査した。

【結果】術後 1週時点での 6分間歩行距離は中央値 347.5m であった。低値群は 33 例（50%）で

あり、術後 1週時点での 6分間歩行距離に影響を及ぼす因子は女性（オッズ比 7.935,	95% 信頼

区間 1.723-36.549,	P 値 0.008）、Albumin（オッズ比 0.069,	95% 信頼区間 0.010-0.475,	P 値 0.007）

が該当した。

【考察】単独冠動脈バイパス術後 1週時点での 6分間歩行距離が中央値未満である症例は女性が

多く術前Albumin 値が低い傾向にあった。

単独冠動脈バイパス術後1週時点での6分間歩行距離に影響を及ぼす
術前因子の検討
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徳田	里香
熊本大学病院

【目的】

	今回 , 心拍動下冠動脈バイパス術（OPCAB）と経カテーテル大動脈弁置換術（TAVI）を同時

に施行した超高齢患者を担当する機会を得たのでここに報告する .

【方法】

	90代女性 .術前ADLは自立 .入院6ヶ月前より労作時息切れを認め ,身体活動は低下傾向であっ

た . 術前精査にて冠動脈三枝病変 , 重症大動脈弁狭窄症を認めた . 術中の心停止 , 人工心肺の使

用が高リスクであることに加え ,	PCI 不適応となる冠動脈病変を認めたためOPCAB,TAVI の同

時施行の方針となった.手術に関して,手術時間は4時間53分,挿管時間は20時間であった.TAVI

は経大動脈アプローチで行われた . 術前評価で 6分間歩行距離は 315m,SPPB は 11 点 , 歩行速度

は 0.94 ｍ /sec であった . 離床に伴う有害事象は認めなかった .

【結果】

	術後翌日より端座位 ,2 日目に歩行開始 ,5 日目に 100m歩行達成 ,7 日目に車椅子介助にてリハ

室来室となる.最終時,	6分間歩行距離は340m	,SPPBは12点,歩行速度は0.83m/sec	であった.術

後 19 日目にリハ転院となった .

【考察】

	超高齢患者に対してOPCABと TAVI の同時手術を施行した症例を経験した . 開胸術後の離床

成績と比較しても , 安全に早期離床 , 歩行獲得が可能であった .

OPCAB および TAVI を同時施行した超高齢症例のリハビリテーショ
ンを経験して
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第 8回日本心臓リハビリテーション学会九州支部地方会

○	岩下	香奈美、下田	和正、中道	虹歩、原口	ひとみ、佐藤	久、大崎	準、
　	北川	佐由里
医療法人　光晴会病院

【目的】当院では腹部大動脈ステントグラフト治療（以下EVAR）胸部大動脈ステントグラフト

治療（以下TEVAR）の止血方法としてカットダウン法が行なわれていたが、パークローズ法（以

下経皮法）を導入した。経皮法とカットダウン法による患者の入院期間やADL・疼痛に違いが

あるか検討した。

【方法】2020 年 1 月～ 2022 年 3 月間に胸・腹部大動脈瘤で入院し、EVAR・TEVARを行なっ

た患者 52 名を対象に在院日数、ADL、鎮痛剤の使用回数を調査した。ADLはバーセルインデッ

クス（以下BI）を用いた。調査はカルテから情報を収集した。

【結果】経皮法 22 名、カットダウン法 30 名であり、２群間で年齢、性別に有意差はなかった。

以下数値は中央値を示す。在院日数は経皮法は 10.5 日、カットダウン法は 13.5 日であり、経皮

法が有意に短かった。ADLは手術前は 2群間で BI 値に差はなかったが、手術後は経皮法群が

カットダウン法群に比べ、BI が高い傾向があった。鎮痛剤の使用回数は、経皮法は 1.0 回、カッ

トダウン法は 1.5 回であり、2群間に有意差はなかった。

【考察】今回の研究では BI や鎮痛剤の使用回数に明確な違いはなかった。在院日数は短縮して

おり、経皮法は患者負担の軽減に繋がったと考える。

大動脈瘤に対する経皮法とカットダウン法での患者負担の比較
〜術後翌日からの在院日数の短縮〜
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○	間	しおり 1）、黒木	百合子 1）、木原	恵美 1）、菊池	哲 2）、梶川	美里 2）、
　	森田	久美 3）、小山	聖名子 3）、西坂	麻里 4）

１）医療法人八木厚生会　八木病院　看護部
２）医療法人八木厚生会　八木病院　リハビリテーション科
３）医療法人八木厚生会　八木病院　栄養科
４）医療法人八木厚生会　八木病院　循環器内科

目的
心不全急性期治療成績の改善や、在院日数短縮化を背景に心不全在宅療養患者は増加し、その

療養環境は多様化している。

外来心臓リハビリ（CR）を通じて、多数の医学的問題に加え認知機能も低下した高齢患者が、

希望する自宅療養生活を継続できるよう、自己管理能力向上支援を目した看護介入を報告する。

方法
初発心不全、ペースメーカー植え込み後の 80 歳代独居女性と支援家族に対して、反復して説明

を行い、外来CR導入。毎回目印を立て記載促した心不全手帳を自己管理指標とした。

結果
通院は継続するも記載項目の多さに重圧を感じ手帳記載は中断。結果、服薬 •栄養管理まで甘

くなった。項目を最小限とした「◯◯さん手帳」を作成し記載継続を励行。

訪問看護も導入して心的不安軽減に努めた。

表情も柔和になり、半年以上CR通院と自宅療養を継続できている。

考察
CRを通じた集団での他者との意思疎通は不安軽減 •意欲向上効果を期待できる。反面、認知機

能の低下した患者では、単純に見える自己記録も重圧となって、疾病管理意欲をも低下させ得る。

継続意欲の維持には、心的負担の傾聴と適切な管理目標への調整など、柔軟な支援対策が大切

であると再認識した。

高齢心不全患者の自己管理継続支援に向けての外来看護師の役割

PP2-1
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第 8回日本心臓リハビリテーション学会九州支部地方会

○	前田	拳章、大谷	美由紀、野添	真由、日高	彩乃、池田	篤志、中原	喜美子、
　	平山	薫、渡邊	玲子
独立行政法人　地域医療機能推進機構

[ 目的 ]

肥満患者は漫性的代謝異常状態であり各種臓器障害や合併症を有するため、術中術後の高リス

ク因子と言われている。

今回胸部大動脈瘤と虚血性心疾患に対する手術を控えた高度肥満患者の減量に成功した事例を

報告する。

[ 方法 ]

症例は手術予定の 70 代女性。高血圧と脂質異常症があり喫煙歴もあった。手術リスク低減のた

め 20㎏の減量目的で入院となった。

看護師にて疾病教育と生活指導を実施した。毎日の体重をグラフ化し定期的な腹囲測定と全身

像の写真で、変化の「みえる化」を図った。運動療法は PT・OTにより時計一体型心拍計を使

用した心拍数と血圧に留意して指導を行った。また管理栄養から糖質制限に考慮した食事療法

を行った。定期的な面談と「ごほうび食」を提供することで本人の意思を尊重しながらストレ

ス軽減を図った。

[ 結果 ]

約 4 カ月の入院で体重 89.7㎏→ 70.4㎏（BMI38.3 → 30）約 20㎏の減量に成功した。CPXにて

PeakVo2（ml/min/㎏）12.9 → 15.7	AT（ml/min/㎏）9.1 → 15 と心肺機能の改善と運動耐用能

も改善し手術を受けることができた。

[ 考察 ]

多職種が連携することでアドヒアランスが向上し患者の行動変容に繋がった結果、手術リスク

を低減することができたと考えられる。

待機手術前の減量に成功した症例〜多職種連携での関わり〜
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○	瓜生	茂喜 1）、山口	貴大 1）、大谷	美由紀 3）、本吉	佳世 4）、竹山	恵理夏 5）、
　	日高	智美 6）、渡邊	玲子 2）

１）JCHO宮崎江南病院　リハビリテーション部
２）JCHO宮崎江南病院　循環器内科
３）JCHO宮崎江南病院　看護部
４）JCHO宮崎江南病院　管理栄養部
５）JCHO宮崎江南病院　薬剤部
６）JCHO宮崎江南病院　地域医療連携室・医療福祉相談室

【背景】今回、認知機能低下により指導内容の想起困難な急性大動脈解離術後の症例を担当した。

パンフレットによる生活指導を実施したことで指導内容の想起が容易となり、安全に園芸活動

が可能となったため報告する。

【臨床経過】ADL自立の 80 歳代女性。X日 StanfordA 型急性大動脈解離発症、同日弓部置換術

施行。X+40日心リハ目的にて当院転院。介入時、10m歩行108秒、片脚立位不可、HDS-R14/30点、

棟内車椅子介助レベル。有酸素運動、下肢筋力訓練、ADL 訓練（家事・園芸活動）を実施。

X+83日、10m歩行 21.8 秒、杖歩行 120m見守り、棟内歩行器歩行自立。心肺運動負荷試験実施し、

AT:10.3ml/min/kg、AT時 HR:59/m、3METs での生活指導実施。コロナ渦による自宅での動

作確認困難に加え、認知機能低下により指導内容の想起困難であったため、パンフレットによ

る生活指導実施。X+89 日家事動作獲得のため、訪問看護導入し自宅退院。X+6 ヶ月杖歩行で

の園芸活動再開。

【考察】パンフレットを用いた指導により、認知機能が低下した症例においても指導内容の想起

が明確に可能となった。指導内容を家族と共有することで、安全に家事や園芸活動が継続でき、

QOLの向上に繋がったと考える。

パンフレットを用いた生活指導により、趣味の園芸活動が再開可能と
なった急性大動脈解離術後の１例

PP2-3



ー 68ー ー 69ー

第 8回日本心臓リハビリテーション学会九州支部地方会

○	平田	ふみ代 1）、杉本	恭兵 1）、中村	匡雄 1）、武野	正義 2）、布廣	龍也 2）

１）長崎みなとメディカルセンター　リハビリテーション部
２）長崎みなとメディカルセンター　心臓血管内科

【症例】30 歳代男性 ,	X-4 年高血圧性心疾患による心不全にて初回入院 , 退院後外来リハビリを 4	

ヶ月目 , 通院はX-2 年に自己中断した . 今回 X年に同診断名にて再入院となる .

【経過】X-2 年の EF60％からX年には 20％まで低下していた . 加療にて心不全症状は改善した .	

再入院に際して患者本人の行動変容ステージは無関心期から関心期へ , 入院中に準備期まで移行

していた . 退院後は月 2回 5ヶ月間の外来心臓リハビリを通して実行期を維持できるよう指導を

行った . 外来リハビリでは明確な体重目標と変化をグラフ化したり , 運動中の同一負荷量におけ

る心拍応答軽減を心電図モニターによる視覚的フィードバックを行ったりすることで効果を実

感してもらい , 自己効力感を高め , 継続することへのモチベーションを維持していった .

【結果】退院日の EF45％ , 体重 71.9kg(X-4 年 65.6kg),	peakVO2：14.8ml/min/kg,	AT：9.1ml/

min/kg,	2.53METs であった . 外来リハビリ開始 3 ヶ月後 EF63％ ,	5 ヶ月後体重は 66.7kg	 ,	

peakVO2：	24	ml/min/kg,	AT：19.8	ml/min/kg,	5.66METs と改善を認めた .

【考察】再入院に際して生じた行動変容を逃すことなく , 外来リハビリで指導を継続できたこと

が心機能及び運動耐容能改善に寄与したと考えられる .

ドロップアウト歴のある若年心不全患者への行動変容アプローチが心
機能及び運動耐容能を改善した一症例
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PP2-5

○	梅原	英太郎、田中	正哉
医療法人　医和基会　戸畑総合病院

生活習慣病のある患者に冠動脈CTが施行されることがある。日頃より運動習慣のある患者が、

運動を継続して良いか専門的見解を求められることがある。

【症例】77歳男性、日頃よりマラソンを運動習慣とし、フルマラソンも参加している。高尿酸血症、

脂質異常症にて内科通院中。胸部 CTにて冠動脈石灰化を認め、冠動脈 CT施行され LAD#6

に石灰化で判定困難、#7 に中等度狭窄を認めたため当科へ紹介となった。安静時心電図、心臓

超音波検査では異常所見なし。自覚症状なし。虚血評価のためリカンベルト運動負荷エコーを

行い最大 150W負荷での虚血性壁運動異常が出現せず、CPX（最大 181W負荷、HR	155bpm、

BP208mmHg、DP	32240、Peak	VO2	31.0ml/min/kg、PeakVO2	141%）にて心電図及び心肺機

能評価を行った。結果、有酸素域での運動処方 (4.99 メッツ、心拍数 107bpm、血圧 195mmHg)

と 7 メッツ運動負荷での対応能評価を行い運動内容を指導した。今回の指導内容が妥当か、心

筋虚血カスケードや学術的考察を踏まえ報告する。

マラソン週間のある冠動脈中等度狭窄の症例に対して、運動負荷エ
コーと CPX を組み合わせて指導した症例
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第 8回日本心臓リハビリテーション学会九州支部地方会

○	窪薗	琢郎 1）、川添	晋 1）、小島	聡子 1）、川畑	孟子 1）、赤崎	雄一 1）、
　	桑波田	聡 2）、竹中	俊宏 2）、池田	義之 1）、宮田	昌明 3）、大石	充 1）

１）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
２）垂水中央病院
３）鹿児島大学医学部保健学科

目的：家庭血圧に対する測定時の室温の影響を検討すること

方法：2019 年に地域コホート研究	( 垂水研究 )	に参加し、家庭血圧測定に同意した参加者のう	

ち、家庭血圧を毎月 8 回以上測定した 195 名を対象とした。家庭血圧と測定時室温は HEM-

9700T（オムロンヘルスケア）により測定した。垂水研究参加月と 3ヵ月後の家庭血圧と測定

時室温との関係を検討した。

結果：垂水研究に、6月 15 名、7 月 67 名、8 月 55 名、9 月 55 名、10 月 3 名参加していた。平

均血圧は垂水研究参加月と比較して 3ヶ月後に有意に上昇した（垂水研究参加月	125.3	± 12.3	

mmHg	vs.	3 ヶ月後	129.7 ± 12.8	mmHg,	P<0.0001）。単変量回帰分析では，収縮期血圧の変化

は測定時室温の変化と有意に関連していた（R=0.327，P<0.0001）。年齢、性別、垂水研究参加

月の収縮期血圧、測定時室温の変化を共変量とした収縮期血圧の変化の多変量解析では、測定

時室温の変化が収縮期血圧の変化と独立して関連していた（P<0.0001）。

考察：測定時室温の変化は，家庭血圧の変化と独立して関連していた。家庭血圧の変化を評価

する場合、測定時室温の違いを考慮する必要がある。

測定時の室温と中期的な家庭血圧の変化の関連
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○	藤崎	修兵 1）、新地	達哉 1）、花田	尊 1）、日高	達哉 1）、瀬之口	晴香 1）、
　	野川	紫乃 1）、柴田	剛徳 2）

１）宮崎市郡医師会病院　リハビリテーション室
２）宮崎市郡医師会病院　心臓病センター　循環器内科

【目的】

	当院は 2次医療圏を超えて県内各地より広く循環器疾患患者を受け入れている。近年心不全パ

ンデミックと言われて久しいが、当院での特徴と課題を報告する。

【方法】

	前向き観察研究（倫理委員会2020-45 承認）である。2021 年4 月から2022 年3 月までに心不
全入院し、理学療法を行った65 歳以上の症例が対象である。除外基準は、入院中に開心術、
TAVI、MitraCrip の治療となった症例、入院前より障害高齢者の日常生活自立度ランクC の症
例とした。

【結果】

	平均年齢 83 歳、女性 55％、フレイル併存率（KCL≧ 8点）は 67％、HAD発生率は 36％であった。

HADかつ退院時 BI ≦ 85 点で、回復期病棟に転院となったのは 1.8％、自宅退院となったのは

84％であった。回復期病棟転院の対象になるにもかかわらず退院が多い現状が明らかとなった。

【考察】

	フレイルは予後に影響する重大な要因であり、身体機能の改善を目的とした理学療法は極めて

重要である。入院期間が短縮化される中、当院においても他の研究同様に十分な身体機能が回

復しないまま退院する患者は多く、回復期病院や在宅との連携が重要であると考える。

当院高齢心不全患者における特徴と課題

PP3-2



ー 72ー ー 73ー

第 8回日本心臓リハビリテーション学会九州支部地方会

○	二見	真紀人 1）、末松	竜太 1）、上田	隆士 1）、杉原	英和 2）、長田	芳久 1）、
　	則松	賢次 1）、井上	寛子 1）、河野	靖 1）、森井	誠士 1）、西川	宏明 1）、
　	村岡	聡一 2）、三浦	伸一郎 1）

１）福岡大学西新病院　循環器内科
２）薬院内科循環器クリニック

【背景】在宅医療の普及に伴い末期心不全患者を在宅で看取るケースが増えてきている。しかし

看取られる患者と看取る患者家族との意向が異なり緩和の方針に悩むこともしばしば経験する。

【方法】今回の 2症例は末期心不全のため当院に入院となった。患者希望は在宅看取りであった

が、患者家族が精神的・身体的負担により在宅看取りに同意いただけず病院看取りとなってい

た。しかし患者希望を尊重し、かつ患者家族の負担が少ない期間に一時的に在宅医療に移行し、

双方の希望に沿う心不全緩和に取り組んだ。

【結果】1例は予定通り短期間の在宅療養を行うことができ最終的に病院で看取ることができた。

一方 1例は在宅医療に移行したものの、心不全増悪のため緊急入院となり在宅療養を完遂する

ことができなかった。いずれも患者と患者家族は一時的に在宅療養を行なったことに満足され

心不全緩和を協働することができたが、在宅療養に移行する時期については課題が残った。

【考察】一時的な在宅医療は意向が異なる患者と患者家族の双方の思いを尊重することができ、

心不全緩和の一つの選択肢になるのではと考える。

心不全緩和として一時的な在宅療養に取り組んだ 2 症例
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○	仲村	隆弘 1）、鶴川	俊洋 2）、久保園	洸 1）、俵積田	美里 1）、城戸内	風人 1）、
　	山本	健太 1）、星野	一成 1）

１）医療法人青仁会　介護老人保健施設ナーシングホームひだまり
２）鹿児島市立病院　リハビリテーション部

【目的】これまで内部障害を主疾患とする利用者を訪問リハビリテーション ( 以下訪リハ ) 終了

へ導くことに難渋してきた．今回，心臓血管術後に廃用症候群を呈したが，訪リハにより想定

外にADL改善し，訪リハ終了まで導けた症例について報告する．

【方法】50 代男性，慢性腎不全 ( 透析 )．重度大動脈弁狭窄症と狭心症に対し，大動脈弁置換術

と冠動脈バイパス術がO病院で施行，I 病院転院後に術後の腰痛が化膿性脊椎炎と診断され，

発熱・高Ca 血症・血圧不安定などから昏睡状態となった．６ヶ月後，車椅子移動でのADLで

自宅退院，訪リハが開始された．

【結果】環境調整，家族への介護指導と併せ，筋力訓練・歩行訓練などをKarvonen 法と Borg	

Scale を用いた運動負荷基準に沿って実施し，運動耐容能の向上に努めた．開始時 /12 ヶ月終

了時の評価では，BI55 点 /100 点，FAI0 点 /8 点，SPPB2 点 /12 点，TUG 測定困難 /9.1 秒，

6MWD測定困難 /248m と改善した。EFは 30% から 66%へ回復した．自己の運転で透析通院

が可能となった．

【考察】訪リハでは従来はADL改善しても，その終了に難渋する．12 ヶ月は要したが，丁寧な

運動負荷設定によって運動耐容能とADLが改善し，終了に導けた数少ない症例を経験した．

心臓血管術後に化膿性脊椎炎を合併し，訪問リハビリテーションにて
想定外に ADL 改善を認めた一症例
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○	舟越	友輝 1）、佐藤	有里 1）、井関	裕道 1）、角銅	しおり 2）

１）千鳥橋病院　リハビリテーション科
２）千鳥橋病院　呼吸器内科

【目的】

	デイサービスの誕生日会参加を強く希望し、短期間での介入を強いられ再入院となり退院後の

ADLの維持に難渋した経験を報告する。

【方法】

	70 歳代男性。約 20 年前より喘息・COPD と診断され HOT安静時 2L/min、動作時 3 ～ 4L/

min 使用中。50 歳代より左大腿骨頭壊死で車椅子生活を強いられ、肺疾患及び低酸素血症に

よる肺高血圧症の進行に伴い著明な呼吸困難感からADL 制限を認めた。初回介入時、胸部

X線にて左第 2弓突出及び右房負荷・右室拡大所見、CTR＝ 59.8％、心エコーにてTRPG ≒

89mmHg、PAPs ≒ 92mmHg、PVR ≒ 5.17WU、高度 TR、安静時呼吸数 28 回、移乗動作後

SpO2：73％（3.L/min）、修正 Borg	scale5 と呼吸困難感を強く認め、パニックコントロール・

コンディショニングを併用し、セラピストを中心に動作時呼吸困難感軽減への包括的な関わり

を強化しADLの維持へ介入した。

【結果】

	TRPG ≒ 62mmHg、PAPs ≒ 69mmHg、移乗動作後呼吸数 20 回台後半、呼吸困難感軽減（修

正Borg	scale4）し、退院後約 6ヶ月後の現在も再入院は認めていない。

	【考察】

	入院時に心臓及び呼吸リハビリに加え、退院後の生活活動・余暇活動面に対し包括的に関わる

ことでADLの維持へ繫がる可能性が示唆された。

肺炎に伴う ACO 増悪にて入退院を繰り返す肺高血圧症患者（NYHA/
WHO 機能分類　Ⅳ度）の ADL の維持に難渋した経験
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○	毛利	紀之、末松	保憲、矢野	祐依子、森田	絵衣、城崎	美紀、藤田	政臣、
　	松田	拓朗、松尾	早希、田澤	理恵、藤見	幹太、三浦	伸一郎
福岡大学病院

【目的】COVID-19感染拡大による活動自粛は身体機能に影響を及ぼす。福岡大学病院も3か月間、

外来心臓リハビリテーション（C	R）中断を余儀なくされた。本研究はCR中断における体組成、

身体機能および食事摂取への影響について調査した。

【方法】CR中断後に来院し、同意を得た心血管疾患患者 78 名を対象とした。CR中断後と再開

3か月後に体組成、身体機能、および食物頻度質問票（FFQ）を調査した。CR中断前の検査に

ついても後ろ向きに調査し、その経時的変化を評価した。

【結果】患者背景は平均年齢 74.1 歳、男性 62.7	%、BMI	24.9	kg/m2 であった。食事内容は特に

有意な変化を認めなかった。片脚立位試験は CR中断前 29.7 秒から CR中断後 15.4 秒と短縮

していたが（p	<0.001）、再開 3か月後には 21.2 秒と延長を認めた（p	=	0.007）。体組成では四

肢筋肉量がCR中断後は減少しており、再開 3か月後でも改善せずさらに減少した。

【考察】CR再開 3か月では患者のバランス能力は改善されるが、四肢筋肉量回復には自宅での

活動と、より多くの時間がかかる可能性がある。

PP4-1

COVID-19 パンデミックによる外来患者の心臓リハビリテーション
中止の影響

一般演題（ポスター４）：外来心リハ・チーム運営
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友添	漢介
宮崎市郡医師会病院

【目的】心不全の初回診断後、至適薬物療法と多職種による包括的心臓リハビリテーションを導

入し、退院後も継続的に外来リハビリテーションを行うことで、著明な自覚症状・心機能・運

動耐容能の改善を得た症例を報告する。

【方法】症例は 54 歳男性。労作時の息切れを契機に、拡張型心筋症による慢性心不全（左室駆

出率の低下した心不全；HFrEF）と診断された。ガイドラインに基づいてHFrEF に対する基

本治療薬を導入し、多職種による疾病管理プログラムを開始した。退院前の血行動態評価では

Forrester 分類Ⅳ群であり、退院後も 1ヶ月毎に多職種チームでの情報共有を行いながら、外来

リハビリテーションや心不全手帳を用いた治療・指導・支援を継続した。

【結果】退院後 8ヶ月が経過し、経時的な左室駆出率・NT-proBNP・運動耐容能の改善を認め、

自覚症状の再燃や心不全再入院なく経過した。

【考察】本邦では退院後の外来心臓リハビリテーションの普及の遅れが指摘されている。本症例

では入院中・退院後のシームレスなリハビリ継続を行うことで良好な心不全管理が行えており、

文献的考察を踏まえて症例を報告する。

拡張型心筋症に対して至適薬物療法と多職種による外来心臓リハビリ
テーションが有効であった一例
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○	竹山	恵理夏 1）、日高	智美 6）、本吉	佳世 4）、大谷	美由紀 3）、山口	貴大 5）、
　	渡邊	玲子 2）

１）JCHO宮崎江南病院　薬剤部
２）JCHO宮崎江南病院　循環器内科
３）JCHO宮崎江南病院　看護部
４）JCHO宮崎江南病院　管理栄養部
５）JCHO宮崎江南病院　リハビリテーション部
６）JCHO宮崎江南病院　地域医療連携室・医療福祉相談室

【初めに】心不全パンデミックの今日、多職種チームによる包括的介入が不可欠となっている。

そこでチーム内での問題共有と検討、職種間での連携を促進するための活動に着手したため、

その現状と課題を報告する。

【活動内容】当院での心リハ回診・カンファレンスは医師・理学療法士・作業療法士・看護師・

管理栄養士・薬剤師・ソーシャルワーカーの 7職種が関わり意見交換を行っている。当チーム

は有志の集合体であり医師に依存傾向であったため、2022 年 4 月より専任理学療法士、心不全

療養指導士が中心となり月に数回のミーティングを実施し、現在の問題点や活動内容について

洗い出しを行った。8月より病院認定の「心不全・心臓リハビリテーションプロジェクトチーム」

を発足させ、業務改善、教育、心不全連携パス、学会・研修会の情報提供等を行う活動を開始した。

【まとめ】「多職種連携」を実践することには、スタッフ各々のインセンティブが向かうような

動機付けや組織のバックアップや環境を形づくることが喫緊の課題であった。今後も、スタッ

フ全員が対等な立場で自由に「対話」を重ね、よりよい支援が可能となるチームへと成熟して

いきたい。

当院における心臓リハビリテーションチームの現状と課題
〜進化し続けるには〜
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○	上田	隆士、二見	真紀人、末松	竜太、長田	芳久、則松	賢次、井上	寛子、
　	河野	靖、森井	誠士、西川	宏明、三浦	伸一郎
福岡大学西新病院

【背景】心臓リハビリテーション ( 心リハ ) による心予後の改善が報告され外来で心リハを実施

する施設は増加している。しかし外来心リハの継続率は低く、今回当院における外来心リハの

課題について検討した。

【方法】当院で外来心リハを立ち上げた 2020 年 11 月 1 日以降から 2022 年 1 月 31 日までに外来

心リハに通院された 40 症例を対象に、5ヶ月 (150 日 ) 以内に中断した群と継続した群について

分け、後方視的に調査した。

【結果】中断群は 17 例、継続群は 23 例であり、5ヶ月以上の継続率は 58%であった。また最も

多い病名は心不全であった。平均年齢は 79 歳、性別、BNP、左室収縮能は両群に差はなかった。

中断群の平均継続期間は 63 日であり、中断理由は病状の悪化が最も多く (41%)、次で施設入所

など他院への転院であった (24%)。

【考察】外来心リハの 1ヶ月以上の継続率は 52%との報告があり、当院では 5ヶ月以降の継続

率は 58%であり比較的高かった。主な中断理由である病状の悪化を予防するために外来で多職

種協働による疾病管理、再発予防が課題と考える。

当院における外来心臓リハビリの継続率と課題
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○	土肥	真之助 1）、二見	真紀人 2）、入江	真依子 1）、村岡	聡一 3）、三浦	伸一郎 2,4）

１）福岡大学西新病院　看護部
２）福岡大学西新病院　循環器内科
３）薬院内科循環器クリニック
４）福岡大学医学部　心臓・血管内科学

【背景】心不全患者に対して多職種での患者教育は重要であるが、病識の欠如や患者の受け入れ

が悪く患者教育を拒否されるケースも多い。今回個別性のある患者教育と在宅医療との病診連

携によって強心薬から離脱できた重症心不全の症例を経験した。

【方法】症例は 70 代、男性。急性心不全のため前医に入院となり強心薬依存となった。在宅看

取りを希望され在宅医療へ移行されたが呼吸苦が強く当院に入院となった。

【結果】病識に乏しく多職種介入に否定的であり、また緩和医療を進めたが点滴離脱を希望され

意思決定支援に苦慮した。下腿浮腫と体重測定のみのセルフモニタリング、薬効に重点を置い

た薬剤指導、塩分制限を緩和した食事指導による個別性のある患者教育を行うことで病状理解

を促し、また在宅医療と連携して意思決定支援を行うことで、心不全は改善し自宅退院となった。

【考察】初回心不全の症例では病状の受け入れが難しく意思決定支援に難渋することがある。多

職種による個別性のある患者教育と在宅医療との病診連携で長期間の意思決定支援と心不全加

療を継続でき良好な経過を辿った重症心不全症例を経験したため報告する。

多職種介入と在宅医療との病診連携で意思決定支援を継続した重症心
不全の 1 例
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第 8回日本心臓リハビリテーション学会九州支部地方会

○	新地	達哉 1）、小岩屋	宏 2,3）、柴田	剛徳 2）

１）宮崎市郡医師会病院　リハビリテーション室
２）宮崎市郡医師会病院　心臓病センター　循環器内科
３）こいわや循環器内科クリニック

【症例】28 歳女性。拡張型心筋症で入退院を繰り返し、2017 年 2 月両室ペーシング機能付植込

み型除細動器 (CRT-D) 植込み術、2019 年 7 月植込み型 LVAD植込み術施行。心移植を申請し、

待機中。2019年3月帰郷、当院で外来心リハを継続し、植込み実施施設で月1回の外来フォロー中。

【経過】介入にあたり、実施施設主治医より当院の関連職種に対し LVADや心移植に関する講

義と症例紹介を受けた。さらに当院の外来主治医により介入に関するマニュアルが作成され共

有した。心リハは、ストレッチやレジスタンストレーニング、心肺運動負荷試験 (CPX) 結果に

基づいた運動処方に準じて自転車エルゴメーターを実施した。安全管理として、低心拍出症状

やドライブライン皮膚貫通部からの出血に注意した。現在、心不全増悪はなく運動耐容能維持

(4METs 台 )、精神面の安定化が図れている。また、当院での診察と訪問看護介入により LVAD

植込み関連トラブルなく経過している。

【考察】地方基幹病院での LVAD植込み患者の心リハ実施は、植込み実施施設との連携と情報

共有、多職種介入が重要であると感じた。今後も運動耐容能改善と就労支援等も含めたQOLの

改善を目的とした心リハの継続が必要であると考える。

地方基幹病院における植込み型補助人工心臓植込み術後患者に対する
心臓リハビリテーションの経験
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○	小岩屋	宏、友添	漢介、柴田	剛徳
宮崎市郡医師会病院

【症例】77 歳、男性

【主訴】胸部違和感・呼吸困難

【現病歴】X-8 日に初回のmRNA	COVID-19 ワクチン (BNT162b2) の接種を受け、その後、発熱、

食欲不振、全身倦怠感を自覚していた。X日午前 1時に胸部違和感と呼吸困難感を自覚し、当

院へ救急搬送。搬入時はショックバイタルで、wide	QRS の心房細動を認めた。心エコー図検

査で左室収縮能の著名な低下とびまん性の壁肥厚を認めた。緊急カテーテル検査を施行し、冠

動脈造影で有意な器質的病変は認めず、心筋生検では心筋へのリンパ球浸潤を認めた。心原性

ショック合併の劇症型心筋炎に対して、PCPS ＋ IABP での循環補助を行い、集学的治療を継

続した。第 15 病日、全ての補助循環装置を離脱し、入院中は早期より心臓リハビリテーション

を介入させ、順調に拡大し、第 56 病日に独歩で自宅退院した。退院後は、当院外来での定期

フォロー及び外来での包括的心臓リハビリテーションを継続した。外来心臓リハビリ 5か月後

のCPXは、退院時のCPXと比較し、著明に改善していた。

	今回、新型コロナワクチン接種後に劇症型心筋炎を発症し、包括的心臓リハビリが功を奏し、

社会復帰し得た高齢男性の一例を経験したので、文献的考察も踏まえて報告する。

新新型コロナワクチン接種後の劇症型心筋炎に対し、心臓リハビリが
功を奏し社会復帰し得た高齢男性の一例
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第 8回日本心臓リハビリテーション学会九州支部地方会

渡辺	花菜子
宮崎生協病院

【目的】

高齢心不全患者が住み慣れた地域で生活していく為に、外来心臓リハビリセラピストによる在

宅支援の可能性を考える。

【方法】

頻拍発作を機に初発心不全を呈し活動性が低下した高齢女性に対し、入院時より自宅退院を目

標に包括的介入を図り、その後外来心臓リハビリを経て介護サービス等の社会資源活用による

在宅調整を行った事例を振り返る。

【結果】

心不全手帳を活用しセルフモニタリングは獲得。入院時より介護サービスに対し消極的であっ

たが、外来心臓リハビリや家族の支援により、前向きな気持ちの変化や運動意欲の向上が見られ、

定期的な通院継続と介護予防通所リハビリへの移行を果たした。この症例を通して、高齢心不

全患者の在宅療養における地域連携の重要性を実感した。

【考察】

近年心不全パンデミックにより心不全発症・増悪・再入院の予防が重要視されている。外来心

臓リハビリは年齢関係なく集団での実施となるも、より個々に応じた療養指導が求められる。

残存機能を最大限に活かした在宅療養生活を実現する為に、外来心臓リハビリを担うセラピス

トがイニシアティブを図り医療と介護の架け橋となる事で、より豊かな地域連携の構築を目指

したい。

外来心臓リハビリから社会資源の活用へ。宮崎で高齢心不全患者を支
える地域連携を目指して。
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To  s e r ve 
p a t i e n t s
患者さんのために、今できるすべてを

アムジェンは1980年、バイオテクノロジーの黎明期に

米国カリフォルニア州ロサンゼルス近郊にて産声を上げました。

バイオテクノロジーを患者さんのために役立てることを決意し、

以来、探求を重ねてきました。

40年を経た現在、アムジェンは世界最大規模の

独立バイオテクノロジー企業へと成長しました。

日本では、循環器疾患、がん、骨疾患、炎症・免疫性疾患、

神経疾患の領域に重点を置き、

アンメット・メディカルニーズに応える製品開発を進めています。

アムジェン株式会社の
詳細につきましては
こちらをご覧ください
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