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第1日目 7月15日（土）15:00～15:50 第1会場（長良川国際会議場 1階 メインホール）

会長講演

心臓を守るために

座長：藤原 久義（兵庫県立尼崎総合医療センター）
演者：湊口 信也（岐阜大学大学院医学系研究科 循環病態学・呼吸病態学）

第1日目 7月15日（土）10:40～11:30 第1会場（長良川国際会議場 1階 メインホール）

特別講演 1

Suppressors of Human Cardiac Muscle Cell Death：Human Stem Cell�De-
rived Cardiomyocytes as the Platform for Target Validation and Experi-
mental Therapeutics

座長：湊口 信也（岐阜大学大学院医学系研究科 循環病態学・呼吸病態学）
演者：Michael D. Schneider（British Heart Foundation Centre for Research Excellence, Impe-

rial College London, UK）

第1日目 7月15日（土）11:40～12:40 第1会場（長良川国際会議場 1階 メインホール）

特別講演 2

心臓病・動脈硬化との戦い―その最前線―

座長：後藤 葉一（公立八鹿病院）
演者：伊東 春樹（公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院）
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第1日目 7月15日（土）11:40～12:40 第2会場（長良川国際会議場 4階 大会議室）

教育講演 1

実例から学ぶ臨床研究の進め方・学会発表の基本

座長：福間 長知（高崎健康福祉大学 薬学部）
演者：三浦伸一郎（福岡大学医学部 心臓・血管内科学）

第1日目 7月15日（土）11:40～12:40 第4会場（岐阜都ホテル 2階 ボールルームA）

教育講演 2

虚血性心臓病の病態の考え方と検査の進め方

座長：下川 宏明（東北大学大学院医学系研究科 循環器内科学分野）
演者：○松本 泰治、下川 宏明（東北大学大学院医学系研究科 循環器内科学分野）

第1日目 7月15日（土）11:40～12:40 第5会場（岐阜都ホテル 2階 ボールルームB）

教育講演 3

心臓リハビリテーションに役立つ心不全の指標について

座長：野田 俊之（岐阜県総合医療センター 循環器内科）
演者：川崎 雅規（岐阜大学医学部附属病院）

第1日目 7月15日（土）11:40～12:40 第6会場（岐阜都ホテル 2階 ボールルームC）

教育講演 4

IoT 心臓リハビリテーションの現状と今後

座長：南野 徹（新潟大学大学院医歯学総合研究科 循環器内科学）
演者：木村 穣（関西医科大学 健康科学センター）
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第1日目 7月15日（土）16:00～17:30 第2会場（長良川国際会議場 4階 大会議室）

教育デモンストレーション

Let’s dance!!～集団運動療法としてのダンスエクササイズ～

座長：百村 伸一（自治医科大学附属さいたま医療センター 循環器科）
丸山 泰幸（医療法人社団幸正会岩槻南病院）

維持期心疾患患者におけるダンスエクササイズを介入した集団運動療法の運動
強度についての検討
○田嶋 明彦
国際医療福祉大学 成田保健医療学部

Dance Exercise Rehabilitation の実演指導
○丸山 正温
一般社団法人ダレデモダンス



第23回日本心臓リハビリテーション学会学術集会

循
環
器
基
礎
講
座

36

第1日目 7月15日（土）9:00～9:30 第2会場（長良川国際会議場 4階 大会議室）

循環器基礎講座 1

症例から学ぶ、心臓リハビリ中の心電図変化と不整脈

座長：久保田知希（岐阜大学大学院医学系研究科 循環病態学・呼吸病態学）
演者：高杉 信寛（岐阜大学医学部附属病院 医師育成推進センター）

第1日目 7月15日（土）9:30～10:00 第2会場（長良川国際会議場 4階 大会議室）

循環器基礎講座 2

頻脈性不整脈の機序とカテーテルアブレーションについて

座長：高杉 信寛（岐阜大学医学部附属病院 医師育成推進センター）
演者：久保田知希（岐阜大学医学部附属病院）

第1日目 7月15日（土）10:00～10:30 第2会場（長良川国際会議場 4階 大会議室）

循環器基礎講座 3

心不全の病態生理と心臓リハビリテーション

座長：百村 伸一（自治医科大学附属さいたま医療センター 循環器科）
演者：絹川真太郎（北海道大学大学院医学研究科 循環病態内科学）

第2日目 7月16日（日）15:20～15:50 第2会場（長良川国際会議場 4階 大会議室）

循環器基礎講座 4

心不全は不全心ではなく「身」不全であり「心」不全である

座長：坪井 英之（大垣市民病院 循環器内科）
演者：岸 拓弥（九州大学循環器病未来医療研究センター 循環器疾患リスク予測共同研究

部門）

第2日目 7月16日（日）15:50～16:20 第2会場（長良川国際会議場 4階 大会議室）

循環器基礎講座 5

動脈硬化の成因と心リハ治療

座長：宮田 昌明（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）
演者：木庭 新治（昭和大学医学部 内科学講座 循環器内科学部門）

第2日目 7月16日（日）16:20～16:50 第2会場（長良川国際会議場 4階 大会議室）

循環器基礎講座 6

拡張型心筋症の心臓リハビリテーション

座長：磯部 光章（公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院）
演者：網谷 英介（東京大学医学部附属病院 循環器内科）
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第2日目 7月16日（日）9:00～10:30 第1会場（長良川国際会議場 1階 メインホール）

教育セッション 1

心肺運動負荷試験講習会（基礎編） 心肺運動負荷試験のパラメータの説明と実践

演者：伊東 春樹（公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院）
大宮 一人（聖マリアンナ医科大学 循環器内科）
岡 岳文（一般財団法人津山慈風会津山中央病院 心臓血管センター）
前田 知子（公益財団法人日本心臓血圧研究振興会榊原記念クリニック 検査科）
田中 和代（公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 検査科）
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第2日目 7月16日（日）10:40～12:10 第1会場（長良川国際会議場 1階 メインホール）

教育セッション 2

心疾患に対するレジスタンストレーニング～初級編

演者：高橋 哲也（東京工科大学 医療保健学部）
安達 裕一（公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 理学療法科）
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第2日目 7月16日（日）15:20～16:50 第1会場（長良川国際会議場 1階 メインホール）

特別企画 1

循環器学のトピックスと心臓リハビリテーション―心リハ領域の学術研究課題―
（学術委員会企画）

座長：朔 啓二郎（福岡大学医学部 心臓・血管内科学）
福間 長知（高崎健康福祉大学 薬学部）

SP1-1 心房細動例の運動時心拍応答に関する新たな考え方
○加藤 祐子、藍原 和史、鈴木 信也、上嶋 徳久、仙波 宏章、嘉納 寛人、
松野 俊介、大塚 崇之、及川 裕二、永島 和幸、葉山 恵津子、矢嶋 純二、
山下 武志

公益財団法人心臓血管研究所付属病院

SP1-2 心臓リハビリテーションにおける臨床心理士の心理的介入の試み
○坂本 摩耶1、藤見 幹太1,2、北島 研1、松田 拓朗2、戒能 宏治2、藤田 政臣2、
手島 礼子2、堀田 朋恵4、志賀 悠平1、和田 秀一3、朔 啓二郎1、三浦 伸一郎1

1福岡大学病院 循環器内科、2福岡大学病院 リハビリテーション部、3福岡大学病院 心臓血管外科、4福
岡大学病院 栄養部

SP1-3 循環器疾患におけるレジストリー研究の展開と心リハ学会レジストリー登録中
間報告
○島田 和典1、代田 浩之1、福間 長知2、朔 啓二郎3、長山 雅俊4、横山 美帆1、
安達 仁5、及川 恵子6、上月 正博7、坂田 泰彦8、下川 宏明8、折口 秀樹9、
井澤 英夫10、池亀 俊美11、甲斐 久史12、古川 裕13、西崎 真里14、
藤本 幹雄15、東條 美奈子16、湊口 信也17、百村 伸一18、後藤 葉一19

1順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科学、2日本医科大学、3福岡大学、4榊原記念病院、5群馬県立心臓
血管センター、6東海大学医学部付属八王子病院、7東北大学 機能医科学講座 内部障害学分野、8東北大
学 循環器内科、9地域医療機能推進機構九州病院、10藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院、11聖路加国際病
院、12久留米大学医療センター、13神戸市立医療センター中央市民病院、14岡山医療センター、15国保旭中央
病院、16北里大学東病院、17岐阜大学、18自治医科大学さいたま医療センター、19国立循環器病研究セン
ター、日本心臓リハビリテーション学会レジストリー施設認定制度委員会、日本心臓リハビリテーション
学会学術委員会、日本心臓リハビリテーション学会レジストリーデータ解析小委員会

SP1-4 心臓リハビリテーションの新たな指標としての血管機能検査
○高瀬 凡平
防衛医科大学校 集中治療部

SP1-5 心臓大動脈手術の進歩と心臓リハビリテーション
○下川 智樹
帝京大学附属病院 心臓血管外科
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第2日目 7月16日（日）9:00～10:30 第2会場（長良川国際会議場 4階 大会議室）

特別企画 2

重症心不全患者の退院支援“退院後を見据えた心臓リハビリの可能性を徹底討論する”
（U40心不全ネットワーク合同企画）

座長：大石 醒悟（兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科）
神谷健太郎（北里大学病院 医療衛生学部）

コメンテーター：西畑 庸介（聖路加国際病院 循環器内科）
石田 洋子（日本医科大学武蔵小杉病院 看護部）

SP2-1 事例提示
○相澤 直輝1、佐久間 博明2、呉屋 太造3

1琉球大学医学部附属病院 第3内科、2琉球大学医学部附属病院 看護部、3琉球大学医学部附属病院 リハ
ビリテーション部

SP2-2 理学療法の工夫
○岩津 弘太郎
国家公務員共済組合連合会枚方公済病院 リハビリテーション科

SP2-3 栄養（食思不振のある方への対応）
○宮島 功
社会医療法人近森会近森病院 臨床栄養部

SP2-4 在宅でできる心臓リハビリテーション
○古田 哲朗
ゆみのハートクリニック

SP2-5 在宅へつなぐ意思決定支援（Advance Care Planning）
○鷲田 幸一1,2

1神戸女子大学 看護学部医療看護分野 成人看護学、2兵庫県立尼崎総合医療センター 看護部
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第2日目 7月16日（日）9:00～10:30 第5会場（岐阜都ホテル 2階 ボールルームB）

特別企画 3

心臓リハビリテーションでの患者安全を考える

座長：折口 秀樹（JCHO九州病院 内科）
西垣 和彦（岐阜大学大学院医学系研究科 循環病態学・呼吸病態学）

SP3-1 新しい理論を応用した患者安全のすすめ
○松本 尚浩
全日本患者安全組織文化学習支援財団

SP3-2 心臓リハビリテーションでの安全管理
○齋藤 雅彦
盛岡赤十字病院 循環器科
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第1日目 7月15日（土）16:00～17:30 第1会場（長良川国際会議場 1階 メインホール）

シンポジウム 1

植え込みデバイスにおける心臓リハビリテーションの現状と問題点

座長：小林 洋一（昭和大学医学部 内科学講座 循環器内科学部門）
白石 裕一（京都府立医科大学大学院医学研究科 循環器内科・リハビリテーション部）

SY1-1 ICD/CRT�D植込み心不全患者に対する早期心臓リハビリテーションの効果・
CPXの安全性と予後の検討
○熊坂 礼音、三浦 弘之、渡慶次 竜生、伊達 歩、荒川 鉄雄、中尾 一泰、
福井 重文、簗瀬 正伸、長谷川 拓也、中西 道郎、野口 暉夫、後藤 葉一

国立循環器病研究センター 心臓血管内科

SY1-2 デバイス植え込み患者のCPX、骨格筋、栄養指標の関連
○白石 裕一1、佐藤 良美1、浦出 華3、福嶋 秀記2、山端 志保2、山中 永理2、
山名 麻衣2、白山 武司1、的場 聖明1、久保 俊一2

1京都府立医科大学 循環器内科・リハビリテーション部、2京都府立医科大学 リハビリテーション部、
3京都府立医科大学 栄養管理部

SY1-3 CPXを用いたCRT�D設定法
○安達 仁
群馬県立心臓血管センター 循環器内科

SY1-4 デバイス治療後の心臓リハビリテーションの有用性
○木庭 新治1、小川 洸1、河村 光晴1、横田 裕哉1、角田 史敬1、正司 真1、
安達 太郎1、丹野 郁2、小林 洋一1

1昭和大学医学部 内科学講座 循環器内科学部門、2昭和大学江東豊洲病院循環器センター 循環器内科

SY1-5 ペースメーカ患者のADLと心拍応答機能の重要性
○安部 治彦
産業医科大学医学部 不整脈先端治療学
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第1日目 7月15日（土）16:00～17:30 第3会場（長良川国際会議場 5階 国際会議室）

シンポジウム 2

始めてみよう心臓リハビリテーション：立ち上げのコツを教えます

座長：安藤 貴洋（岐阜大学医学部附属病院 リハビリテーション部 心臓血管リハビリテー
ション室）

廣瀬 聡彦（岐阜県総合医療センター 心臓リハビリテーション部）

SY2-1 急性期病院における心臓リハビリテーションの立ち上げ時に必要な知識と実際
○福田 吉辰1、瀬川 知則2

1朝日大学歯学部附属村上記念病院 リハビリテーション科、2朝日大学歯学部附属村上記念病院 循環器内
科

SY2-2 回復期心臓リハビリテーションの立ち上げ
○鮫嶋 友樹、杉岡 菜穂、和田 百合子、今井 貴之、初音 俊樹
医療法人慶睦会千手堂病院 リハビリテーションチーム

SY2-3 在宅医療における心臓リハビリテーションの実際
○佐伯 宏幸1、皆川 太郎2

1みながわ内科・循環器科クリニック リハビリテーション科、2循環器科内科

SY2-4 チーム医療における心臓リハビリ室看護師の介入と実際
○原 康貴
岐阜ハートセンター

SY2-5 心臓リハビリテーションにおける栄養士の介入と実際
○増田 明啓1、三浦 美香1、本多 成史2、關野 尊久2、澤田 和久3、粟田 浩文3、
新海 大智3、鵜飼 茜3、中西 里江4、石川 晴菜4、松井 さゆり4、青木 弘美4、
川崎 多恵4、石野 美穂5、尾崎 裕太6、植村 祐介6

1安城更生病院 栄養科、2安城更生病院 リハビリテーション技術科、3安城更生病院 薬剤部、4安城更生
病院 看護部、5安城更生病院 医療福祉相談課、6安城更生病院 循環器内科

SY2-6 心臓リハビリテーションにおける臨床検査技師の介入と実際
○森 晴雄
地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 臨床検査科
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第1日目 7月15日（土）9:00～10:30 第4会場（岐阜都ホテル 2階 ボールルームA）

シンポジウム 3

サルコペニア/フレイルを予防する

座長：池田 久雄（帝京大学 福岡医療技術学部）
山田 純生（名古屋大学大学院医学系研究科 保健学）

SY3-1 心不全患者のサルコペニア診断における大腿直筋エコーの有用性
○福嶋 秀記1、白石 祐一1,2、山端 志保1、山名 麻衣1、山中 永理1、
的場 聖明2、久保 俊一1

1京都府立医科大学附属病院 リハビリテーション部、2京都府立医科大学附属病院 循環器内科

SY3-2 術前サルコペニアは心臓術後合併症を予測する～CTによる筋量と身体機能を用
いた検討～
○小川 真人1,2、井澤 和大2、小林 成美3、後竹 康子4、坪井 康典1,3、
小槇 公大1、酒井 良忠5、平田 健一3、田中 裕史4、大北 裕4

1神戸大学医学部附属病院 リハビリテーション部、2神戸大学大学院 保健学研究科国際保健学領域、3神
戸大学大学院医学研究科 内科学講座 循環器内科学分野、4神戸大学大学院医学研究科 外科学講座 心
臓血管外科学分野、5神戸大学大学院医学研究科 リハビリテーション機能回復学

SY3-3 高齢心臓リハビリテーション患者における「基本チェックリスト」を用いたフ
レイル判定と血中脂肪酸との関係
○國本 充洋1、島田 和典1,2、横山 美帆1,2、星野 祐里子1、高橋 秀平1、
塩澤 知之1、相川 達郎1、大内 翔平1、深尾 宏祐1、岩田 洋1、宮崎 哲朗1、
山田 みき2、本澤 晶雄2、嶋田 晶江3、山本 平3、天野 篤3、代田 浩之1

1順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科学、2順天堂大学医学部附属順天堂医院 健康スポーツクリニッ
ク、3順天堂大学大学院医学研究科 心臓血管外科学

SY3-4 虚血プレコンディショニングは骨格筋機能を改善するか？
○沖田 孝一
北翔大学大学院 生涯スポーツ学研究科

SY3-5 独歩リハビリ『DOPPO』の 1年予後に貢献する退院時身体機能は何か？
○上原 彰史、小幡 裕明、渡部 裕、和泉 由貴、鈴木 順夫、神田 夏実、
山口 兼司、遠藤 亜希子、橋本 和弥、林 佑美、小浦方 志織、新保 浩史、
和泉 徹

恒仁会新潟南病院
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第1日目 7月15日（土）16:00～17:30 第4会場（岐阜都ホテル 2階 ボールルームA）

シンポジウム 4

重症心不全治療における心臓リハビリテーション
～左室補助人工心臓・心臓移植時の実際と成績

座長：山科 章（東京医科大学医学教育推進センター）
西垣 和彦（岐阜大学大学院医学系研究科 循環病態学・呼吸病態学）

SY4-1 重症心不全の病態と左室補助人工心臓・心臓移植の現状
○坂田 泰史
大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学

SY4-2 重症心不全に対する心臓リハビリテーションの適応
○小笹 寧子1、佐藤 達也2、大島 洋平2、西川 徹2、島村 奈那2、西川 幸余3、
木村 剛1

1京都大学医学部附属病院 循環器内科、2京都大学医学部附属病院 リハビリテーション部、3京都大学医
学部附属病院 看護部

SY4-3 左室補助人工心臓装着時の心臓リハビリテーションの実際と成績
○肥後 太基
九州大学病院 循環器内科

SY4-4 心臓移植後の心臓リハビリテーションの実際と成績
○簗瀨 正伸1、後藤 葉一2、藤田 知之3、小林 順二郎3、福嶌 教偉3

1国立循環器病研究センター 移植医療部、2国立循環器病研究センター 心臓血管内科、3国立循環器病研
究センター 心臓血管外科
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第1日目 7月15日（土）9:00～10:30 第6会場（岐阜都ホテル 2階 ボールルームC）

シンポジウム 5

TAVI/TAVRにおいて、積極的なリハビリテーションの介入が、いかに術後経過に寄与し
うるか？

座長：坂田 泰史（大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学）
林田健太郎（慶應義塾大学医学部 循環器内科）

SY5-1 TAVI の現状と今後の展望
○林田 健太郎
慶應義塾大学医学部 循環器内科

SY5-2 TAVI の術前術後管理
○溝手 勇
大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科学

SY5-3 重症弁膜症患者に対する心臓リハビリテーションの実際
○川上 途行
慶應義塾大学医学部 リハビリテーション医学教室
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第1日目 7月15日（土）16:00～17:30 第6会場（岐阜都ホテル 2階 ボールルームC）

シンポジウム 6（CVIT joint セッション）

インターベンション患者への心臓血管リハビリテーション
―最前線のインターベンション治療と心臓リハビリテーションの融合―

座長：横井 宏佳（福岡山王病院循環器センター）
吉田 俊子（宮城大学 看護学群）

SY6-1 冠動脈インターベンション（PCI）の現状
○勝田 洋輔1,2

1福岡市医師会成人病センター 循環器内科、2久留米大学医学部 心臓・血管内科

SY6-2 下肢動脈インターベンション（EVT）の現状
○福永 匡史、藤原 玲子、名方 剛、川崎 大三
森之宮病院

SY6-3 経カテーテル的大動脈留置術の現状
○山本 真功
豊橋ハートセンター

SY6-4 PCI 後の心臓リハビリテーションの実際～継続的な包括的心臓リハビリテー
ションを目指して～
○松本 尚也
福岡市医師会成人病センター

SY6-5 EVT 前後の心臓血管リハビリテーションの現状
○森 正志
森之宮病院 リハビリテーション部 理学療法科

SY6-6 TAVI 術後の心臓リハビリテーションの実際
○福井 奨悟1,2

1慶應義塾大学病院 リハビリテーション科、2慶應義塾大学大学院 健康マネジメント研究科
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第1日目 7月15日（土）9:00～10:30 第7会場（岐阜都ホテル 2階 漣）

シンポジウム 7

心不全症例における心理的問題とその介入

座長：石原 俊一（文教大学 人間科学部 心理学科）
長谷川恵美子（聖学院大学 人間福祉学部）

SY7-1 心不全患者の心理的問題とその動向
○石原 俊一
文教大学 人間科学部 心理学科

SY7-2 心不全における抑うつ・不安の意義
○木庭 新治
昭和大学医学部 内科学講座 循環器内科学部門

SY7-3 心不全患者と家族の心理的問題に対する包括的看護介入―看護師の立場から―
○石田 洋子1、松岡 志帆2、眞茅 みゆき3

1日本医科大学武蔵小杉病院 看護部、2東京医科歯科大学大学院 医科学総合研究科、3北里大学 看護学
部 看護システム学

SY7-4 心不全症例における抑うつ状態とその介入
○長谷川 恵美子
聖学院大学 人間福祉学部



The 23rd Annual Meeting of the Japanese Association of Cardiac Rehabilitation

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

49

第2日目 7月16日（日）13:40～15:10 第1会場（長良川国際会議場 1階 メインホール）

シンポジウム 8

“命を守る”心臓リハビリテーションの地域連携
―岐阜心臓リハビリテーションネットワークCR�GNet―

座長：湊口 信也（岐阜大学大学院医学系研究科 循環病態学・呼吸病態学）
皆川 太郎（みながわ内科・循環器科クリニック）

SY8-1 岐阜県心臓リハビリテーションネットワーク事業について
○森岡 久尚
岐阜県 健康福祉部

SY8-2 Japan Heart Club の取り組み
○伊東 春樹
特定非営利活動法人ジャパンハートクラブ

SY8-3 岡山での取り組み
○伊藤 浩
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科

SY8-4 CR�G Net の立ち上げ運用
○野田 俊之
岐阜県総合医療センター

SY8-5 CR�GNet によるスポーツクラブとの連携～医療という枠組みを超えて～
○横家 正樹
岩砂病院・岩砂マタニティ 循環器内科
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第2日目 7月16日（日）10:40～12:10 第2会場（長良川国際会議場 4階 大会議室）

シンポジウム 9

心臓血管外科新時代に必要な心臓リハビリテーションとは？

座長：長山 雅俊（公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 循環器内科・総
合診療部）

竹村 隆広（JA長野厚生連佐久医療センター 心臓血管外科）

SY9-1 心臓血管外科医師として期待する心臓リハビリテーションの今とこれから
○竹村 隆広1、飯島 美和子2、松井 健3、由井 宏典3、小金沢 昌嗣4

1JA長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター 心臓血管外科、2看護部、3理学療法科、4医事課

SY9-2 ハイリスク高齢患者における心臓血管外科術前術後のリハビリテーションの工
夫
○西川 淳一1、緒方 直史2、上妻 謙3、下川 智樹4

1帝京大学医学部付属病院心臓リハビリテーションセンター、2帝京大学医学部 リハビリテーション科、
3帝京大学医学部 循環器内科、4帝京大学医学部 心臓血管外科

SY9-3 難渋症例に対する理学療法介入とチームアプローチ
○下雅意 崇亨1、岩田 健太郎1、西原 浩真1、南本 陽菜1、山根 崇史2、古川 裕2

1神戸市立医療センター中央市民病院 リハビリテーション技術部、2神戸市立医療センター中央市民病院
循環器内科

SY9-4 心臓血管外科術前・術後の心リハにおける病棟看護師の役割～患者のエンパワ
メントを高める～
○田中 靖弘
公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 看護部
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第2日目 7月16日（日）13:40～15:10 第2会場（長良川国際会議場 4階 大会議室）

シンポジウム 10

呼吸器領域における急性・慢性呼吸管理、呼吸リハビリ、震災時の対応

座長：大野 康（岐阜大学大学院医学系研究科循環病態学・呼吸病態学）
石黒 崇（岐阜市民病院呼吸器・腫瘍内科）

SY10-1 急性呼吸不全における呼吸管理・呼吸リハビリテーション
○吉田 省造1、鈴木 浩大1、中野 通代1、愛宕 良彦2、服部 良2、小倉 真治1

1岐阜大学医学部附属病院高次救命治療センター、2岐阜大学医学部附属病院 リハビリテーション部

SY10-2 慢性呼吸不全に対する呼吸管理
○近藤 康博
公立陶生病院 呼吸器・アレルギー疾患内科

SY10-3 呼吸リハビリテーションの意義・有効性
○安藤 守秀
大垣市民病院 呼吸器内科

SY10-4 HOT事業者の熊本地震対応と今後の対策
○中山 明浩1、長井 剛2

1帝人在宅医療株式会社福岡支店熊本営業所、2帝人在宅医療株式会社福岡支店
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第2日目 7月16日（日）10:40～12:10 第4会場（岐阜都ホテル 2階 ボールルームA）

シンポジウム 11

超高齢心不全患者の多角的マネージメント

座長：百村 伸一（自治医科大学附属さいたま医療センター 循環器科）
木原 康樹（広島大学大学院 医歯薬保健学研究院応用生命科学部門 循環器内科学）

SY11-1 超高齢心不全患者とフレイル
○木田 圭亮、鈴木 規雄、伊藤 史之、鈴木 健吾、原田 智雄、明石 嘉浩
聖マリアンナ医科大学

SY11-2 超高齢心不全患者における栄養サポートの必要性～Heart Nutrition の視点か
ら～
○宮島 功
社会医療法人近森会近森病院栄養サポートセンター

SY11-3 高齢慢性心不全患者の心機能と認知機能の関連
○姫野 麻菜美1、内藤 喜隆1、湯口 聡1、吉田 俊伸2

1心臓病センター榊原病院 リハビリテーション室、2心臓病センター榊原病院 循環器内科

SY11-4 超高齢心不全患者の心臓リハビリテーション
○安達 仁
群馬県立心臓血管センター 循環器内科

SY11-5 高齢心不全患者の再入院防止を目指した症状の点数化と地域連携による心不全
悪化への早期対応システムの構築
○中根 英策、田中 希、仲宗根 和孝、脊古 祐太、林 秀幸、関原 孝之、
木村 祐樹、舩迫 宴福、佐々木 健一、宮本 昌一、和泉 俊明、春名 徹也、
猪子 森明

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院心臓センター
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第2日目 7月16日（日）13:40～15:10 第4会場（岐阜都ホテル 2階 ボールルームA）

シンポジウム 12

包括的心臓リハビリテーションとしての薬物療法と栄養管理を考える

座長：代田 浩之（順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科学）
佐田 政隆（徳島大学大学院医歯薬学研究部 循環器内科学）

SY12-1 超高齢社会における高血圧薬物治療の現状と課題
○柴 信行
国際医療福祉大学病院 循環器センター

SY12-2 心血管病イベント抑制のために脂質異常症を徹底的に管理する
○八木 秀介1、伊勢 孝之2、高川 由利子2、石井 亜由美3、西川 幸治3、
佐田 政隆2

1徳島大学大学院医歯薬学研究部 地域医療人材育成分野、2徳島大学大学院医歯薬学研究部 循環器内科
学、3徳島大学病院 リハビリテーション部

SY12-3 包括的心臓リハビリテーションにおける糖尿病に対する薬物療法
○深尾 宏祐1,2

1順天堂大学スポーツ健康科学部 スポーツ科学科、2順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科学

SY12-4 包括的リハビリにおける管理栄養士および栄養管理の役割
○吉内 佐和子1、木村 穣2

1関西医科大学附属病院 栄養管理部・健康科学センター、2関西医科大学健康科学
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第2日目 7月16日（日）15:20～16:50 第4会場（岐阜都ホテル 2階 ボールルームA）

シンポジウム 13

包括的心臓リハビリテーションの新たな領域への挑戦

座長：下川 宏明（東北大学大学院医学系研究科 循環器内科学分野）
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）

SY13-1 心不全に対する運動療法の一次予防
○木村 穣
関西医科大学 健康科学センター

SY13-2 肺高血圧症に対する心臓リハビリ介入の現状と課題
○福本 義弘
久留米大学 心臓・血管内科

SY13-3 先天性心疾患術後遠隔期の心臓リハビリの現状と課題
○稲井 慶
東京女子医科大学 循環器小児科 成人先天性疾患病態研究講座

SY13-4 高齢者に対する周術期前後のリハビリテーションの役割
○松本 泰治1、竹内 雅史1,2、杉澤 潤1、羽尾 清貴1、坂田 泰彦1、川本 俊輔4、
熊谷 紀一郎4、上月 正博2,3、齋木 佳克4、下川 宏明1

1東北大学 循環器内科学、2東北大学病院 リハビリテーション部、3東北大学 内部障害学、4東北大学
心臓血管外科

SY13-5 医療政策からみた高齢者のせん妄・認知症への取り組みと課題
○伊藤 弘人
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所社会精神保健研究部

SY13-6 在宅診療・訪問リハビリ：現状と課題
○弓野 大
ゆみのハートクリニック
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第2日目 7月16日（日）15:20～16:50 第5会場（岐阜都ホテル 2階 ボールルームB）

シンポジウム 14

心リハをあきらめない

座長：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）
山田 純生（名古屋大学大学院医学系研究科 保健学）

SY14-1 重複障害合併心不全患者に対する和温療法
○窪薗 琢郎、宮田 昌明、大石 充
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

SY14-2 高齢患者に対する電気刺激療法
○河野 裕治1、井澤 英夫2、石川 綾子1、杉浦 翼1、森 悦子1、青柳 陽一郎1、
奥村 聡2、林 睦晴2

1藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 リハビリテーション部、2藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 循環
器内科

SY14-3 心不全患者における血流制限を併用したレジスタンストレーニングの有用性
○絹川 真太郎
北海道大学大学院医学研究科 循環病態内科学

SY14-4 心臓リハビリテーションにおける加速度トレーニングの立ち位置
○木田 圭亮、鈴木 規雄、伊藤 史之、鈴木 健吾、原田 智雄、明石 嘉浩
聖マリアンナ医科大学

SY14-5 骨格筋機能改善薬
○沖田 孝一1、高田 真吾2、横田 卓2、絹川 真太郎2

1北翔大学大学院 生涯スポーツ学研究科、2北海道大学大学院医学研究科 循環病態内科
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第2日目 7月16日（日）9:00～10:30 第6会場（岐阜都ホテル 2階 ボールルームC）

シンポジウム 15

重複障害のリハビリテーション：心臓リハ従事者に期待される役割

座長：牧田 茂（埼玉医科大学国際医療センター 心臓リハビリテーション科）
上月 正博（東北大学大学院医学系研究科 機能医科学講座 内部障害学分野）

SY15-1 重複障害とリハビリテーションの必要性
○上月 正博
東北大学大学院医学系研究科 内部障害学分野

SY15-2 Exercise card を活用した外来心臓リハビリテーションでの個別指導は運動器疾
患由来の疼痛を軽減する
○角谷 尚哉1、吉田 一郎2、中村 梨沙子2、塚田 貴紀2、吉田 怜2、稲垣 諒2、
津田 正哉1、横田 卓1、絹川 真太郎1

1北海道大学大学院医学研究科 循環病態内科学、2帯広協会病院 スポーツ医学・心臓リハビリテーション
センター

SY15-3 有酸素運動が困難な運動器疾患を合併する虚血性心疾患に対する反重力トレッ
ドミル運動の新たな試み
○岩崎 孝俊1,2、林 大二郎1、田辺 奈保美1、倉澤 千裕1、塩澤 康太1、
阿部 里美1、加藤 真由美1、高橋 小枝1、望月 純次2、二階堂 暁1、幡 芳樹2、
廣瀬 昇3

1八王子みなみ野心臓リハビリテーションクリニック、2みなみ野循環器病院、3帝京科学大学 医療科学部
理学療法学科

SY15-4 当院での外来心臓リハビリテーション 5年間の推移と今後の課題
○藤見 幹太1,2、北島 研2、上田 隆士2、藤田 政臣1、戒能 宏治1、手島 礼子1、
浦 善之1、松田 拓郎1、堀田 朋恵3、坂本 摩耶2、三浦 伸一郎2、朔 啓二郎2、
塩田 悦二1

1福岡大学病院 リハビリテーション部、2福岡大学病院 循環器内科、3福岡大学病院 栄養部

SY15-5 重複障害のマネジメントこそ心リハ指導士の真骨頂
○勝木 達夫
やわたメディカルセンター循環器内科
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第2日目 7月16日（日）10:40～12:10 第6会場（岐阜都ホテル 2階 ボールルームC）

シンポジウム 16

重症下肢虚血患者への心臓血管リハビリテーションの挑戦

座長：横井 宏佳（福岡山王病院循環器センター）
安 隆則（獨協医科大学日光医療センター 心臓・血管・腎臓内科）

SY16-1 重症下肢虚血患者への血行再建術およびリハビリテーションの現状
○平野 敬典
済生会横浜市東部病院 循環器内科

SY16-2 重症下肢虚血に対する血行再建術の現状（バイパス手術）
○東 信良、菊地 信介、三宅 啓介、内田 大貴、古屋 敦宏
旭川医科大学 外科学講座血管外科学分野

SY16-3 再生医療後の重症下肢虚血に対する包括的リハビリテーションの重要性
○山端 志保1、白石 裕一1,2、山名 麻衣1、福嶋 秀記1、山中 永理1、
三上 靖夫1、的場 聖明2、久保 俊一1

1京都府立医科大学附属病院 リハビリテーション部、2京都府立医科大学附属病院 循環器内科

SY16-4 下肢慢性創傷を呈する症例のリハビリテーションと課題
○林 久恵
星城大学 リハビリテーション学部

SY16-5 CLI 患者のリハビリテーション創傷治療期～再発予防期のリハビリテーション
○榊 聡子
IMS（イムス）グループ 春日部中央総合病院 リハビリテーション科

SY16-6 旭川医科大学病院における重症下肢虚血患者へのリハビリテーションの取り組
み
○佐藤 弘也1、呂 隆徳1、高橋 由希1、東 信良2、大田 哲生3

1旭川医科大学病院 リハビリテーション部、2旭川医科大学 外科学講座 血管外科学分野、3旭川医科大
学病院 リハビリテーション科
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第2日目 7月16日（日）13:40～15:10 第6会場（岐阜都ホテル 2階 ボールルームC）

シンポジウム 17

左室駆出率が維持された心不全（HFpEF）と心臓リハビリテーション

座長：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）
川崎 雅規（岐阜大学大学院医学系研究科 循環病態学・呼吸病態学）

SY17-1 HFpEF のフレイル・サルコペニアに挑む！
○衣笠 良治、柳原 清孝、春木 伸彦、松原 剛一、加藤 雅彦、山本 一博
鳥取大学医学部 病態情報内科学分野

SY17-2 運動療法がHFpEF 患者の左室拡張機能や運動耐容能に与える影響
○藤本 直紀
三重大学大学院 検査医学分野

SY17-3 運動療法はHFpEF の運動耐容能と生活の質を改善するか？：ランダム化比較
試験のメタ解析による検討
○福田 英克1、大手 信之2

1名古屋市立大学病院 臨床研究開発支援センター、2名古屋市立大学大学院医学研究科 心臓・腎高血圧内
科学

SY17-4 スペックルトラッキング法で求める肺動脈楔入圧を用いたHFpEF における心
臓リハビリテーションの効果判定
○川崎 雅規1、田中 隆平2、長屋 麻紀3、湊口 信吾1、名和 隆英1、渡邉 崇量1、
西垣 和彦1、野田 俊之3、湊口 信也1

1岐阜大学医学部附属病院、2村上記念病院 循環器内科、3岐阜県総合医療センター 循環器内科

SY17-5 心筋梗塞後のHFpEF スクリーニングツールとしての嫌気性代謝閾値（AT）の
臨床的妥当性
○谷畠 進太郎1,2、中島 將宏2、廣瀬 聡彦2、野田 俊之1

1地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 循環器内科、2同心臓リハビリテーション部

SY17-6 その心リハ、効いてますか？ 根拠に基づいた介入とフィードバックの重要性
○江原 真理子1、柴田 賢一2、亀島 匡高2、小中 真由美2、藤山 裕晃2、
加藤 正規2、東田 雪絵2、島田 晶子2、山田 純生3、大川 育秀4、鈴木 孝彦5

1名古屋ハートセンター循環器内科、2名古屋ハートセンター リハビリテーション部、3名古屋大学大学院
医学系研究科（保健学）、4名古屋ハートセンター、5豊橋ハートセンター
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第2日目 7月16日（日）15:20～16:50 第7会場（岐阜都ホテル 2階 漣）

シンポジウム 18

超急性期の心臓リハビリテーション―維持期を見据えた介入―

座長：安達 仁（群馬県立心臓血管センター 循環器内科）
奥村 貴裕（名古屋大学医学部附属病院 重症心不全治療センター 循環器内科）

SY18-1 超急性期心不全患者の心リハへの看護師の関わり
○蛭沼 久美子
群馬県立心臓血管センター

SY18-2 集中治療室における重症心不全患者に対する超急性期心臓リハビリテーション
の実際
○玉城 雄也1、小西 治美1、堀池 聖子1、烏脇 麻希子1、山本 壱弥2、
福井 教之2、鈴木 裕二2、柳 英利2、北垣 和史2、水間 かおり1、川上 将司3、
浅海 泰栄3、中西 道郎3、後藤 葉一3

1国立循環器病研究センター 看護部 CCU、2国立循環器病研究センター 心血管リハビリテーション
科、3国立循環器病研究センター 心臓血管内科

SY18-3 理学療法士の在宅を見据えた心不全対応のポイント
○大関 直也
東京医科大学茨城医療センター リハビリテーション療法部

SY18-4 理学療法士の立場から
○神谷 健太郎
北里大学病院 医療衛生学部

SY18-5 心疾患患者入院時の退院時を見据えた取り組み
○村田 誠、中出 泰輔、安達 仁、大島 茂
群馬県立心臓血管センター 循環器内科

SY18-6 長期予後を見据えた心不全急性期の心臓リハビリテーション
○近藤 徹1、山田 純生2、谷村 大輔3、加藤 林也3、奥村 貴裕1、室原 豊明1

1名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科学、2名古屋大学大学院医学系研究科 リハビリテーション
学、3名古屋掖済会病院 循環器科
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第2日目 7月16日（日）9:00～10:30 第7会場（岐阜都ホテル 2階 漣）

シンポジウム 19

質の高い心リハを目指して

座長：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）
吉田 俊子（宮城大学 看護学群）

SY19-1 心不全の心臓リハビリテーション標準プログラム 2017 の概要と基本要件
○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

SY19-2 心不全の心臓リハビリテーション標準プログラム 入院急性期から入院中（運動
療法導入時期）まで
○長田 尚彦
聖マリアンナ医科大学東横病院 健康診断センター

SY19-3 入院中（入院リハ実施時期から退院前～外来通院リハ準備期）
○平敷 安希博
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 内科総合診療部 循環機能診療科

SY19-4 通院リハと退院後の地域の医療機関や施設との連携
○井澤 和大1、岩田 健太郎2、平野 康之3

1神戸大学 生命・医学系保健学域、2神戸市立医療センター中央市民病院 リハビリテーション技術部、
3徳島文理大学 保健福祉学部

SY19-5 特別な注意を必要とする症例：植込型左室補助人工心臓
○簗瀨 正伸1、後藤 葉一2、藤田 知之3、小林 順二郎3、福嶌 教偉1

1国立循環器病研究センター 移植医療部、2国立循環器病研究センター 心臓血管内科、3国立循環器病研
究センター 心臓血管外科
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第2日目 7月16日（日）13:40～15:10 第7会場（岐阜都ホテル 2階 漣）

シンポジウム 20

深いキズナで結ばれた心臓リハビリと腎臓リハビリ：背景と今後の展望

座長：後藤 葉一（公立八鹿病院）
上月 正博（東北大学大学院医学系研究科 機能医科学講座 内部障害学分野）

SY20-1 心腎連関のリハビリテーション
○後藤 葉一
公立八鹿病院

SY20-2 腎臓リハビリの運動療法：動物モデルでの知見から
○伊藤 修1,2、上月 正博2

1東北医科薬科大学医学部 リハビリテーション学、2東北大学大学院医学系研究科 内部障害学分野

SY20-3 保存期CKD患者に対する運動療法の効果とその実際
○平木 幸治
聖マリアンナ医科大学病院 リハビリテーション部

SY20-4 腎臓リハビリの今後の展望：診療報酬情報も含めて
○上月 正博
東北大学大学院医学系研究科 内部障害学分野
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第2日目 7月16日（日）15:20～16:50 第6会場（岐阜都ホテル 2階 ボールルームC）

シンポジウム 21

これからの日本において快適で活動的な長寿社会を実現する手段としての心リハの将来を
熱く議論する！

座長：後藤 葉一（公立八鹿病院）
牧田 茂（埼玉医科大学国際医療センター 心臓リハビリテーション科）

SY21-1 わが国における心臓リハビリテーションの到達点と今後の課題
○後藤 葉一
公立八鹿病院

SY21-2 わが国の医療政策の将来展望とリハビリテーション
○廣瀬 佳恵
厚生労働省 保険局 医療課

SY21-3 心臓リハビリテーションと一次・二次予防の連携愛知県における取組みと健康
スポーツ医の役割
○津下 一代
あいち健康の森健康科学総合センター

SY21-4 超高齢フレイル患者の心臓リハビリテーション
○荒井 秀典
国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

SY21-5 疾病管理プログラムとしての心臓リハビリテーション ―看護師が行う療養行
動支援―
○宮脇 郁子
神戸大学大学院 保健学研究科 看護学領域
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第1日目 7月15日（土）9:00～10:30 第5会場（岐阜都ホテル 2階 ボールルームB）

パネルディスカッション 1
心臓リハビリテーション看護師対策部会企画セッション

療養行動支援としての心臓リハビリテーション

司会：岡田 彩子（兵庫県立大学）
宮脇 郁子（神戸大学）

PD1-1 療養行動を日常生活に取り入れていくために
○岡田 彩子
兵庫県立大学

PD1-2 心臓リハにおいて看護師は、いつどのように患者にアプローチしているのか
○鍛冶 優子
平鹿総合病院

PD1-3 看護師が心リハプログラムの中で、患者教育を行うことを可能とする条件
○角口 亜希子
榊原記念病院

PD1-4 行動変容にむけた看護支援の実際
○小西 治美
国立循環器病研究センター
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第2日目 7月16日（日）9:00～10:30 第4会場（岐阜都ホテル 2階 ボールルームA）

パネルディスカッション 2

心不全患者における骨格筋および栄養評価について考える

座長：白石 裕一（京都府立医科大学大学院医学研究科 循環器内科・リハビリテーション部）
鈴木 規雄（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 循環器内科）

PD2-1 慢性心不全患者における身体計測値と運動耐容能の関連
○宮崎 慎二郎1、林野 収成1、松岡 昌彦2、船田 幸奈2、難波 経立3、
松元 一郎3、高木 雄一郎3

1KKR高松病院 リハビリテーションセンター、2KKR高松病院 看護部、3KKR高松病院 心臓血管病セン
ター

PD2-2 心大血管患者でのCONUT法・CONUT変法の傾向と心リハ効果
○山下 遊平1、生須 義久1、高柳 麻由美1、安達 仁2、村田 誠2、中出 泰輔2、
大島 茂2

1群馬県立心臓血管センター リハビリテーション部、2群馬県立心臓血管センター 循環器内科

PD2-3 心不全患者の退院時食事摂取量と骨格筋力・筋量との関連
○浦出 華1、白石 裕一2、外川 佳美2、佐藤 良美2、山端 志保3、福嶋 秀記3、
山中 永理3、福井 道明1

1京都府立医科大学附属病院 栄養管理部、2京都府立医科大学附属病院 循環器内科、3京都府立医科大学
附属病院 リハビリテーション部

PD2-4 高齢慢性心不全患者におけるビタミンD欠乏とサルコペニアの関係
○佐藤 憲明1、椛島 寛子1、星木 宏之1、有吉 雄司1、津崎 裕司1、
小笠原 聡美1、川地 尚子2、高永 康弘1、折口 秀樹3

1JCHO九州病院 リハビリテーション室、2JCHO九州病院 栄養部、3JCHO九州病院 内科

PD2-5 等尺性膝伸展筋力は慢性心不全予後予測指標として運動耐容能の代用となりう
るか？
○中西 道郎、中尾 一泰、熊坂 礼音、荒川 鉄雄、福井 重文、長谷川 拓也、
簗瀬 正伸、後藤 葉一

国立循環器病研究センター 心臓血管内科

PD2-6 心不全患者における大腿直筋エコーによる骨格筋評価の有用性
○佐藤 良美1、白石 裕一1,2、福嶋 秀記2、山端 志保2、山中 永里2、浦出 華3、
外川 佳美3

1京都府立医科大学 循環器内科、2京都府立医科大学 リハビリテーション部、3京都府立医科大学付属病
院 栄養管理部
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PD2-7 心不全患者の骨格筋量と各栄養指標の関連―BMI と血液学的指標は骨格筋量を
反映するか？―
○鈴木 規雄1、木田 圭亮2、足利 幸平2、高井 学1、鈴木 健吾2、大宮 一人1、
根本 慎司3、吉沢 和也3、武市 尚也4、笠原 酉介3、渡辺 敏4、井澤 和大5、
明石 嘉浩2

1聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 循環器内科、2聖マリアンナ医科大学 循環器内科、3聖マリアン
ナ医科大学横浜市西部病院 リハビリテーション部、4聖マリアンナ医科大学 リハビリテーション部、5神
戸大学大学院 保健学研究科
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第2日目 7月16日（日）10:40～12:10 第5会場（岐阜都ホテル 2階 ボールルームB）

パネルディスカッション 3

心不全フレイルの改善方法

座長：山田 純生（名古屋大学大学院医学系研究科 保健学）
沖田 孝一（北翔大学大学院 生涯スポーツ学研究科）

PD3-1 高齢者心不全の病態コントロール
○東條 美奈子
北里大学 医療衛生学部 リハビリテーション学科

PD3-2 筋タンパク質維持におけるアミノ酸栄養の重要性：分岐鎖アミノ酸（BCAA）を
中心として
○下村 吉治
名古屋大学大学院

PD3-3 神経筋電気刺激療法を用いた筋機能改善
○岩津 弘太郎1、池田 力1、松村 幸一1、藤田 亮子2、山田 純生3、野原 隆司2

1国家公務員共済組合連合会枚方公済病院 リハビリテーション科、2国家公務員共済組合連合会枚方公済病
院 循環器内科、3名古屋大学大学院医学系研究科 リハビリテーション療法学専攻

PD3-4 心不全フレイルへの歩行補助具の効果と適応
○井本 晶太1、河野 裕治2、作井 大介3、瀧野 皓哉3、大竹 浩史4、山田 純生5

1JA愛知厚生連海南病院 リハビリテーション科、2藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 リハビリテー
ション部、3岐阜ハートセンター 心臓リハビリテーション室、4名古屋徳洲会総合病院 リハビリテーショ
ン科、5名古屋大学大学院医学研究科（保健学）
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第2日目 7月16日（日）13:40～15:10 第5会場（岐阜都ホテル 2階 ボールルームB）

パネルディスカッション 4

各種資格認定と心臓リハビリテーションの関わり

座長：木村 穣（関西医科大学 健康科学科）
今井 優（医療法人財団康生会康生会クリニック）

PD4-1 冠動脈疾患をもつ糖尿病患者の運動療法における現状
○小池 日登美
高村内科クリニック

PD4-2 理学療法士・糖尿病療養指導士の立場から
○本田 寛人
藍野大学 医療保健学部 理学療法学科

PD4-3 安全かつ効果的な心臓リハビリテーションを実現する為に健康運動指導士が果
たす役割
○松田 拓朗1、藤見 幹太1,2、戒能 宏治1、堀田 朋恵3、坂本 摩耶2、北島 研2、
藤田 政臣1、手島 礼子1、三浦 伸一郎2,4

1福岡大学病院 リハビリテーション部、2福岡大学病院 循環器内科、3福岡大学病院 栄養部、4福岡大学
医学部

PD4-4 慢性心不全看護認定看護師の立場から
○石田 洋子
日本医科大学武蔵小杉病院 看護部

PD4-5 スポーツドクターの立場から
○村瀬 訓生1,2

1呉竹メディカルクリニック、2東京医科大学 健康増進スポーツ医学分野
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第1日目 7月15日（土）9:00～10:30 第1会場（長良川国際会議場 1階 メインホール）

ビデオセッション

心臓リハビリテーションの仮想体験
～聞いてみたかった、見てみたかった先駆施設のチームアプローチの実際～

座長：高橋 哲也（東京工科大学 医療保健学部）
池亀 俊美（学校法人聖路加国際大学聖路加国際病院 看護管理室 QIセンター）

VS-1 看護師が支える質の高い外来心臓リハビリテーションチームアプローチ
○小西 治美1、堀池 聖子1、山田 沙織1、藤井 沙也子1、中西 道郎2、後藤 葉一2

1国立循環器病研究センター 看護部、2国立循環器病研究センター 心臓血管内科

VS-2 心臓リハビリテーションにおける地域連携の実際
○竹村 仁
臼杵市医師会立コスモス病院 リハビリテーション部

VS-3 開業医が行う心臓リハビリテーションの実際
○櫻井 繁樹1、内海 恵李加1、笹崎 愛1、櫻井 和代1、佐藤 正樹2

1医療法人千心会櫻井医院、2群馬県立県民健康科学大学 看護学部 看護学科
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第2日目 7月16日（日）9:00～11:00 第3会場（長良川国際会議場 5階 国際会議室）

Euro Prevent Joint Session

日本と欧州の心疾患二次予防の現状と課題

Chairpersons：Yoichi Goto（Yoka Municipal Hospital, National Cerebral and Cardiovascular
Center, Japan）

Yutaka Kimura（Kansai Medical University, Health Science Center, Japan）
Diederick E Grobbee（Clinical Epidemiology, International Health Sciences

and Global Health, European Association for Preven-
tive Cardiology, ESC, Nederland）

Euro Prevent-1 Current status and issues in secondary prevention in Europe：Lessons for Ja-
pan?
ヨーロッパにおける二次予防の現状と課題：日本にとって教訓となるか？
○Diederick E. Grobbee
Clinical Epidemiology, International Health Sciences and Global Health, European Association for Preven-
tive Cardiology, ESC, Nederland

Euro Prevent-2 Cardiac Prevention and Rehabilitation in Europe
ヨーロッパにおける心臓病の予防とリハビリテーション
○Ana Abreu
Cardiac Rehabilitation Section of EAPC, Portugal

Euro Prevent-3 Current Status of Cardiac Rehabilitation in Japan
日本の心臓リハビリテーションの現状
○Yoichi Goto
Yoka Municipal Hospital, National Cerebral and Cardiovascular Center, Japan

Euro Prevent-4 Current status and future directions of secondary prevention in Japan
本邦における心血管疾患に対する二次予防の現状と今後の展望
○Hiroyuki Daida
Department of Cardiovascular Medicine, Juntendo University Graduate School of Medicine, Japan
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第2日目 7月16日（日）11:10～12:10 第3会場（長良川国際会議場 5階 国際会議室）

国際セッション 1

International Session Ⅰ

座長：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）
野原 隆司（国家公務員共済組合連合会枚方公済病院）

IS1-1 Effect of Muscle Stretching on Vascular Function：Findings from Rats and
PAD Patients
○Kazuki Hotta1,2、Bradley J. Behnke3、Wayne B. Batchelor4、Payal Ghosh5、
Judy M. Muller�Delp1

1Department of Biomedical Sciences, Florida State University College of Medicine、2Department of Engi-
neering Science, University of Electro�communications、3Department of Kinesiology, Kansas State Univer-
sity College of Human Ecology、4Heart and Vascular Center, Tallahassee Memorial HealthCare、5Depart-
ment of Nutrition, Food and Exercise Sciences, Florida State University College of Human Sciences

IS1-2 A Multidisciplinary Team Approach Improves Result of Cardiovascular Surgery
in Octogenarians
○Yoshihisa Morimoto、Takaki Sugimoto、Keigo Fukase、Mari Hamaguchi
Department of Cardiovascular Surgery, Awaji Medical Center, Hyogo, Japan

IS1-3 Perioperative cardiac rehabilitation in elderly cardiac surgery patients with sar-
copenia
○Hiroshi Furukawa、Taishi Tamura、Hiroki Takiuchi、
Takahiko Yamasawa、Yoshiko Watanabe、Yasuhiro Yunoki、
Atsushi Tabuchi、Hisao Masaki、Kazuo Tanemoto

Department of Cardiovascular Surgery, Kawasaki Medical School, Kurashiki

IS1-4 Effect of cardiac rehabilitation combined with a directed self�monitoring ap-
proach on physical activity in hospitalized patients with mild ischemic stroke：
a randomized, controlled study
○Masashi Kanai1,2、Miki Kobayashi1、Miho Yamamoto1、Kazuhiro P. Izawa2
1Department of Rehabilitation, Itami Kousei Neurosurgical Hospital, Japan、2Graduate School of Health Sci-
ences, Kobe University, Japan
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第2日目 7月16日（日）13:40～15:10 第3会場（長良川国際会議場 5階 国際会議室）

国際セッション 2

International Session Ⅱ

座長：沖田 孝一（北翔大学大学院 生涯スポーツ学研究科）
磯 良崇（昭和大学藤が丘リハビリテーション病院）

IS2-1 Development of reference value on peak VO2 for Community�dwelling older
Japanese
○Tetsuya Takahashi1、Masamitsu Sugie2、Marina Nara2,3、
Teruyuki Koyama2、Shuichi Obuchi2、Kazumasa Harada2、Shunei Kyo2、
Hideki Ito2

1Tokyo University of Technology、2Tokyo Metropolitan Geriatric Hospital and Institute of Gerontology、
3Kenko Zoshin Inc.

IS2-2 Characteristics of frailty in Japanese patients with heart failure
○Takuji Adachi1、Sumio Yamada2、Hideo Izawa3，
on behalf of the FLAGSHIP study investigators

1Program in Physical and Occupational Therapy, Nagoya University Graduate School of Medicine、2De-
partment of Rehabilitation Science, Nagoya University Graduate School of Medicine、3Department of Car-
diology, Fujita Health University Banbuntane Hotokukai Hospital

IS2-3 Association between cardiorespiratory fitness and cognitive function in older
adults
○Lin Che1、Lijuan Zhao1、Guanghe Li1、Lemin Wang1、Xinyi Cao2、
Chunbo Li2

1Tongji Hospital, Tongji University School of medicine, China、2Shanghai Mental Health Center, China

IS2-4 Relationship between ADL and readmission within 90 days in hospitalized eld-
erly heart failure patients
○Masahiro Kitamura1、Kazuhiro P Izawa2、Hiroki Taniue3、Yumi Mimura3、
Yuichi Ikeda3、Hitomi Nagashima3

1Department of Rehabilitation, Kokura Rehabilitation College, Japan、2Department of Health Sciences, Uni-
versity Graduate School of Kobe, Japan、3Department of Rehabilitation, Shinyukuhashi Hospital, Japan
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第2日目 7月16日（日）15:10～16:40 第3会場（長良川国際会議場 5階 国際会議室）

国際セッション 3

International Session Ⅲ

座長：明石 嘉浩（聖マリアンナ医科大学 循環器内科）
小笹 寧子（京都大学大学院医学研究科 循環器内科学）

IS3-1 Determinants of Exercise Intolerance in Patients with Heart Failure
○TATSUJI KONO
Soseikai General Hospital

IS3-2 Effects of aerobic exercise on respiratory function in patients with chronic heart
failure
○Nobuaki Hamazaki1,2、Takashi Masuda3、Kentaro Kamiya1、
Ryota Matsuzawa1、Kohei Nozaki1、Shinya Tanaka2、Emi Maekawa4、
Chiharu Noda4、Minako Yamaoka�Tojo3、Junya Ako4

1Department of Rehabilitation, Kitasato University Hospital、2Graduate School of Health Sciences, Kitasato
University、3Department of Rehabilitaiton, School of Allied Health Sciences, Kitasato University、4Depart-
ment of Cardiovascular Medicine, School of Medicine, Kitasato University

IS3-3 Impact of physical function on predicting readmission within 1�year in patients
with heart failure
○Hiroaki Teramatsu1、Toru Akebi1、Tetsuya Okazaki2、Yuki Tsuda3、
Hideaki Takahata4、Satoru Saeki4

1Department of Rehabilitation, Wakamatsu Hospital of the University of Occupational and Environmental
Health, Japan、2Department of Rehabilitation Medicine, Wakamatsu Hospital of the University of Occupa-
tional and Environmental Health, Japan、3Department of Cardiology and Nephrology, Wakamatsu Hospital
of the University of Occupational and Environmental Health, Japan、4Department of Rehabilitation Medi-
cine, University of Occupational and Environmental Health, Japan

IS3-4 Changes in fat, muscle, and bone mass in patients with heart failure
○Masaaki Konishi1、Yasushi Matsuzawa1、Noriaki Iwahashi1、
Toshiaki Ebina1、Kazuo Kimura1、Kouichi Tamura2

1Division of Cardiology, Yokohama City University Medical Center、2Department of Medical Science and
Cardiorenal Medicine, Yokohama City University Graduate School of Medicine
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第1日目 7月15日（土）12:50～13:50 第2会場（長良川国際会議場 4階 大会議室）

ランチョンセミナー 1

共催：大塚製薬株式会社

座長：福井 純（地方独立行政法人 北松中央病院）

LS1 心不全急性期の心リハプログラムと水利尿薬
○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

第1日目 7月15日（土）12:50～13:50 第3会場（長良川国際会議場 5階 国際会議室）

ランチョンセミナー 2

共催：MSD株式会社

座長：三浦 哲嗣（札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座）

LS2 循環器医が押さえておきたい糖尿病治療の注意点
○武田 純
岐阜大学大学院医学系研究科 内分泌代謝病態学

第1日目 7月15日（土）12:50～13:50 第4会場（岐阜都ホテル 2階 ボールルームA）

ランチョンセミナー 3

共催：フクダ電子株式会社

座長：野原 隆司（国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院）

LS3 心臓リハビリテーションと和温療法
○鄭 忠和
和温療法研究所/獨協医科大学

第1日目 7月15日（土）12:50～13:50 第5会場（岐阜都ホテル 2階 ボールルームB）

ランチョンセミナー 4

共催：第一三共株式会社
フレイルに対応した抗凝固療法

座長：野田 俊之（岐阜県総合医療センター）

LS4-1 静脈血栓症の治療と予防
○松田 明正
社会医療法人峰和会鈴鹿回生病院 循環器内科

LS4-2 心房細動の最新治療～カテーテルアブレーションとフレイル対策～
○森島 逸郎
大垣市民病院 循環器内科
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第1日目 7月15日（土）12:50～13:50 第6会場（岐阜都ホテル 2階 ボールルームC）

ランチョンセミナー 5

共催：バイエル薬品株式会社

座長：室原 豊明（名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科学）

LS5 AF 管理に於ける治療の難しさ
○石井 秀樹
名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科学

第1日目 7月15日（土）12:50～13:50 第8会場（岐阜都ホテル 2階 輝）

ランチョンセミナー 6

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

座長：大橋 宏重（朝日大学村上記念病院）

LS6 アブレーション周術期における抗凝固療法のパラダイムシフト
○青沼 和隆
筑波大学 循環器内科学

第1日目 7月15日（土）12:50～13:50 第9会場（岐阜都ホテル 2階 青葉）

ランチョンセミナー 7

共催：セント・ジュード・メディカル株式会社

座長：和泉 徹（新潟南病院）

LS7 デバイス植え込み後の心臓リハビリテーション～基本からトピックスまで～
○白石 裕一
京都府立医科大学付属病院 リハビリテーション部循環器内科
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第2日目 7月16日（日）12:20～13:20 第2会場（長良川国際会議場 4階 大会議室）

ランチョンセミナー 8

共催：武田薬品工業株式会社

座長：大石 充（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）

LS8 循環器疾患における抗血栓療法に対する消化管出血マネジメント
○川崎 雅規
岐阜大学医学部附属病院 循環病態学

第2日目 7月16日（日）12:20～13:20 第3会場（長良川国際会議場 5階 国際会議室）

第 11回循環器疾患とリハビリテーション懇話会

共催：ジャパンハートクラブ岐阜支部/岐阜心臓リハビリテーション指導士の会

座長：伊藤 正明（三重大学大学院 循環器・腎臓内科学）

慢性心不全治療における心リハとチーム医療について
○坪井 英之
大垣市民病院

第2日目 7月16日（日）12:20～13:20 第4会場（岐阜都ホテル 2階 ボールルームA）

ランチョンセミナー 9

共催：小野薬品工業株式会社/アストラゼネカ株式会社

座長：伊藤 宏（秋田大学）

LS9 糖尿病合併の心不全治療 最前線
○絹川 弘一郎
富山大学附属病院 循環器内科

第2日目 7月16日（日）12:20～13:20 第5会場（岐阜都ホテル 2階 ボールルームB）

ランチョンセミナー 10

共催：ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社/ファイザー株式会社
抗凝固療法

座長：西垣 和彦（岐阜大学 循環呼吸病態学（第二内科））

LS10-1 地方病院における心臓リハビリテーションの現状と課題
○平林 鑑
苫小牧市立病院 循環器内科

LS10-2 心不全合併心房細動における抗凝固療法
○桑原 宏一郎
信州大学医学部 循環器内科学教室
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第2日目 7月16日（日）12:20～13:20 第7会場（岐阜都ホテル 2階 漣）

ランチョンセミナー 11

共催：サノフィ株式会社

座長：池田 宇一（長野市民病院 循環器内科）

LS11 家族性高コレステロール血症の病態と新しい治療への提案
○斯波 真理子
国立循環器病研究センター研究所 病態代謝部

第2日目 7月16日（日）12:20～13:20 第8会場（岐阜都ホテル 2階 輝）

ランチョンセミナー 12

共催：帝人在宅医療株式会社/帝人ファーマ株式会社
心不全包括治療における陽圧呼吸療法の位置づけ～チームスタッフが知るべき最新知見～

座長：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）

LS12-1 チームで進める包括的心不全管理～陽圧呼吸療法をいかに活かすか？
○奥村 貴裕
名古屋大学医学部附属病院 重症心不全治療センター

LS12-2 急性・慢性心不全治療におけるASV活用の実際
○安達 仁
群馬県立心臓血管センター 循環器内科

第2日目 7月16日（日）12:20～13:20 第9会場（岐阜都ホテル 2階 青葉）

ランチョンセミナー 13

共催：持田製薬株式会社

座長：筒井 裕之（九州大学大学院医学研究院 循環器内科学）

LS13 心血管イベント抑制におけるEPA/AA比の意義～動脈硬化におけるその役割～
○佐田 政隆
徳島大学大学院 医歯薬学研究部 循環器内科学
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第1日目 7月15日（土）9:00～10:30 第3会場（長良川国際会議場 5階 国際会議室）

YIA セッション

座長：牧田 茂（埼玉医科大学国際医療センター 心臓リハビリテーション科）
吉田 俊子（宮城大学看護学群）

審査員：湊口 信也（岐阜大学大学院医学系研究科）
後藤 葉一（公立八鹿病院）
大宮 一人（聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院循環器内科）
福間 長知（高崎健康福祉大学 薬学部）
白石 裕一（京都府立医科大学大学院医学研究科 循環器内科・リハビリテーション部）

YIA-1 80 歳以上の超高齢心不全患者に対する心臓リハビリテーションの効果：急性心
筋梗塞患者との比較
○渡慶次 竜生1、伊達 歩1、三浦 弘之2、熊坂 礼音2、荒川 鉄雄2、中西 道郎2、
中尾 一泰2、長谷川 拓也2、福井 重文2、簗瀬 正伸3、野口 暉夫2、安田 聡2、
後藤 葉一1,2

1国立循環器病研究センター 循環器病リハビリテーション部、2国立循環器病研究センター 心臓血管内
科、3国立循環器病研究センター 移植部

YIA-2 周期性呼吸変動と心不全重症度との相関性
○中出 泰輔、村田 誠、安達 仁、大島 茂
群馬県立心臓血管センター 循環器内科

YIA-3 心房細動合併慢性心不全患者における運動療法によるBNP下降効果：洞調律患
者との比較
○伊達 歩1、渡慶次 竜生1、三浦 弘之1、熊坂 礼音1、中尾 一泰1、荒川 鉄雄1、
福井 重文1、長谷川 拓也1、中西 道郎1、簗瀬 正伸2、後藤 葉一1

1国立循環器病研究センター 心臓血管内科、2国立循環器病研究センター 移植部

YIA-4 心筋梗塞患者に対するKarvonen 法を用いた目標心拍数予測式の係数は β 遮断
薬の投与と投与量に影響を受けない
○根本 慎司1、笠原 酉介1、井澤 和大2、吉沢 和也1、渡辺 敏3、武市 尚也3、
赤尾 圭吾4、鈴木 規雄5、高井 学5、木田 圭亮6、鈴木 健吾6、大宮 一人5、
明石 嘉浩6

1聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 リハビリテーション部、2神戸大学大学院 保健学研究科、3聖マ
リアンナ医科大学病院 リハビリテーション部、4聖マリアンナ医科大学東横病院 リハビリテーション
室、5聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 循環器内科、6聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科

YIA-5 入院期心不全患者に対する集団疾病管理指導は心不全再入院を予防する
○上坂 建太1、吉田 都1、辻本 実奈美1、作野 のぞみ2、花岡 穂奈美2、
土谷 紘子2、友尻 慈子2、安井 久美子2、阿賀 千香子3、金田 恵美4、
山田 信子4、梅本 佳代5、板原 夢5、岡崎 佐知子2、中根 英策6、猪子 森明6

1公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院、2公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 看護部 8
階東病棟、3公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 薬剤部、4公益財団法人田附興風会医学研究所北
野病院 栄養部、5公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 地域医療サービス課、6公益財団法人田附
興風会医学研究所北野病院心臓センター
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YIA-6 心不全患者に対する新たな予後予測指標としての瞳孔の対光反応の有用性
○野崎 康平1、神谷 健太郎1、濱嵜 伸明1、松沢 良太1、田中 伸弥2、
前川 恵美3、野田 千春3、東條 美奈子3、松永 篤彦2,4、増田 卓2,4、阿古 潤哉3

1北里大学病院 リハビリテーション部、2北里大学大学院医療系研究科、3北里大学医学部 循環器内科
学、4北里大学 医療衛生学部 リハビリテーション学科

YIA-7 維持期高齢心疾患患者の歩行活動は睡眠導入や認知機能に関連する―多施設共
同研究―
○黒瀬 聖司1、宮内 拓史2、山下 亮3、玉置 昭平4、今井 優5、濱田 友里1、
梅田 陽子6、佐藤 真治7、木村 穣2、桝田 出8

1医仁会武田総合病院 疾病予防センター、2関西医科大学附属病院 健康科学センター、3熊本健康・体力
づくりセンター、4平病院 リハビリテーション科、5康生会クリニック健康運動指導科、6京都大学国際高
等教育院、7大阪産業大学 スポーツ健康学部、8武田病院グループ予防医学・EBMセンター
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第1日目 7月15日（土）11:40～12:30 第3会場（長良川国際会議場 5階 国際会議室）

一般演題 口演 1

精神・心理

座長：長野 俊彦（岩砂病院・岩砂マタニティ）
渡辺 敏（聖マリアンナ医科大学病院 リハビリテーション部）

O-001 急性心筋梗塞後患者の回復期心臓リハビリテーションにおける抑うつ状態の評
価
○小西 治美1、堀池 聖子1、山田 沙織1、藤井 沙也子1、水間 かおり1、
中西 道郎2、後藤 葉一2

1国立循環器病研究センター 看護部CCU病棟、2国立循環器病研究センター 心血管リハビリテーション科

O-002 心疾患患者における冠動脈再狭窄に対するタイプDパーソナリティの影響
○石原 俊一1、内田 龍制2、牧田 茂2

1文教大学 人間科学部、2埼玉医科大学国際医療センター 心臓リハビリテーション科

O-003 趣味や社会的役割の喪失は心大血管術後の抑うつ発症に関与する＜退院後にお
ける目標設定の重要性＞
○奥村 高弘1、山中 順子1、松下 愛里1、宮下 貴拓1、宮下 史寛2、平松 範彦2、
松林 景二2

1近江八幡市立総合医療センター リハビリテーション技術科、2近江八幡市立総合医療センター 心臓血管
外科

O-004 当院循環器内科に入院となった心不全患者の抑うつが在院日数に及ぼす影響―
HADSを用いた検討―
○井上 慎太郎、澤村 翔吾、森本 夕貴
社会医療法人大成会福岡記念病院 リハビリテーション科

O-005 経カテーテル大動脈弁留置術患者に対するフレイル評価は、周術期せん妄と遠隔
期のフレイル回復を予測する
○竹内 雅史1,2、松本 泰治1、土屋 聡1、杉澤 潤1、宇塚 裕紀1、大山 宗馬1、
天水 宏和1、高橋 潤1,5、吾妻 俊弘3、宮田 敏1、熊谷 紀一郎4、川本 俊輔4、
上月 正博1,5、荒井 啓行6、齋木 佳克4、下川 宏明1

1東北大学 循環器内科学、2東北大学病院 リハビリテーション部、3東北大学 麻酔科学、4東北大学 心
臓血管外科学、5東北大学 内部障害学、6東北大学 加齢医学研究所 老年医学

O-006 心疾患患者における自我状態とタイプDパーソナリティの関連の検討
○藤井 彩1,2、上西 祐輝1,3、上田 亜希子1、宮内 拓史1、高尾 奈那1,2、
吉内 佐和子1、佐藤 豪4、木村 穣1,2

1関西医科大学附属病院 健康科学センター、2関西医科大学大学院 健康科学、3同志社大学大学院 心理
学研究科、4同志社大学 心理学部
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第1日目 7月15日（土）11:40～12:40 第7会場（岐阜都ホテル 2階 漣）

一般演題 口演 2

心臓術後・大血管術後（1）

座長：加藤 宏司（久留米大学医療センター 循環器内科）
田畑 稔（豊橋創造大学 保健医療学部 理学療法学科）

O-007 心大血管術後リハビリテーションにおける遅延因子の検討
○鹿尾 大喜1、後藤 総介1、岡本 敦1、奥中 桂子1、田巻 庸道2、中川 義久2、
山中 一朗3、近藤 博和1,2

1天理よろづ相談所病院 リハビリセンター、2天理よろづ相談所病院 循環器内科、3天理よろづ相談所病
院 心臓血管外科

O-008 Frailty（フレイル）を呈する高齢心臓外科術後患者における自宅退院の規定因
子の検討
○岩井 景吾1、安達 裕一1、堀 健太郎1、足立 和恵1、平川 功太郎1、
作山 晃裕1、鈴木 雄大1、小薗 愛夏1、上脇 玲奈1、神永 育実1、有光 健1、
齋藤 正和1、長山 雅俊2、伊東 春樹2

1日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 理学療法科、2日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 循
環器内科

O-009 心臓血管外科術後、InBody を用いた体液量管理の有用性
○原 康貴1、作井 大介1、久世 洋嗣1、瀧野 皓哉1、永井 敬志1、桂川 曜子1、
恒川 智宏2、加藤 貴吉2、川村 一太3、富田 伸二2

1岐阜ハートセンター 心臓リハビリテーション室、2岐阜ハートセンター 心臓血管外科、3岐阜ハートセ
ンター 循環器内科

O-010 Stanford A 型急性大動脈解離手術例における術前サルコペニア（骨格筋量）の
臨床的意義
○古川 博史1、田村 太志1、滝内 宏樹1、山澤 隆彦1、渡部 芳子1、柚木 靖弘1、
田淵 篤1、正木 久男1、種本 和雄1、佐藤 宏樹2、橋詰 奏子2、森 真由子3、
木場 美里3、犬飼 明莉3、片岡 和佳3

1川崎医科大学 心臓血管外科、2川崎医科大学 リハビリテーションセンター、3川崎医科大学附属病院
看護部

O-011 開心術における換気障害患者の術後呼吸機能の経時的回復について
○鈴木 賢1、中根 昌城1、菅生 真行1、廣田 新平1、篠田 翼1、戸島 洋介1、
野口 舞1、金森 毅繁1、小関 迪2、末松 義弘3

1医療法人社団筑波記念会筑波記念病院 リハビリテーション部、2医療法人社団筑波記念会筑波記念病院
循環器内科、3医療法人社団筑波記念会筑波記念病院 心臓血管外科

O-012 高齢心臓外科手術患者における術後貧血とリハビリテーション進行との関連性
○平川 功太郎1、安達 裕一1、堀 健太郎1、上脇 玲奈1、足立 和恵1、
神永 育実1、小薗 愛夏1、有光 健1、作山 晃裕1、鈴木 雄大1、岩井 景吾1、
齊藤 正和1、長山 雅俊2、伊東 春樹2

1公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 理学療法科、2公益財団法人日本心臓血圧研究振
興会附属榊原記念病院 循環器内科
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O-013 心臓外科手術後の運動耐容能の向上に関連する要因の検討
○吉田 都1、上坂 建太1、辻本 実奈美1、浦 慎太郎1、鹿島 愛香1、佐藤 慶彦1、
呑口 竜一1、松岡 森1、本田 憲胤1、中根 英策2、高井 文恵2、森島 学2、
植山 浩二2、猪子 森明2

1公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 リハビリテーションセンター、2公益財団法人田附興風会医
学研究所北野病院 心臓センター
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第1日目 7月15日（土）16:00～16:50 第7会場（岐阜都ホテル 2階 漣）

一般演題 口演 3

心臓術後・大血管術後（2）

座長：民田 浩一（西宮渡辺心臓血管センター）
河村 孝幸（東北福祉大学 健康科学部 医療経営管理学科）

O-014 弓部大動脈人工血管置換術後のせん妄とリハビリテーション経過に関する検討
○古田 佳祐1、浅田 浩明1、高橋 由佳1、片田 奈保美1、清 優ノ介1、
島村 淳一2、山本 晋2

1川崎幸病院 リハビリテーション科、2川崎幸病院 大動脈センター

O-015 経カテーテル大動脈弁置換術後患者における退院時日常生活活動能力低下の危
険因子の検討
○足立 和恵1、堀 健太郎1、安達 裕一1、平川 功太郎1、神永 育実1、
作山 晃裕1、鈴木 雄大1、小薗 愛夏1、岩井 景吾1、有光 健1、上脇 玲奈1、
齊藤 正和1、長山 雅俊2、伊東 春樹2

1公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 理学療法科、2公益財団法人日本心臓血圧研究振
興会附属榊原記念病院 循環器内科

O-016 心臓血管外科術後の身体運動機能低下を予測する因子について
○河村 知範1、松尾 善美2、古田 宏1、永井 佑典1、當尊 哲也1、坂下 浄1、
今井 良英1、釋迦堂 可奈3、東上 震一4

1岸和田徳洲会病院 リハビリテーション科、2武庫川女子大学 健康・スポーツ科学部、3岸和田徳洲会病
院 看護部、4岸和田徳洲会病院 心臓血管外科

O-017 術前身体機能は術後リハビリテーションに影響を及ぼすのか？
○菅生 真行1、鈴木 賢1、中根 昌城1、廣田 新平1、篠田 翼1、戸島 洋介1、
野口 舞1、宮崎 仁1、金森 毅繁1、小關 迪2、末松 義弘3

1医療法人社団筑波記念会筑波記念病院 リハビリテーション部、2医療法人社団筑波記念会筑波記念病院
循環器内科、3医療法人社団筑波記念会筑波記念病院 心臓血管外科

O-018 当院における心臓外科手術後の在院日数に関連する特徴について
○清水 和也1、上原 光司1、岡本 悠佑1、村川 佳太1、松下 浩尚1、欅 篤2、
常深 孝太郎3

1社会医療法人愛仁会高槻病院 技術部 リハビリテーション科、2社会医療法人愛仁会高槻病院 診療部
リハビリテーション科、3社会医療法人愛仁会高槻病院 診療部 心臓血管外科

O-019 後期高齢患者の術前握力は心臓外科手術症例において術後退院遅延の予測因子
となる
○北山 達郎1、内山 覚1、金安 つかさ1、石田 慎平1、寺西 司1、西 将則1、
中尾 達也2

1新東京病院 リハビリテーション科、2新東京病院 心臓血管外科
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第1日目 7月15日（土）16:50～17:40 第7会場（岐阜都ホテル 2階 漣）

一般演題 口演 4

心臓術後・大血管術後（3）

座長：土田 博光（誠潤会水戸病院 心臓血管外科）
吉田知香子（群馬県立心臓血管センター 看護部 地域医療連携室・心臓リハビリテー

ション）

O-020 右小開胸による心臓血管外科手術前後の身体及び精神機能の推移
○矢野 雄大1、森本 陽介1、福島 卓也1,4、脇内 麻衣2、高橋 牧子2、
野田 恵理2、山下 揚子2、谷川 和好3、三浦 崇3、江石 清行3、神津 玲1,4

1長崎大学病院 リハビリテーション部、2長崎大学病院 看護部、3長崎大学病院 心臓血管外科、4長崎大
学医歯薬学総合研究科

O-021 開心術後患者の創部痛に関する検証―胸骨正中切開と右小開胸の比較―
○高橋 牧子1、竹内 舞衣子1、脇内 麻衣1、野田 恵理1、山下 暢子1、
斉藤 美保1、矢野 雄大2、森本 陽介2、谷川 和好3

1長崎大学病院 看護部、2長崎大学病院 リハビリテーション部、3長崎大学病院 心臓血管外科

O-022 経カテーテル大動脈弁留置術（TAVI）患者の術後 6ヵ月の身体機能に関わる因
子の検討
○白石 千恵1、川邊 祐子1、木村 雅巳1、平岡 仁美1、肥留川 隼1、財田 征典1、
中村 美紀1、小野寺 凌紀1、山口 賢一郎1、木戸 秀聡2、増田 尚己2、
緒方 信彦2、福隅 正臣3、手取屋 岳夫3、一色 高明2

1上尾中央総合病院 リハビリテーション技術科、2上尾中央総合病院 循環器内科、3上尾中央総合病院
心臓血管外科

O-023 胸骨正中切開による心臓外科手術後患者の咳嗽力の障害と創部痛について
○小澤 哲也1、佐藤 隆一1、大山 由廉1、中村 彩菜1、中山 滋1、柳川 直望1、
霜田 直史2、石川 智啓3、畠田 和嘉3、弓削 大4、齊藤 正和5、川口 竹男4

1小田原市立病院 リハビリテーション室、2小田原市立病院 リハビリテーション科、3小田原市立病院
心臓血管外科、4小田原市立病院 循環器内科、5公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院
理学療法科

O-024 超高齢者の早期回復を目指す上でのハートチームの課題
○森本 喜久、森 義統、林 一雅、畠山 駿弥
兵庫県立淡路医療センター

O-025 肺高血圧症患者における肺移植後のリハビリテーション経過の特徴
○大島 洋平1、佐藤 晋1,2、小笹 寧子1,3、島村 奈那1、宮坂 淳介1、吉岡 佑二1、
藤田 容子1、中谷 未来1、佐藤 達也1、西川 徹1、吉田 路子1、南角 学1、
青山 晃博4、陳 豊史4、伊逹 洋至4、西川 幸余5、木下 秀之3、木村 剛3、
池口 良輔1,6、松田 秀一1,6

1京都大学医学部附属病院 リハビリテーション部、2京都大学医学部附属病院 呼吸器内科、3京都大学医
学部附属病院 循環器内科、4京都大学医学部附属病院 呼吸器外科、5京都大学医学部附属病院 看護
部、6京都大学医学部附属病院 整形外科
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第1日目 7月15日（土）9:00～9:50 第8会場（岐阜都ホテル 2階 輝）

一般演題 口演 5

年齢・性差・高齢患者（1）

座長：北岡 裕章（高知大学医学部 老年病・循環器内科学）
安達 太郎（昭和大学医学部 内科学講座 循環器内科学部門）

O-026 臥位、座位、立位での血圧変動の心臓リハビリテーションへの影響の検討
○藤島 慎一郎1、山本 壮太2、山守 健太2、島添 裕史2、東 里奈1、
池永 千寿子2、岩松 希美2、小柳 靖裕2、古賀 徳之1、土橋 卓也1

1製鉄記念八幡病院 循環器高血圧内科、2製鉄記念八幡病院 リハビリテーション部

O-027 心肺運動負荷試験及び身体活動量アンケート調査結果に基づいた当院外来心リ
ハ患者の年代別身体的特徴
○永富 丈博1,3、宮下 貴史1,3、赤羽 弘泰1,3、馬渡 栄一郎2,3、東方 壮男2,3、
富田 威2,3

1JA長野厚生連北アルプス医療センターあづみ病院 リハビリテーション科、2JA長野厚生連北アルプス医
療センターあづみ病院 循環器内科、3JA長野厚生連北アルプス医療センターあづみ病院 循環器病セン
ター

O-028 高齢化率 30.1％の医療圏における超高齢者慢性心不全医療の実際
○西尾 まゆ1、村山 雅美2、釼持 知恵2、松浦 昭彦3、辻合 康浩3、岡田 健一郎1

1済生会千里病院 循環器内科、2済生会千里病院 看護部、3済生会千里病院 心大血管リハビリテーショ
ン部

O-029 熊本地震被災地で垣間見えた 2025 年問題 身体、心理や精神、社会のフレイ
ル
○上拾石 秀一1、阪口 明2、勝木 進2、福原 聖也2、松下 良美2、平田 渚2、
塚田 明日香2、二牟禮 洋子3

1社会医療法人芳和会くわみず病院 循環器内科、2社会医療法人芳和会くわみず病院 リハビリテーション
科、3社会医療法人芳和会くわみず病院 看護部

O-030 80 歳以上の超高齢急性心筋梗塞患者における外来心臓リハビリテーション積極
参加の効果
○渡慶次 竜生1、伊達 歩1、三浦 弘之2、熊坂 礼音2、荒川 鉄雄2、中西 道郎2、
中尾 一泰2、長谷川 拓也2、福井 重文2、簗瀬 正伸3、野口 暉夫2、安田 聡2、
後藤 葉一1,2

1国立循環器病研究センター 循環器病リハビリテーション部、2国立循環器病研究センター 心臓血管内
科、3国立循環器病研究センター 移植部

O-031 YIA セッションにて発表
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第1日目 7月15日（土）9:50～10:40 第8会場（岐阜都ホテル 2階 輝）

一般演題 口演 6

年齢・性差・高齢患者（2）

座長：小林 欣夫（千葉大学大学院医学研究院 循環器内科学）
久保 貴昭（大和市立病院 循環器内科）

O-032 当院における高齢慢性心不全患者の転帰に関与する因子の検討
○萩尾 智子1、船越 祐子2、渡辺 洋子3

1国家公務員共済組合連合会浜の町病院 リハビリテーション部、2国家公務員共済組合連合会浜の町病院
循環器内科、3国家公務員共済組合連合会浜の町病院 看護部

O-033 当院で自宅退院に至った後期高齢循環器疾患患者における下肢筋力の実態
○山村 悠二1、杉安 愛子4、下田 憲太郎1、安藤 一哲1、近藤 茂瑠1、
倉田 考徳1、高山 久美子2、桑原 美結花2、高山 千晴2、樋口 隼介2、
今吉 慶3、吉田 健太郎4、中嶋 直久4、関 裕4

1医療法人社団永生会南多摩病院 リハビリテーション科、2医療法人社団永生会南多摩病院看護部、3医療
法人社団永生会南多摩病院 栄養科、4医療法人社団永生会南多摩病院 循環器科

O-034 80 歳以上と未満での心不全再入院における心不全増悪因子の違いとBNPガイ
ド治療への影響についての検討
○田中 彰博、西野 雅巳、田内 潤
大阪労災病院 循環器内科

O-035 超高齢者（90歳以上）における外来心臓リハビリテーション
○原田 忠宜1,2、宮川 睦喜1、紺野 久美子1、福地 勇希3、大田 麻理乃3、
鈴木 里奈3、三上 健太3、大瀧 侑3、西川 淳一3、男澤 愛美3、渡邉 正美3、
細越 巨禎1、横山 直之1、下川 智樹2、上妻 謙1

1帝京大学医学部附属病院 循環器内科、2帝京大学医学部附属病院 心臓血管外科、3帝京大学医学部附属
病院 心臓リハビリテーションセンター

O-036 当院における超高齢心疾患患者の現状と課題
○宮澤 祥太1、藤本 惠実1、大槻 美奈子1、丸山 双葉1、諸田 由貴1、
北原 佐津貴2、中村 恵里子2、阿部 桂奈2、唐澤 亜由美2、堀 憲治3、北林 浩4

1伊那中央病院 リハビリテーション技術科、2伊那中央病院 看護部、3伊那中央病院 臨床検査科、4伊那
中央病院 循環器内科

O-037 高齢心不全患者のリハビリテーションにおける認知機能低下者の移動能力回復
過程に関する検討
○水田 泰博1、小林 万里子1、森本 隆也1、田島 亜由美1、吉田 潤史1、
齋藤 圭介2

1医療法人誠和会倉敷紀念病院 リハビリテーション科、2吉備国際大学 保健医療福祉学部 理学療法学科
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第1日目 7月15日（土）11:40～12:40 第8会場（岐阜都ホテル 2階 輝）

一般演題 口演 7

サルコペニア・フレイル（1）

座長：荒木 優（産業医科大学 第2内科学）
森沢 知之（兵庫医療大学 リハビリテーション学部 理学療法学科）

O-038 心大血管疾患リハビリテーション患者におけるサルコペニアの関連因子につい
ての検討
○片柳 聡1、中島 敏明2、山口 すおみ4、荒川 智恵1、高橋 玲子1、野澤 直広1、
水嶋 優太1、松本 和久1、有川 拓男3、井上 晃男3、安田 智洋5

1獨協医科大学病院 リハビリテーション科、2獨協医科大学病院 ハートセンター、3獨協医科大学 心
臓・血管内科、4獨協医科大学 循環器・腎臓内科、5聖隷クリストファー大学 看護学部 看護学科

O-039 当院の心疾患患者におけるフレイルの現状
○井上 航平1,2、舛友 一洋2、竹村 仁1、安藤 真次1、阿部 翔伍1、大場 瞬一1、
衛藤 理沙1、薬師寺 香奈1、佐藤 友紀1

1臼杵市医師会立コスモス病院 リハビリテーション部、2臼杵市医師会立コスモス病院 内科

O-040 高齢心不全患者における抑うつの合併はフレイル判定の交絡因子となる
○森 悦子1、河野 裕治1、石川 綾子1、杉浦 翼1、田中 康友1、青柳 陽一郎2、
藤原 稚也3、林 陸晴3、才藤 栄一2、井澤 英夫3

1藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 リハビリテーション部、2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、3藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 循環器内科

O-041 在院中に歩行速度が低下する心不全患者の特徴
○中野 愛理1、櫻木 悟2、赤塚 仁美1、米田 一也1、荒木 直哉1、雛倉 圭吾1

1独立行政法人国立病院機構岩国医療センター リハビリテーション科、2独立行政法人国立病院機構岩国医
療センター 循環器内科

O-042 四肢骨格筋量の変化は性、年齢、疾患を問わず大腿骨格筋量の変化と関連する
○奈良 毬那1,2、杉江 正光2,3、高橋 哲也2,4、小山 照幸5、大渕 修一6、
原田 和昌3、許 俊鋭7、井藤 英喜8

1健康増進事業株式会社、2東京都健康長寿医療センター 高齢者健康増進センター、3東京都健康長寿医療
センター 循環器内科、4東京工科大学 医療保健学部、5東京都健康長寿医療センター リハビリテーショ
ン科、6東京都健康長寿医療センター研究所、7東京都健康長寿医療センター 心臓外科、8東京都健康長寿
医療センター 内分泌・糖尿病科

O-043 当院通院中の心疾患患者におけるフレイルの頻度と危険因子の検討
○工藤 香、久保山 修、萱橋 理宏
つくばハートクリニック

O-044 心不全患者における認知機能と再入院の関連には身体機能低下の有無が影響す
る
○岩津 弘太郎1、池田 力1、松村 幸一1、坂本 真実1、阪田 智子2、
原谷 こずえ2、藤田 亮子3、高林 健介3、北口 勝司3、野原 隆司3

1国家公務員共済組合連合会枚方公済病院 リハビリテーション科、2国家公務員共済組合連合会枚方公済病
院 看護部、3国家公務員共済組合連合会枚方公済病院 循環器内科
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第1日目 7月15日（土）16:00～17:00 第8会場（岐阜都ホテル 2階 輝）

一般演題 口演 8

サルコペニア・フレイル（2）

座長：中島 敏明（獨協医科大学病院 ハートセンター）
齋藤 博則（岡山赤十字病院 循環器科）

O-045 フレイルサイクルにおけるMaxVO2 とフレイル（サルコペニア・カヘキシア）関
連因子との関係
○杉江 正光1,2、原田 和昌1、奈良 毬那3、小山 照幸4、大渕 修一5、
高橋 哲也6、許 俊鋭7、井藤 英喜8

1東京都健康長寿医療センター 循環器内科、2東京都健康長寿医療センター高齢者健康増進センター、3健
康増進事業株式会社、4東京都健康長寿医療センター リハビリテーション科、5東京都健康長寿医療セン
ター研究所、6東京工科大学 医療保健学部、7東京都健康長寿医療センター 心臓外科、8東京都健康長寿
医療センター 内分泌・糖尿病科

O-046 急性非代償性心不全患者における FFMI を用いたサルコペニア評価
○本多 成史1、関野 尊久1、植村 祐介2、子安 正純2、竹本 憲二2、石川 晴菜3、
松井 まり子3、三浦 律子2

1安城更生病院 リハビリテーション科、2安城更生病院循環器センター、3安城更生病院 看護部

O-047 サルコペニアのスクリーニングに下腿周径を用いる場合は体脂肪率に留意する
必要がある
○日下 さと美、高橋 哲也、飛山 義憲、楠本 泰士、土屋 順子、西口 周、
梅田 勝

東京工科大学 医療保健学部 理学療法学科

O-048 高齢者における握力と心不全発症の関係についての検討
○櫻木 悟、中野 愛理、赤塚 仁美、米田 一也、荒木 直哉
国立病院機構岩国医療センター 循環器内科

O-049 サルコペニアの簡易スクリーニング指標であるSARC�F は高齢心不全患者の運
動機能低下を判別する
○田中 伸弥1、神谷 健太郎2、濱崎 伸明1,2、松沢 良太2、野崎 康平2、
前川 恵美3、野田 千春3、東條 美奈子4、松永 篤彦4、増田 卓4、阿古 潤哉3

1北里大学大学院医療系研究科、2北里大学病院 リハビリテーション部、3北里大学医学部 循環器内科
学、4北里大学 医療衛生学部 リハビリテーション学科

O-050 心臓リハビリテーション実施患者におけるサルコペニアの指標としてのCalf
Ankle Index
○寺山 圭一郎1、清水 一寛2、新野 直明3、小川 明宏1、秋葉 崇1、
土谷 あかり1、中神 隆洋2、清川 甫2、岩川 幹弘2

1東邦大学医療センター佐倉病院 リハビリテーション部、2東邦大学医療センター佐倉病院 循環器内
科、3桜美林大学 老年学研究科
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O-051 入院期心大血管疾患患者の簡易身体能力バッテリー（SPPB）関連因子やサル
コペニアの影響について
○野澤 直広1、中島 敏明2、荒川 智江1、高橋 玲子1、水嶋 優太1、松本 和久1、
片柳 聡1、石坂 勇人1、山口 すおみ3、有川 拓男4、豊田 茂4、井上 晃男4、
柴崎 郁子5、安田 智洋6

1獨協医科大学病院 リハビリテーション科、2獨協医科大学病院ハートセンター、3獨協医科大学 循環
器・腎臓内科、4獨協医科大学 心臓・血管内科、5獨協医科大学 心臓・血管外科、6聖隷クリストファー
大学 看護学部 看護学科
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第1日目 7月15日（土）17:00～17:50 第8会場（岐阜都ホテル 2階 輝）

一般演題 口演 9

サルコペニア・フレイル（3）

座長：古川 裕（神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科）
伊藤 大亮（東北大学病院 総合地域医療教育支援部）

O-052 心臓リハビリテーション患者における骨格筋超音波輝度と心・腎機能の関連
○寺島 雅人1、田村 由馬1、田宮 創1、餅 脩介1、落合 香1、江原 恭介1、
上野 明日香2、安 隆則2

1獨協医科大学日光医療センター リハビリテーション部、2獨協医科大学日光医療センター 心臓・血管・
腎臓内科

O-053 非肥満心疾患患者における筋肉量・体脂肪率の評価
○佐藤 達也1、小笹 寧子2、杉山 裕章2、吉田 路子1、大島 洋平1、西川 徹1、
島村 奈那1、西川 幸余4、南角 学1、池口 良輔1,3、松田 秀一1,3、上嶋 健治2、
木村 剛2

1京都大学医学部附属病院 リハビリテーション部、2京都大学医学部附属病院 循環器内科、3京都大学医
学部附属病院 整形外科、4京都大学医学部附属病院 看護部

O-054 フレイルを有する心大血管疾患患者に対する心リハの効果について
○桑原 拓哉1,3、臼田 滋3、設楽 達則1、生須 義久1、風間 寛子1、中野 晴恵1、
猪熊 正美1、下田 絵里花1、福司 光成1、関 はるな1、安達 仁1,2、村田 誠1,2、
中出 泰輔1,2、大島 茂2

1群馬県立心臓血管センター 心臓リハビリテーション部、2群馬県立心臓血管センター 循環器内科、3群
馬大学大学院 保健学研究科

O-055 Frailty を有する高齢者と Frailty と認知機能低下を有した高齢者の周術期経過
○内藤 喜隆、姫野 麻菜美、湯口 聡
心臓病センター榊原病院 リハビリテーション部

O-056 高齢心疾患患者のサルコペニアと血管機能の関連性
○小川 明宏1,2、寺山 圭一郎1、秋葉 崇1、土谷 あかり1、清川 甫3、
中神 隆洋3、清水 一寛3、丸岡 弘2、白井 厚治4

1東邦大学医療センター佐倉病院 リハビリテーション部、2埼玉県立大学大学院 保健医療福祉学研究
科、3東邦大学医療センター佐倉病院 内科学講座、4誠仁会みはま香取クリニック

O-057 超音波診断装置を用いた骨格筋の量（筋厚）と質（筋輝度）に及ぼす年齢の
影響に関する検討
○川道 幸司1、丸橋 尚也1、青木 裕美1、鈴木 幸子2、泉 直樹3、舩田 淳一3

1国立病院機構愛媛医療センター リハビリテーション科、2国立病院機構愛媛医療センター 看護部、3国
立病院機構愛媛医療センター 循環器内科
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第1日目 7月15日（土）9:00～9:50 第9会場（岐阜都ホテル 2階 青葉）

一般演題 口演 10

心リハの継続・アドヒアランス（1）

座長：布施 公一（立川メディカルセンター立川総合病院 循環器内科）
笹沼 直樹（兵庫医科大学病院 リハビリテーション部）

O-058 心疾患患者の復職と運動習慣の獲得状況
○久原 聡志1、花田 菜摘1、矢野 雄大1、石倉 龍太1、緒方 友登1、村上 武史1、
明日 徹2、大和 浩3、荒木 優4、尾辻 豊4、伊藤 英明5、佐伯 覚5

1産業医科大学病院 リハビリテーション部、2産業医科大学若松病院 リハビリテーション部、3産業医科
大学産業生態科学研究所 健康開発科学、4産業医科大学 第2内科学、5産業医科大学 リハビリテーショ
ン医学講座

O-059 当院における回復期心臓リハビリテーション参加の関連因子を探る
○東田 雪絵1、柴田 賢一2、亀島 匡高2,5、小中 真由美2、藤山 裕晃2、
加藤 正規2、島田 晶子3、江原 真理子4、山田 純生5

1名古屋ハートセンター 看護部、2名古屋ハートセンター リハビリテーション部、3名古屋ハートセン
ター 栄養科、4名古屋ハートセンター 循環器内科、5名古屋大学大学院医学系研究科（保健学）

O-060 当院での心臓リハビリテーションの外来実施の現状と対策
○渡邉 加奈子、福元 亜美、天野 智文、金村 賦之、飯田 大輔
イムス葛飾ハートセンター リハビリテーション科

O-061 急性冠症候群後における運動耐用能改善に対する家庭内支援者の有用性
○宮城 優一1、神谷 太輔1、當山 博由1、川端 晋也1、渡名喜 拓也1、
安村 大拙1、旭 朝弘2

1地方独立行政法人那覇市立病院 リハビリテーション室、2地方独立行政法人那覇市立病院 循環器内科

O-062 心臓リハビリテーション終了後の運動や健康管理についての調査
○脇本 幸子1、大島 美生2、芝 和弘2、新井 志穂2、藤原 千恵子1、具 滋樹3、
後藤 里香4

1耳原総合病院サポートセンター、2耳原総合病院 リハビリ科、3耳原総合病院 循環器内科、4耳原総合病
院 健康増進室

O-063 回復期リハビリテーション病院での心臓リハビリテーションの現状
○清水 義仁1、遠藤 宗幹2、山本 智史1、柴田 瑞穂1、森野 真代1、伊達 祐輔1、
曽部 健太1、渡邉 祥平1、渡部 雪絵1、宮澤 明義1、田中 あずさ1、
佐藤 智子3、清水 香織3、永井 明美3、中村 彩3

1IMS（イムス）グループイムス板橋リハビリテーション病院 リハビリテーション科、2IMS（イムス）グルー
プイムス板橋リハビリテーション病院 心臓リハビリテーション科、3IMS（イムス）グループイムス板橋リ
ハビリテーション病院 看護科
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第1日目 7月15日（土）9:50～10:40 第9会場（岐阜都ホテル 2階 青葉）

一般演題 口演 11

心リハの継続・アドヒアランス（2）

座長：堀田 大介（社会医療法人北海道循環器病院 循環器内科）
西川 幸治（徳島大学病院 リハビリテーション部）

O-064 ソーシャルサポートを確立することで、慢性心不全増悪による再入院を抑止する
○渡辺 智晴
一般財団法人厚生会仙台厚生病院

O-065 外来心臓リハビリテーションが可能な患者の傾向及び、継続理由についての検討
○新谷 圭亮1、齊藤 弦1、藤井 幸子1、中島 敏貴1、白 亮2、石田 典裕2

1医療法人宝生会PL病院 リハビリテーション科、2医療法人宝生会PL病院 循環器内科

O-066 社会背景を含めた心臓リハビリテーションの継続に影響する因子の検討
○橋本 伸吾1、川崎 達也2、笠井 健一1、張本 邦泰2、酒井 千恵子2、
城田 あゆみ2、進藤 篤史1、神谷 匡昭2

1松下記念病院 リハビリテーション科、2松下記念病院 循環器内科

O-067 入院時のスタッフのかかわり方と外来心臓リハビリテーションの参加継続率の
関連性
○須田 裕貴1、吉田 知香子1、大海 理香1、大橋 香織1、中出 泰輔2、村田 誠2、
安達 仁2、大島 茂2

1群馬県立心臓血管センター 看護部、2群馬県立心臓血管センター 循環器内科

O-068 外来心臓リハビリテーション終了後の運動療法継続要因についての検討
○大瀧 侑1、西川 淳一1、大田 麻里乃1、福地 勇希1、鈴木 里奈1、三上 健太1、
紺野 久美子2、松山 重文3、今水流 智浩3、横山 直之2、緒方 直史4、
下川 智樹3、上妻 謙2

1帝京大学医学部附属病院心臓リハビリテーションセンター、2帝京大学医学部附属病院 循環器内科、3帝
京大学医学部 心臓血管外科、4帝京大学医学部 リハビリテーション科

O-069 急性期病院と回復期リハビリテーション病院の医療連携による効果検証
○吉岡 晴香1、上野 勝弘1、金澤 直人1、川口 広志1、藤崎 宏明1、材木 力斗2、
福田 優子3、佐々木 真希3、小澤 修一3、古出 隆士3、岩田 健太郎4、
北井 豪5、森沢 知之6、高橋 哲也7

1西記念ポートアイランドリハビリテーション病院、2和歌山県立医科大学病院、3西記念ポートアイランド
リハビリテーション病院 循環器内科、4神戸市立医療センター中央市民病院 リハビリテーション技術
部、5神戸市立医療センター中央市民病院 循環器科、6兵庫医療大学 リハビリテーション学部、7東京工
科大学 医療保健学部
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第1日目 7月15日（土）11:40～12:30 第9会場（岐阜都ホテル 2階 青葉）

一般演題 口演 12

年齢・性差・高齢患者（3）

座長：米澤 一也（国立病院機構函館病院）
小山 照幸（東京都健康長寿医療センター リハビリテーション科）

O-070 75 歳以上の高齢心血管疾患患者における片脚立ちテストの臨床的意義
○松沢 良太1、神谷 健太郎1、濱崎 伸明1、野崎 康平1、田中 伸弥2、
五十嵐 亜希子1、中村 香奈子1、前川 恵美3、野田 千春3、東條 美奈子3、
松永 篤彦4、増田 卓4、阿古 潤哉3

1北里大学病院 リハビリテーション部、2北里大学大学院医療系研究科、3北里大学医学部 循環器内科
学、4北里大学 医療衛生学部 リハビリテーション学科

O-071 当院高齢患者へのリハビリテーションプログラム検討の必要性
○赤塚 仁美、櫻木 悟、中野 愛理、米田 一也、荒木 直哉、雛倉 圭吾
独立行政法人国立病院機構岩国医療センター リハビリテーション科

O-072 心不全による再入院回数と栄養指標に着目したHFpEF と HFrEF の比較検討
○木村 陽志1、下郷 卓史2、山中 明香里1、西脇 健太1、伊東 由教1、
竹岡 美代子1、大竹 浩史1、中村 真幸2、吉岡 真吾2、田中 昭光2、
安藤 みゆき2、青山 英和2、亀谷 良介2

1名古屋徳洲会総合病院 リハビリテーション科、2名古屋徳洲会総合病院 循環器内科

O-073 虚血性心疾患患者の身体柔軟性の変化が心肺機能に与える影響～年齢層別に見
たストレッチングの効果～
○林 大二郎1、内田 学2、小池 よう子1、岩崎 孝俊1、田辺 奈保美1、
倉澤 千裕1、加藤 真由美1、高橋 小枝1、二階堂 暁1

1八王子みなみ野心臓リハビリテーションクリニック、2東京医療学院大学

O-074 経カテーテル大動脈弁植え込み術施行例における Frailty score の変化
○本沢 晶雄1、横山 美帆2、島田 和典2、山田 みき1、渡邉 英孝4、諏訪 太一4、
山崎 優太4、菊池 佑太4、吉野 このか4、高橋 秀平2、塩澤 知之2、
相川 達郎2、松原 友美2、星野 祐里子2、土井 信一郎2、岡崎 真也2、
桑木 賢次3、藤原 俊之4、天野 篤3、代田 浩之2

1順天堂大学医学部附属順天堂医院 健康スポーツ室、2順天堂大学医学部 循環器内科、3順天堂大学医学
部 心臓血管外科、4順天堂大学医学部附属順天堂医院 リハビリテーション室

O-075 地域在住後期高齢者において還元型アルブミン比は 6分間歩行距離に関連する
○芦川 博信1、足立 拓史1、土川 洋平1、浦野 勝太1、上田 裕子2、上山 純3、
本田 育美3、山田 純生3

1名古屋大学大学院医学系研究科 リハビリテーション療法学専攻、2名古屋大学大学院医学系研究科 病態
解析学専攻、3名古屋大学大学院医学系研究科（保健学）
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第1日目 7月15日（土）16:00～16:50 第9会場（岐阜都ホテル 2階 青葉）

一般演題 口演 13

糖尿病・脂質異常・動脈硬化

座長：平田 健一（神戸大学大学院医学研究科 内科学講座 循環器内科学分野）
上村 史朗（川崎医科大学 循環器内科学）

O-076 スタチンを投与した脂質異常を有する関節リウマチ患者の疾患活動性改善因子
の検討
○輿 日登美1、氷見 智子2、天本 藤緒3

1川口工業総合病院 リハビリテーション科、2川口工業総合病院 循環器内科、3自由が丘整形外科

O-077 糖尿病を合併する心疾患患者の患者教育
○山下 真由子1、寺崎 珠1、神田 豊子2

1京都民医連中央病院 リハビリテーション部、2京都民医連中央病院 リハビリテーション科

O-078 SGLT2 阻害薬（イプラグリフロジン）服用による運動耐容能への影響と安全性
について～CPXを用いた検討～
○高部 倫敬1、浦井 伸1、大石 醒悟2、横井 公宣2、本多 祐3、橋本 尚子1、
大原 毅1

1兵庫県立姫路循環器病センター 糖尿病内分泌内科、2兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科、3兵
庫県立姫路循環器病センター 心臓血管外科

O-079 心臓リハビリテーションにおける糖尿病への治療アプローチの違いによる異所
性脂肪への影響
○二階堂 暁1、塩澤 康太1、阿部 里美1、林 大二郎1、岩崎 孝俊1、
田辺 奈保美1、倉澤 千裕1、森 朋子1、加藤 真由美1、高橋 小枝1、
望月 純二2、三浦 大志3

1八王子みなみ野心臓リハビリテーションクリニック、2みなみ野循環器病院、3長野県看護大学

O-080 男性冠動脈疾患患者の包括的心臓リハビリテーションにおける血清尿酸値の位
置づけ
○松元 一郎1、林野 収成2、岩崎 まり恵3、松岡 昌彦3、船田 幸奈3、
宮崎 慎二郎2、三崎 敦史1、黒住 瑞紀1、難波 経立1、高木 雄一郎1

1KKR高松病院心臓血管病センター 循環器内科、2KKR高松病院リハビリテーションセンター、3KKR高松
病院心臓血管病センター 看護部

O-081 慢性心不全患者における糖尿病合併は運動耐容能低下の独立した予測因子であ
る
○阿部 隆宏1,2、福島 新1、横田 卓1、片山 貴史1、角谷 直哉1、白川 亮介1、
南部 秀雄1、前川 聡1、降旗 高明1、津田 正哉1、松本 純一1、中島 孝之1、
高田 真吾1、齋藤 晶理1、絹川 真太郎1

1北海道大学大学院医学研究科 循環病態内科学、2北海道大学病院 リハビリテーション部



第23回日本心臓リハビリテーション学会学術集会

一
般
演
題

口
演

94

第1日目 7月15日（土）16:50～17:40 第9会場（岐阜都ホテル 2階 青葉）

一般演題 口演 14

大血管疾患・末梢血管疾患

座長：小林 昇（医療法人社団諒和会サンヒルズクリニック）
舟見 敬成（一般財団法人総合南東北病院 リハビリテーション科）

O-082 重症下肢虚血患者における下肢機能と生命予後に関する検討
○本間 智明、小林 平、村上 嘉章、小島 輝久、西谷 喜子
JA広島総合病院 リハビリテーション科

O-083 末梢動脈疾患者の皮膚還流圧に対する骨格筋電気刺激の急性効果
○大関 直也1、伊藤 申泰1、田中 良太1、倉形 裕史1、斉藤 優香2、石田 優子2、
田中 宏和3、安達 仁4、福田 昭宏5、大久保 信司6

1東京医科大学茨城医療センター リハビリテーション療法部、2東京医科大学茨城医療センター 看護
部、3東京医科大学茨城医療センター 循環器内科、4群馬県立心臓血管センター 循環器内科、5金沢医科
大学氷見市民病院 循環器内科、6鹿島労災病院 循環器内科

O-084 末梢動脈疾患患者における術後 1年でのQOL評価
○伊藤 晃洋1、入江 容1、佐々木 裕1、山下 瑛生1、渡邉 彩貴1、上田 清史1、
加藤 盛人2、洞口 哲2、村上 厚文2

1国際医療福祉大学病院 診療技術部 リハビリテーション室、2国際医療福祉大学病院 血管外科

O-085 下肢閉塞性動脈硬化症患者に対する運動療法の跛行改善効果はリハビリ通院頻
度が多いほど大きい
○中川 雅之1、中村 公一1、中林 章1、石井 俊光1、平石 真奈1、田頭 達1、
山脇 康平1、高見 薫1、山田 愼一郎1、大橋 佳隆1、吉田 明弘1、小椋 雅也2、
塚越 亨2、柳本 佐知子2、北村 和也2、小阪 紀代美3、迫山 みどり3、
小茂池 潤太4、山本 義徳5、粟野 孝次郎1

1北播磨総合医療センター 循環器内科、2北播磨総合医療センター リハビリテーション部、3北播磨総合
医療センター 看護部、4北播磨総合医療センター 薬剤室、5北播磨総合医療センター 生理検査室

O-086 血行再建後の末梢動脈疾患（PAD）患者に対する外来リハビリテーションの効
果
○中山 理絵1、木元 朗2、三原 直子3、遠部 千尋3、伊藤 真理3、戸田 洋伸1、
高谷 陽一1、杉山 弘恭1、谷山 真規子1、三好 亨1、伊藤 浩1

1岡山大学病院 循環器内科、2岡山大学病院 リハビリテーション部、3岡山大学病院 看護部

O-087 急性大動脈解離Stanford B 型に対するリハビリテーションプログラムの逸脱理
由の検討
○板矢 悠佑1、田頭 悟志1、川端 佑輝1、妻鳥 麻未1、村田 舞2、王 云ソウ2、
永田 智己2

1野崎徳洲会病院 リハビリテーション科、2野崎徳洲会病院 心臓血管外科
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第1日目 7月15日（土）9:00～10:00 第10会場（ぎふ清流文化プラザ 2階 長良川ホール）

一般演題 口演 15

理学療法・ADL

座長：増田 卓（北里大学大学院医療系研究科 循環器内科学）
樋口 妙（九州大学 リハビリテーション部）

O-088 心不全入院患者の日常生活動作の低下に与える要因の検討
○松井 さゆり1、植村 祐介2、石川 晴菜1、鈴木 純代1

1安城更生病院 看護部、2安城更生病院 循環器内科

O-089 免荷トレッドミルを用いた運動療法はロコモティブシンドロームを有する心不
全症例のADLを改善する
○金井 香菜1、日高 貴之3、三尾 直樹1,2、中 麻規子1,2、中山 奨1,2、
磨野 浩子1,5、八陣 美佐子1,6、島田 和美1,6、北川 知郎1,3、木村 浩彰1,4、
木原 康樹1,3

1広島大学病院心不全センター、2広島大学病院 診療支援部 リハビリテーション部門、3広島大学病院
循環器内科、4広島大学病院 リハビリテーション科、5広島大学病院 看護部、6広島大学病院 栄養管理
部

O-090 心不全患者における身体機能評価の重要性―再入院に至る要因―
○田辺 奈保美1、林 大二郎1、内田 学2、岩崎 孝俊1、倉澤 千裕1、二階堂 暁1

1八王子みなみ野心臓リハビリテーションクリニック、2東京医療学院大学

O-091 回復期リハビリテーション病院にて心臓リハビリテーションを行った患者の 6
分間歩行距離に与える因子
○土橋 隼人、上野 勝弘、絹谷 洋人、佐々木 真希、福田 優子、小澤 修一、
古出 隆士

医療法人康雄会西記念ポートアイランドリハビリテーション病院

O-092 心疾患患者におけるベッドサイドの身体機能評価から歩行自立度の予測
○山本 周平1、石田 昂彬1、三澤 加代子1、常田 亮介1、松森 圭司1、
中曽根 沙妃1、荻無里 亜希1、大津 勇介1、大平 雅美2、矢島 史恵3、
樋口 智子4、山崎 佐枝子4、吉村 康夫1

1信州大学医学部附属病院 リハビリテーション部、2信州大学医学部 保健学科、3信州大学医学部附属病
院 看護部、4信州大学医学部附属病院 循環器内科

O-093 超高齢心不全患者のADLマネージメントは重要である
○島添 裕史1、藤島 慎一郎2、山本 壮太1、岩松 希美1、池永 千寿子1、
和田 希美3、小柳 靖裕1

1製鉄記念八幡病院 リハビリテーション部、2製鉄記念八幡病院 循環器内科、3製鉄記念八幡病院 薬剤
部

O-094 心疾患患者の身体活動量と下肢骨格筋エコー輝度の関係―超音波画像解析を用
いて―
○大倉 和貴1、川越 厚良1、清川 憲孝1、渡邊 暢1、佐藤 清佳1、高橋 仁美1、
島田 俊亮2、藤原 美貴子2、柴原 徹2、藤原 敏弥2、中川 正康2

1市立秋田総合病院 リハビリテーション科、2市立秋田総合病院 循環器内科
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第1日目 7月15日（土）10:00～10:50 第10会場（ぎふ清流文化プラザ 2階 長良川ホール）

一般演題 口演 16

運動負荷試験・呼気ガス分析（1）

座長：佐藤 徹（杏林大学 循環器内科）
小林 康之（群馬県立心臓血管センター 技術部 生体検査課）

O-095 心疾患患者における酸素摂取効率勾配と身体機能、臨床所見との関係
○塚田 裕也1,2、岸本 迪也1、服部 悠一3、吉川 尚宏3、原田 晴仁3、新山 寛3、
加藤 宏司3、西山 安浩3、吉田 典子3、甲斐 久史3

1久留米大学医療センター リハビリテーション部、2久留米大学大学院医学研究科、3久留米大学医療セン
ター 循環器内科

O-096 Heart Rate Recovery の異常は高齢心不全患者における予後予測因子となり得る
か？
○岡田 健一郎1、松浦 昭彦2、辻合 康浩2、大坪 愛3、木口 直子3、
木田 かおり3、山本 香織3、釼持 知恵3、村山 雅美3、西尾 まゆ1、土井 泰冶1

1大阪府済生会千里病院 循環器内科、2大阪府済生会千里病院 心大血管疾患リハビリテーション科、3大
阪府済生会千里病院 看護部

O-097 右室収縮期圧とCPX指標の関係
○長山 医1、加藤 祐子2、葉山 恵津子1、中嶋 美保子1、小林 みどり1、
櫻田 弘治3、板垣 篤典3、石井 香織3、小池 朗4、矢嶋 純二2、山下 武志2

1心臓血管研究所 臨床検査室、2心臓血管研究所 循環器内科、3心臓血管研究所 リハビリテーション
室、4筑波大学 循環器内科

O-098 冠動脈近位部有意狭窄病変を有する患者に対する心臓リハビリテーションの
CPXのパラメータ上の効果
○安達 仁、村田 誠、中出 泰輔、大島 茂
群馬県立心臓血管センター 循環器内科

O-099 「AT1 分前」強度の一定量負荷中の酸素摂取量とランプ負荷中のATの関係
○安達 仁、村田 誠、中出 泰輔、大島 茂
群馬県立心臓血管センター 循環器内科

O-100 肺高血圧症患者における唾液アミラーゼ亢進は運動耐容能低下を反映する
○坪井 康典1,2、小林 成美2、寺下 大輔2、玉田 直己2、小川 真人1,3、
小槇 公大1、中山 和彦2、田中 秀和2、井澤 和大3、酒井 良忠1、江本 憲昭2、
平田 健一2

1神戸大学医学部附属病院 リハビリテーション部、2神戸大学大学院医学研究科 循環器内科学分野、3神
戸大学大学院 保健学研究科 国際保健学領域
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第1日目 7月15日（土）11:40～12:30 第10会場（ぎふ清流文化プラザ 2階 長良川ホール）

一般演題 口演 17

運動負荷試験・呼気ガス分析（2）

座長：青山 琢磨（木沢記念病院循環器病センター 循環器内科）
田中 朋子（八代北部地域医療センター）

O-101 心肺運動負荷試験における呼気終末炭酸ガスと筋肉量の関連性
○中出 泰輔、村田 誠、安達 仁、大島 茂
群馬県立心臓血管センター 循環器内科

O-102 運動時における心房細動が心拍出量に来す影響
○中出 泰輔、村田 誠、安達 仁、大島 茂
群馬県立心臓血管センター 循環器内科

O-103 左房径拡大は心臓リハビリテーションで悪化しない
○村田 誠1、安達 仁2、中出 泰輔1、大島 茂1

1群馬県立心臓血管センター 循環器内科、2群馬県立心臓血管センター 心臓リハビリテーション部

O-104 心肺運動負荷試験（CPX）におけるAT（嫌気性代謝閾値）�RCP（呼吸性代
償開始点）時間と腎機能の相関について
○中出 泰輔、村田 誠、安達 仁、大島 茂
群馬県立心臓血管センター 循環器内科

O-105 YIA セッションにて発表

O-106 AT レベルの運動では血中乳酸値（La）は上昇するか
○小南 和志1、桂川 藤子1、今橋 恵子1、村上 光世1、秋野 正敏2、西島 宏隆2

1札幌緑愛病院心臓リハビリテーションセンター、2札幌緑愛病院 循環器内科
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第1日目 7月15日（土）16:00～16:50 第10会場（ぎふ清流文化プラザ 2階 長良川ホール）

一般演題 口演 18

運動負荷試験・呼気ガス分析（3）

座長：鶴川 俊洋（医療法人青仁会池田病院 リハビリテーション科）
伊勢 孝之（徳島大学病院 循環器内科）

O-107 高齢心不全患者の握力のちがいによる歩行時酸素摂取量および換気応答の差
○吉村 香映1,2、湯口 聡1、浦辺 幸夫2、前田 慶明2、吉田 俊伸3

1心臓病センター榊原病院 リハビリテーション室、2広島大学大学院 医歯薬保健学研究科、3心臓病セン
ター榊原病院 循環器内科

O-108 心筋梗塞患者における運動耐容能の関連要因―壮年群と高齢群の比較―
○小岩 雄大1、根本 慎司2、笠原 酉介2、井澤 和大3、吉澤 和也2、渡辺 敏1、
武市 尚也1、赤尾 圭吾4、大宮 一人5、明石 嘉浩6

1聖マリアンナ医科大学 リハビリテーション部、2聖マリアンナ医科大学横浜西部病院 リハビリテーショ
ン部、3神戸大学大学院 保健学研究科、4聖マリアンナ医科大学東横病院 リハビリテーション部、5聖マ
リアンナ医科大学西部病院 循環器内科、6聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科

O-109 回復期心疾患患者における運動耐容能に関連する因子の検討
○桑村 雄偉1、吉沢 和也2、武市 尚也1、渡邉 紗都3、根本 慎司2、赤尾 圭吾3、
笠原 酉介2、渡辺 敏1、大宮 一人4、明石 嘉浩5

1聖マリアンナ医科大学病院 リハビリテーション部、2聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 リハビリ
テーション部、3聖マリアンナ医科大学東横病院 リハビリテーション部、4聖マリアンナ医科大学横浜市西
部病院 循環器内科、5聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科

O-110 心不全患者における嫌気性代謝閾値 1分前のガス交換比は心不全の重症度およ
び最大酸素摂取量と関連する
○角谷 尚哉1、福島 新1、横田 卓1、片山 貴史1、阿部 隆宏1,2、白川 亮介1、
南部 秀雄1、前川 聡1、降旗 高明1、津田 正哉1、松本 純一1、中島 孝之1、
高田 真吾1、齋藤 晶理1、絹川 真太郎1

1北海道大学大学院医学研究科 循環病態内科学、2北海道大学病院 リハビリテーション部

O-111 慢性心不全症例に対するシャトルウォーキングテストの有用性
○笠井 健一1、川崎 達也2、橋本 伸吾1、熊野 宏治1、城田 あゆみ2、
酒井 千惠子2、張本 邦泰2、進藤 篤史1、神谷 匡昭2

1パナソニック健康保険組合松下記念病院 リハビリテーション室、2パナソニック健康保険組合松下記念病
院 循環器内科

O-112 心筋梗塞患者と冠動脈バイパス術後患者における嫌気性代謝閾値までの心拍応
答の差異についての検討
○吉沢 和也1、武市 尚也2、渡邉 紗都3、根本 慎司1、赤尾 圭吾3、桑村 雄偉2、
笠原 酉介1、渡辺 敏2、大宮 一人4、明石 嘉浩5

1聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 リハビリテーション部、2聖マリアンナ医科大学病院 リハビリ
テーション部、3聖マリアンナ医科大学東横病院 リハビリテーション室、4聖マリアンナ医科大学横浜市西
部病院 循環器内科、5聖マリアンナ医科大学病院 循環器内科
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第1日目 7月15日（土）16:50～17:50 第10会場（ぎふ清流文化プラザ 2階 長良川ホール）

一般演題 口演 19

運動負荷試験・呼気ガス分析（4）

座長：村上 淳（群馬県立心臓血管センター 循環器内科）
西﨑 真里（独立行政法人国立病院機構岡山医療センター リハビリテーション科）

O-113 CPXにおけるMinimum VE/VCO2 と VE vs VCO2 slope の乖離についての検
討
○村田 誠、安達 仁、中出 泰輔、大島 茂
群馬県立心臓血管センター 循環器内科

O-114 CPXにおける一回換気量―呼吸数曲線の傾きにおける正常値の検討
○村田 誠1、安達 仁2、中出 泰輔1、大島 茂1

1群馬県立心臓血管センター 循環器内科、2群馬県立心臓血管センター 心臓リハビリテーション部

O-115 心拍応答と安静時心拍数の心血管イベント発生の検討
○村田 誠1、安達 仁2、中出 泰輔1、大島 茂1

1群馬県立心臓血管センター 循環器内科、2群馬県立心臓血管センター 心臓リハビリテーション部

O-116 VE versus VCO2 slope ％予測値の臨床的有用性
○足利 光平1,2,3、田中 しおり4、田中 和代4、市川 由里5、前田 知子6、
明石 嘉浩3、長山 雅俊1、伊東 春樹1

1公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 循環器内科、2川崎市立多摩病院 循環器内
科、3聖マリアンナ医科大学 循環器内科、4榊原記念病院 臨床検査科、5東京工科大学 医療保健学部
臨床検査学科、6榊原記念クリニック 臨床検査科

O-117 心筋虚血発作時の心拍数についての検討
○中出 泰輔、村田 誠、安達 仁、大島 茂
群馬県立心臓血管センター 循環器内科

O-118 運動耐容能が低下している患者におけるPeakVO2 と minVE/VCO2 の関連性
○中出 泰輔、村田 誠、安達 仁、大島 茂
群馬県立心臓血管センター 循環器内科

O-119 心臓リハビリテーションにおける交感神経抑制
○中出 泰輔、村田 誠、安達 仁、大島 茂
群馬県立心臓血管センター 循環器内科
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第2日目 7月16日（日）9:00～9:50 第8会場（岐阜都ホテル 2階 輝）

一般演題 口演 20

心臓弁膜症

座長：山本 一博（鳥取大学医学部 病態情報内科）
齋木 佳克（東北大学大学院医学系研究科 外科病態学講座 心臓血管外科学分野）

O-120 TAVI は SAVRと比較して術後の 10m歩行時間の維持に寄与する
○久世 洋嗣1、原 康貴1、作井 大介1、瀧野 皓哉1、永井 敬志1、桂川 曜子3、
平田 哲夫2、加藤 貴吉2、恒川 智宏3、大久保 宗則3、川村 一太3、富田 伸司2

1岐阜ハートセンター 心臓リハビリテーション室、2岐阜ハートセンター 心臓血管外科、3岐阜ハートセ
ンター 循環器内科

O-121 大動脈弁疾患における自己心膜による弁再建術と弁置換術の術後経過の比較
○土屋 忠大1、新屋 順子1、田中 國義2

1公益財団法人浜松市医療公社浜松医療センター リハビリテーション技術科、2公益財団法人浜松市医療公
社浜松医療センター 心臓血管外科

O-122 女性における経カテーテル大動脈弁留置術（TAVI）術後の握力低下率に関連す
る因子の検討
○柴田 賢一1、亀島 匡高1、小中 真由美1、藤山 裕晃1、加藤 正規1、
東田 雪絵2、島田 晶子3、江原 真理子4、加納 誠士4、山本 真功4、山田 純生5

1名古屋ハートセンター リハビリテーション部、2名古屋ハートセンター 看護部、3名古屋ハートセン
ター 栄養科、4名古屋ハートセンター 循環器内科、5名古屋大学大学院医学系研究科

O-123 TAVR患者の認知機能、精神心理機能、ADL能力の変化
○生須 義久1、山下 遊平1、下田 絵里花1、設楽 達則1、中野 晴恵1、
猪熊 正美1、中出 泰輔1,2、村田 誠1,2、安達 仁1,2、大島 茂2

1群馬県立心臓血管センター 心臓リハビリテーション部、2群馬県立心臓血管センター 循環器内科

O-124 経カテーテル大動脈弁留置術後における急性期リハビリ効果（アプローチ部位別
の検討）
○茶谷 健一1、明石 嘉浩1、鈴木 健吾1、田邉 康宏1、木田 圭亮1、出雲 昌樹1、
上嶋 亮1、南 圭祐1、奥山 和明1、北中 陽介2、大野 真2、坂本 三樹3、
渡辺 敏4、武市 尚也4、原田 智雄1

1聖マリアンナ医科大学 循環器内科、2聖マリアンナ医科大学 心臓血管外科、3聖マリアンナ医科大学
麻酔科、4聖マリアンナ医科大学 リハビリテーション部

O-125 重度の大動脈弁狭窄症患者に対する低強度レジスタンストレーニングの安全性
評価
○佐々木 健一郎1、牛島 茂樹2、黒川 由貴2、仲吉 孝晴1、大塚 昌紀1、
佐々木 基起1、石崎 勇太1、枇杷 美紀1、夕田 直子1、上野 高史1、
志波 直人2、福本 義弘1

1久留米大学 心臓・血管内科、2久留米大学病院 リハビリテーション部
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第2日目 7月16日（日）9:50～10:50 第8会場（岐阜都ホテル 2階 輝）

一般演題 口演 21

虚血性心疾患

座長：木村 一雄（横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター）
内山 隆史（戸田中央総合病院 心臓血管センター 内科）

O-126 急性心筋梗塞発症早期の運動耐容能を規定する因子の検討
○後藤 総介1、近藤 博和1,2、岡本 敦1、奥中 桂子1、鹿尾 大喜1、田巻 庸道2、
中川 義久2

1天理よろづ相談所病院 リハビリセンター、2天理よろづ相談所病院 循環器内科

O-127 急性心筋梗塞患者の栄養状態と有害事象
○坂口 知子1、藤田 啓誠1、羽野 嘉文1、山路 正之1、武田 輝規1、南川 未来2、
大矢 可奈子2、蒲生 果奈3

1湖東記念病院 循環器内科、2湖東記念病院 リハビリテーション科、3湖東記念病院 栄養科

O-128 当院における岐阜心臓リハビリテーションネットワーク（CR�GNet）の現状に
ついて
○川瀬 春奈1、西垣 和彦2、安藤 貴洋1、松尾 紗織1、名和 隆英2、湊口 信也2

1岐阜大学医学部附属病院 心臓血管リハビリテーション室、2岐阜大学医学部附属病院 第二内科

O-129 急性心筋梗塞心リハ患者における血管内皮機能に影響をおよぼす因子の検討
○高圓 雅博、福間 長知、小野寺 健太、時田 美和、加藤 和代、高橋 啓、
清水 渉

日本医科大学付属病院 循環器内科学

O-130 高齢患者における血管内皮機能障害の予後予測
○川島 千佳1、松澤 泰志1、佐藤 亮佑1、小西 正紹1、小菅 雅美1、木村 一雄1、
田村 功一2

1横浜市立大学附属市民総合医療センター 心臓血管センター、2横浜市立大学医学部 循環器・腎臓内科学

O-131 急性心筋梗塞患者の歩行能力と身体機能の関連―世代に応じて改善すべき身体
機能は異なる―
○村田 雄二、中道 隼人、正木 信也
ベルランド総合病院 理学療法室

O-132 当院外来心臓リハビリテーションにおける急性心筋梗塞患者の予後についての
検討
○濱 知明、牛島 明子、及川 惠子、小林 義典
東海大学医学部付属八王子病院 循環器内科
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第2日目 7月16日（日）11:00～11:50 第8会場（岐阜都ホテル 2階 輝）

一般演題 口演 22

疾病管理プログラム・再入院予防

座長：松山公三郎（医療法人山部会竜山内科リハビリテーション病院 循環器内科）
高橋 将成（市立釧路総合病院 心臓血管内科）

O-133 市中病院における心不全入院に占める高齢患者の現状と問題点
○木股 正樹1,2、槻本 康人2、曽田 祥正2、森野 智史3、佐藤 伸一郎3

1大津市民病院 循環器内科、2大津市民病院 リハビリテーション部、3大津市民病院 看護部

O-134 当院独自の「心不全増悪因子チェックリスト」の検討
○畔上 真緒1、梶山 正樹1、伊藤 美由紀1、下郷 卓史2

1名古屋徳洲会総合病院 看護部、2名古屋徳洲会総合病院 循環器内科

O-135 当院における外来通院型心臓リハビリテーション効果の疾患別検討
○杉本 千佳1、久保 徳昌1、上田 めぐみ1、柴原 淳郎1、中村 圭介1、
川端 太嗣1、蓬莱 康格1、横井 公宣2、大石 醒悟2、本多 祐1,3

1兵庫県立姫路循環器病センター リハビリテーション科、2兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内
科、3兵庫県立姫路循環器病センター 心臓血管外科

O-136 高齢心筋梗塞患者の等尺性膝伸展筋力は左心室逆リモデリングの独立した規定
因子である
○牧野 彰宏1、東條 美奈子1,2、山本 周平1、亀田 良3、遠原 真一4、
木村 雅彦2、松永 篤彦1,2、阿古 潤哉3

1北里大学大学院医療系研究科、2北里大学医療衛生学部 リハビリテーション学科、3北里大学医学部 循
環器内科学、4北里大学東病院 リハビリテーション部

O-137 YIA セッションにて発表

O-138 心臓カテーテル検査、治療の入院患者を対象としたうつと生活習慣が与える服薬
アドヒアランスへの影響
○藤井 和紀、成田 安理沙、稲垣 祐介、奥原 健、和平 正子、長松 裕史、
山門 一平、伊苅 裕二

東海大学医学部付属病院 循環器内科
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第2日目 7月16日（日）13:50～14:50 第8会場（岐阜都ホテル 2階 輝）

一般演題 口演 23

トレーニング様式・運動処方

座長：加藤 理（恵和クリニック）
大石 晃久（社会医療法人川島会川島病院 リハビリテーション科）

O-139 運動負荷試験後に設定した運動処方がBorg 指数と不一致であった症例について
の検討
○上野 裕子1、武内 諒子1、中島 直美1、江澤 早織2、佐々木 利恵2、
寺崎 弓路2、小久保 苗美2、兼八 正憲3、正村 克彦3

1財団医療法人中村病院 リハビリテーション部、2財団医療法人中村病院 看護部、3財団医療法人中村病
院 循環器科

O-140 YIA セッションにて発表

O-141 YIA セッションにて発表

O-142 外来心臓リハビリテーションにおける「Exercise card」の有用性
○吉田 怜1、角谷 尚哉2、中村 梨沙子1、塚田 貴紀1、稲垣 諒1、佐藤 光1、
黒井 俊希1、森 茂樹1、吉田 一郎1

1北海道社会事業協会帯広病院スポーツ医学・心臓リハビリテーションセンター、2北海道大学大学院医学研
究科 循環病態内科学

O-143 レジスタンストレーニングにおける外来心臓リハビリテーションの取り組み
○有年 徳成1,2、中野 善之1、鷲田 幸一2、服部 鏡子2、岡永 幸平1,2、
藤本 慎佑1,2、森本 菜美1,2、堀田 幸造3、谷口 良司3、鷹津 良樹3、
山田 典夫1、藤原 久義3

1兵庫県立尼崎総合医療センター リハビリテーション部、2兵庫県立尼崎総合医療センター 心臓リハビリ
テーション室、3兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科

O-144 心臓病患者の筋力トレーニングにおける負荷量の筋電図学的分析
○谷澤 真1、藤掛 彰則2、東 昭宏2、田口 洋輝1、高橋 克幸1、大場 理恵子1、
加藤 祝也1、安城 直史2、山田 康太2、中川 彩子2、小林 さゆき2、
酒井 良彦2、田口 功2

1獨協医科大学越谷病院リハビリテーションセンター、2獨協医科大学越谷病院 循環器内科

O-145 軽負荷のピラティスを用いた運動療法が肺高血圧症患者の自律神経機能に及ぼ
す影響の検討
○鈴本 和基1、藤田 博曉2、合田 あゆみ3、佐藤 徹3、岡島 康友4

1杏林大学医学部付属病院 リハビリテーション室、2埼玉医科大学大学院医学研究科 医科学専攻、3杏林
大学医学部 第二内科学教室、4杏林大学医学部 リハビリテーション医学教室
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第2日目 7月16日（日）14:50～15:40 第8会場（岐阜都ホテル 2階 輝）

一般演題 口演 24

地域連携・在宅医療（1）

座長：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）
横山 美帆（順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科学）

O-146 超高齢者心不全患者のマネージメント 医療連携の中で知ったこと
○吉田 俊伸1、湯口 聡2、吉村 香映2、斎藤 和也2、山本 桂三1

1心臓病センター榊原病院 循環器内科、2心臓病センター榊原病院 リハビリテーション室

O-147 倉敷地区での心不全患者に対する取り組み
○川瀬 裕一1、畑 玲央1、多田 毅1、浜野 泰三郎2、寺山 雅人2、川田 稔2、
門田 一繁1

1倉敷中央病院 循環器内科、2倉敷中央病院 リハビリテーション科

O-148 心臓リハビリテーションと地域包括ケアシステムとの協働により運動耐容能向
上が得られた後期高齢者の一例
○松本 祐子1、横松 孝史2、三木 真司2、出見世 真人3、佃 陽一3、松本 恵子4、
山部 さおり1

1三菱京都病院 看護科、2三菱京都病院 循環器内科、3三菱京都病院 リハビリテーション科、4三菱京都
病院 栄養科

O-149 循環器領域におけるメンタルケアをどう展開するか―兵庫サイコカーディオロ
ジー研究会地域連携会議の模索―
○水谷 和郎1、民田 浩一2、高橋 恭子2、山根 光量3、大石 醒悟4、辻井 由紀4、
熊尾 良子4、山根 崇史5、松石 邦隆5、仲村 直子5、竹原 歩6、庵地 雄太1,7,8、
安斉 俊久7、安井 博規8、伊藤 弘人8

1医療法人社団顕彰会神戸百年記念病院心臓大血管疾患リハビリテーションセンター、2西宮渡辺心臓・血管
センター、3山根クリニック、4兵庫県立姫路循環器病センター、5神戸市立医療センター中央市民病院、6兵
庫県立大学、7国立循環器病研究センター、8国立精神・神経医療研究センター

O-150 筑紫地区における介護支援専門員の心不全患者介入状況～心不全セミナーアン
ケート結果より～
○山道 裕富実1、門上 俊明2、今野 里美2、大塚 祐弘1、大島 祐子3、
押川 達郎4、橋田 正徳5、納富 美保6、景山 沙織7

1済生会二日市病院、2済生会二日市病院循環器内科、3済生会二日市病院 看護部、4福岡大学筑紫病院 リ
ハビリテーション室、5高山病院 リハビリテーション室、6樋口病院 リハビリテーション室、7福岡徳洲
会病院 リハビリテーション室

O-151 心臓リハビリテーション実施者における地域包括ケア病棟転棟患者の特徴
○池谷 亮、宮田 伸吾、松井 伸公、内山 圭太、北川 孝、寺田 茂
金沢赤十字病院 リハビリテーション科
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第2日目 7月16日（日）15:50～16:40 第8会場（岐阜都ホテル 2階 輝）

一般演題 口演 25

地域連携・在宅医療（2）

座長：岩瀬 三紀（トヨタ記念病院 循環器科）
田城 孝雄（放送大学大学院）

O-152 当院退院後に在宅復帰へ向けたリハビリテーションを継続してもらうためにリ
ハ添書はどうあるべきか
○井南 拓1、阿部 史1、大堀 克彦2、堀田 大介2

1社会医療法人北海道循環器病院 理学療法科、2社会医療法人北海道循環器病院 循環器内科

O-153 「生活習慣・運動評価シート」使用による心不全地域連携パス患者の検討
○長崎 寿夫1、入澤 圭祐1、関谷 優1、竹澤 知恵子1、柳澤 和希1、西嶋 拓実1、
樋口 尚宏2、辻 紀子2、渡辺 徳3

1JA長野厚生連北信総合病院 リハビリテーション科、2同看護部、3同循環器内科

O-154 心臓リハビリテーション民間委託の試み～武蔵小杉ハートケアプログラムの挑
戦～
○菊池 有史1、曽根 教子1、石塚 淳史1、鴫原 祥太1、高木 宏治1、中摩 健二1、
表 俊哉1、石原 嗣郎1、石川 昌弘1、高橋 直人1、佐藤 直樹1、石田 洋子1、
中嶋 翔吾1、吉田 聡2、平塚 秀昭2、清水 渉3

1日本医科大学武蔵小杉病院 循環器内科、2株式会社東急スポーツオアシス、3日本医科大学 循環器内科

O-155 訪問看護・介護ステーションにおける在宅心不全管理の実態調査
○土川 洋平1、足立 拓史1、芦川 博信1、浦野 勝太1、山田 純生2

1名古屋大学大学院医学系研究科 リハビリテーション療法学専攻、2名古屋大学大学院医学系研究科（保健
学）

O-156 北信州心疾患地域連携パス運用による包括的管理と心臓リハビリの有用性
○入澤 圭祐1、長崎 寿夫1、関谷 優1、柳澤 和希1、西島 拓実1、竹澤 知恵子1、
樋口 尚宏2、辻 紀子2、渡辺 徳3

1JA長野厚生連北信総合病院 リハビリテーション科、2同看護部、3同循環器内科

O-157 高齢心不全患者さんに対する心臓リハビリテーションの現状と地域医療連携に
ついて～愛媛県松山市より～
○佐伯 秀幸1、大西 誠2、福田 かずえ3、山本 拓也4、佐々木 隆一4、
大島 光博4、脇 沙也香4、篠浦 由樹5、相原 聖二6、西森 智之6、横山 正也6

1済生会松山病院 循環器内科、2道後温泉病院 内科、3済生会松山病院 看護部、4済生会松山病院 リハ
ビリテーション部、5道後温泉病院 看護部、6道後温泉病院 リハビリテーション科
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第2日目 7月16日（日）9:00～9:50 第9会場（岐阜都ホテル 2階 青葉）

一般演題 口演 26

急性期リハビリ・早期介入

座長：佐藤 昭彦（さとう内科循環器内科クリニック）
前野 孝治（福井県済生会病院 循環器内科）

O-158 当院における心不全入院患者の再入院に影響する因子の検討
○大槻 聡子1、坂本 大典1、小林 弘典1、稲田 有見1、狩野 幸子1、吉田 政人1、
伊藤 雅恵1、三浦 真由美1、本田 美咲1、小野 亜紗美1、鈴木 智人2

1公益財団法人湯浅報恩会寿泉堂綜合病院 リハビリテーション科、2公益財団法人湯浅報恩会寿泉堂綜合病
院 循環器内科

O-159 慢性心不全急性増悪に対する早期リハビリテーションと歩行自立度の関連
○八木 麻衣子1、康永 秀生2、松居 宏樹2、伏見 清秀3、藤本 雅史4、
小山 照幸5、藤谷 順子4

1聖マリアンナ医科大学東横病院 リハビリテーション室、2東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻
臨床疫学・経済学教室、3東京医科歯科大学大学院医歯学系専攻 環境社会医歯学講座 医療政策情報学教
室、4国立国際医療研究センター病院 リハビリテーション科、5東京都健康長寿医療センター リハビリ
テーション科

O-160 入院から歩行開始が遅延する心不全患者の特徴
○米田 一也1、雛倉 圭吾1、荒木 直哉1、赤塚 仁美1、中野 愛理1、櫻木 悟2

1独立行政法人国立病院機構岩国医療センター リハビリテーション科、2独立行政法人国立病院機構岩国医
療センター 循環器内科

O-161 高齢心不全患者に対する地方急性期病院での心臓リハビリテーション～ベッド
サイドエルゴメーターの効果～
○中屋 雄太1,2、赤松 正教1、片山 訓博3、大木元 明義4、北岡 裕章5

1市立宇和島病院 リハビリテーション科、2高知大学大学院 医科学専攻老年病・循環器内科学、3高知リ
ハビリテーション学院 理学療法学科、4市立宇和島病院 循環器内科、5高知大学医学部 老年病・循環器
内科学

O-162 集中治療室に入室した急性非代償性心不全患者の歩行能力低下に関する因子の
検討
○田代 尚範1,2、南雲 さくら3、水上 拓也3、礒 良崇4、鈴木 洋3

1昭和大学藤が丘病院 リハビリテーション室、2昭和大学 保健医療学部 理学療法学科、3昭和大学藤が
丘病院 循環器内科、4昭和大学スポーツ運動科学研究所

O-163 神経筋電気刺激治療の臨床での安全性と課題について
○加藤 良一1、山本 朋納3、花谷 彰久2、池渕 充彦1、村上 理子1、清水 将史1、
中村 博亮1

1大阪市立大学医学部附属病院 リハビリテーション部、2大阪市立大学医学部附属病院 循環器内科、3大
阪市立大学医学部附属病院救急救命センター
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第2日目 7月16日（日）10:00～11:00 第9会場（岐阜都ホテル 2階 青葉）

一般演題 口演 27

維持期リハビリ

座長：生須 義久（群馬県立心臓血管センター 心臓リハビリテーション部）
上野 敦子（東京女子医科大学 循環器内科）

O-164 患者間の繋がりを促進する外来心臓リハビリテーション患者会の取り組み
○西村 洋1、金澤 尚徳2、金澤 知徳2、森 眞由美3、倉田 康平1、宮部 皓平1、
坂口 恵梨1、鈴木 菜里1

1青磁野リハビリテーション病院 リハビリテーション部、2青磁野リハビリテーション病院 循環器内
科、3青磁野リハビリテーション病院 看護部

O-165 レジスタンストレーニングによる筋力の変化と栄養状態との相関
○小寺 翔馬1、八重 瑞葵1、藤田 祐平1、前田 達彦1、杉山 椋祐1、河野 龍而2

1蘇生会総合病院 リハビリテーション科、2蘇生会総合病院 循環器内科

O-166 演題取り下げ

O-167 YIA セッションにて発表

O-168 心臓リハビリテーションにおけるノルディックポール使用の効果～登山中の運
動強度に及ぼす影響～
○住吉 良太1、阿部 史1、井南 拓1、前田 諭志1、須藤 拓也2、工藤 真斗2、
岡本 祐一郎2、大堀 克彦3、堀田 大介3

1社会医療法人北海道循環器病院 理学療法科、2社会医療法人北海道循環器病院心臓リハビリセンター、
3社会医療法人北海道循環器病院 循環器内科

O-169 多疾患有病者としての慢性期心血管疾患患者における腎機能と運動耐容能との
関係
○青山 晃大1、東條 美奈子1,2、遠原 真一3、忽那 俊樹3、苅谷 英紀3、
藤吉 和博4、関根 恵美子3、高橋 由美3、野田 千春4、松永 篤彦1,2、
阿古 潤哉4

1北里大学大学院医療系研究科、2北里大学医療衛生学部 リハビリテーション学科、3北里大学東病院 リ
ハビリテーション部、4北里大学医学部 循環器内科学

O-170 歩くスキーとかんじきハイキングにおける参加患者の特徴
○須藤 拓也1、阿部 史1、工藤 真斗1、岡本 祐一郎1、大堀 克彦2、堀田 大介2

1社会医療法人北海道循環器病院心臓リハビリセンター、2社会医療法人北海道循環器病院 循環器内科
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第2日目 7月16日（日）11:00～11:50 第9会場（岐阜都ホテル 2階 青葉）

一般演題 口演 28

慢性腎臓病・腎不全・呼吸器疾患・呼吸リハビリ

座長：桝田 出（武田病院 健診センター）
衣川 徹（医療法人きぬがわ内科循環器内科）

O-171 心臓リハビリテーションにおいてCKDが進行する症例の特徴
○牛島 明子1、濱 知明1、及川 惠子1、小林 義典1、宮古 裕樹2、南谷 晶2、
古川 俊明3

1東海大学八王子病院 循環器内科、2東海大学八王子病院 リハビリテーション技術科、3東海大学八王子
病院 リハビリテーション科

O-172 包括的外来心リハ参加の継続と身体活動量の拡大は心疾患患者の心腎機能の改
善に寄与する（第 1報）
○笹本 雄一朗1,5、遠藤 教子2,3、内海 妙子1、高橋 友美1、遠藤 陽介1、
難波 誠1、生居 千尋1、金澤 晃子3、新妻 健夫2、武田 寛人3、高橋 皇基4、
佐々木 理4、丹治 雅博4、伊藤 修5、上月 正博5

1一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院総合リハビリテーションセンター 理学療法科、2長者2丁
目かおりやま内科循環器内科 心臓リハビリテーション科、3太田綜合病院附属太田西ノ内病院循環器セン
ター 循環器内科、4太田綜合病院附属太田西ノ内病院循環器センター 心臓血管外科、5東北大学大学院医
学系研究科 内部障害学分野

O-173 包括的外来心リハ参加の継続と身体活動量の拡大は心疾患患者の心腎機能の改
善に寄与する（第 2報）
○笹本 雄一朗1,5、遠藤 教子2,3、難波 誠1、遠藤 陽介1、高橋 友美1、
内海 妙子1、生居 千尋1、金澤 晃子3、新妻 健夫2、武田 寛人3、高橋 皇基4、
佐々木 理4、丹治 雅博4、伊藤 修5、上月 正博5

1一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院総合リハビリテーションセンター 理学療法科、2長者2丁
目かおりやま内科循環器内科 心臓リハビリテーション科、3太田綜合病院附属太田西ノ内病院循環器セン
ター 循環器内科、4太田綜合病院附属太田西ノ内病院循環器センター 心臓血管外科、5東北大学大学院医
学系研究科 内部障害学分野

O-174 当院における腎臓リハビリテーション～外来透析患者における血液透析中の運
動療法の効果～
○山城 範洋、山城 真理子、當間 智、喜納 俊介、安里 美鈴
社会医療法人中頭病院 リハビリテーション科

O-175 心不全既往の有無による当院維持透析患者のフレイルの現状調査
○荒嶋 智志1、佐藤 貴俊1、山本 悠樹乃1、廣田 祐美1、角南 和治2

1岡山協立病院 リハビリテーション部、2岡山協立病院 内科

O-176 正常ラットにおけるシステム同定を用いた呼吸化学受容器反射の機能評価
○遠山 岳詩1、朔 啓太2、筒井 裕之1、宮本 忠吉3、砂川 賢二2

1九州大学大学院医学研究院 循環器内科学、2九州大学病院 循環器内科、九州大学循環器病未来医療研究
センター、3森ノ宮医療大学大学院保健医療学研究科 運動生理学
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第2日目 7月16日（日）13:50～14:40 第9会場（岐阜都ホテル 2階 青葉）

一般演題 口演 29

栄養療法・栄養指導・サプリメント

座長：玉木 大輔（昭和大学藤が丘病院 栄養科）
西山 安浩（西山医院）

O-177 飛騨地方の心臓リハビリテーションにおける栄養指導―現状と今後の課題―
○宮本 みちる1、坂田 亜耶佳1、梶屋 宏美1、横山 有見子2、村田 欣洋2、
小嶋 弘毅2、石腰 由美3、古田 政美3、袖浦 ゆうき3、小鳥川 彰浩4、
熊崎 誠4、水澤 直子5

1JA岐阜厚生連久美愛厚生病院 栄養科、2久美愛厚生病院 循環器内科、3久美愛厚生病院 看護部、4久美
愛厚生病院 リハビリテーション科、5久美愛厚生病院 検査科

O-178 術前の栄養状態が術後リハビリに及ぼす影響と今後の介入について
○吉村 有示1、宮本 宣秀2、迫 秀則3、長尾 智己4、安部 優樹1、福島 祐子5、
佐々木 史恵6

1社会医療法人敬和会大分岡病院 総合リハビリテーション課、2社会医療法人敬和会大分岡病院 循環器内
科、3社会医療法人敬和会大分岡病院 心臓血管外科、4社会医療法人敬和会大分岡病院 栄養課、5社会医
療法人敬和会大分岡病院 薬剤部、6社会医療法人敬和会大分岡病院 看護部

O-179 減塩努力と減塩効果の乖離に関する検討
○上田 舞、小畑 久美子、橋本 京子、濱道 尚子、川久保 由美子、
横田 浩一、山口 亘、野中 慎也、上野 裕貴、福井 純

地方独立行政法人北松中央病院心臓リハビリテーションセンター

O-180 心不全患者におけるCONUT変法の有用性の検討
○生須 義久1、山下 遊平1、高柳 麻由美1、小林 康之3、中出 泰輔1,2、
村田 誠1,2、安達 仁1,2、大島 茂2

1群馬県立心臓血管センター 心臓リハビリテーション部、2群馬県立心臓血管センター 循環器内科、3群
馬県立心臓血管センター 臨床検査課

O-181 心疾患患者に対する行動変容ステージに応じた長期的栄養指導の効果と食事摂
取量等についての検討
○松崎 景子1、板東 美穂1、藏元 公美1、福嶋 伸子2、長岡 麻由3、松本 尚也4、
槙垰 賢政4、松本 麻衣5、櫛部 香代子5、松田 成美5、齋藤 裕6、勝田 洋輔6

1福岡市医師会成人病センター 栄養管理科、2福岡女子短期大学 食物栄養科、3福岡市医師会成人病セン
ター 薬剤科、4同リハビリテーション科、5同看護部、6同循環器内科

O-182 心不全患者における入退院時の栄養評価とリハビリテーションの効果との関
連～CONUTスコアを用いて～
○宮本 高明1、西 功2,5、矢野 博義1、一色 滉平1、関澤 貴信1、伊東 佑梨3、
味原 稔3、根間 華賀里4、呉 龍梅2、門奈 芳生1、鈴木 祥司2

1独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター リハビリテーション科、2独立行政法人国立病院機構霞ヶ
浦医療センター 循環器内科、3独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター 栄養管理室、4独立行政法
人国立病院機構霞ヶ浦医療センター 看護部、5筑波大学附属病院土浦市地域臨床教育センター 循環器内
科
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第2日目 7月16日（日）14:50～15:50 第9会場（岐阜都ホテル 2階 青葉）

一般演題 口演 30

運動生理・呼吸生理

座長：久保田 功（山形大学 第一内科）
吉田 一郎（社会福祉法人北海道社会事業協会帯広病院 循環器内科）

O-183 心肺運動負荷試験でのウォームアップ時血圧は夜間血圧上昇のスクリーニング
に有用である
○山藤 浩1、中島 將宏1、石原 真由美1,3、尾形 昌弥1、丸毛 久未子1、
廣瀬 聡彦1、谷畠 進太郎2、野田 俊之2

1地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 心臓リハビリテーション部、2同循環器内科、3同看護部

O-184 心肺運動負荷試験中の経皮的酸素飽和度の検討
○熊谷 洋子1、松岡 悟2、佐藤 奈菜子3、伊藤 雄平3、庄司 亮2、佐藤 敏光1、
佐藤 学1、大高 みゆき1、渡邉 瑞穂3、阿部 元2、田村 芳一2、齊藤 崇2、
柳澤 宗4、伊藤 宏5、高橋 裕介6

1秋田厚生医療センター 看護部、2秋田厚生医療センター 循環器内科、3秋田厚生医療センター リハビ
リテーション科、4アーク循環器クリニック、5秋田大学 循環器内科学、6秋田大学医学部附属病院 リハ
ビリテーション部

O-185 心疾患患者の運動時呼吸筋疲労を規定する因子の検討
○田屋 雅信1,2、網谷 英介2、波多野 将2、齊藤 暁人2、藤原 隆行2、
新田 大介2、皆月 隼2、牧 尚孝2、中山 敦子2、細谷 弓子2、横田 一彦1、
渡辺 昌文2、小室 一成2、芳賀 信彦1

1東京大学医学部附属病院 リハビリテーション部、2東京大学医学部附属病院 循環器内科

O-186 外来期における心臓外科術後患者の上部柔軟性と呼吸機能について
○中野 晴恵1、生須 義久1、設楽 達則1、猪熊 正美1、関 はるな1、福司 光成1、
下田 絵里花1、桑原 拓哉1、風間 寛子1、中出 泰輔1,2、村田 誠1,2、安達 仁1,2、
大島 茂2

1群馬県立心臓血管センター 心臓リハビリテーション部、2群馬県立心臓血管センター 循環器内科

O-187 運動習慣のない若年女性における運動中の 1回拍出係数の動態の検討
○福田 平1、蔵野 美葉2、長浜 尚史3、松本 晃裕2

1一橋大学保健センター、2十文字学園女子大学 人間生活学部、3亜細亜大学 経済学部

O-188 時系列パラメトリック近似法を用いた呼吸化学受容器反射機能の推定
○朔 啓太1、遠山 岳詩2、吉田 賢明2、岸 拓弥1、筒井 裕之2、宮本 忠吉3、
砂川 賢二2

1九州大学循環器病未来医療研究センター、2九州大学大学院医学研究院 循環器内科、3森之宮医療大学
運動生理学講座

O-189 自発運動が心筋梗塞による心筋および骨格筋炎症におよぼす影響の検討
○門口 智泰1,2、島田 和典1,2、Hamad Al Shahi1、塩澤 知之1、高橋 秀平1、
相川 達郎1、大内 翔平1、横山 美帆1、喜多村 健一1、宮崎 哲郎1、
代田 浩之1,2

1順天堂大学大学院医学研究科 循環器内科学、2順天堂大学大学院医学研究科スポートロジーセンター
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第2日目 7月16日（日）9:00～9:50 第10会場（ぎふ清流文化プラザ 2階 長良川ホール）

一般演題 口演 31

患者教育・指導・禁煙

座長：西田 友厚（中部電力株式会社 本店 健康管理室）
松本 鉄也（大阪教育大学 健康安全科学講座）

O-190 運動耐容能の変化に影響を与える身体活動水準に関する検討
○武市 尚也1、吉沢 和也2、渡邉 紗都3、根本 慎司2、赤尾 圭吾3、笠原 酉介2、
渡辺 敏1、足利 光平4、木田 圭亮4、鈴木 健吾4、明石 嘉浩4

1聖マリアンナ医科大学病院 リハビリテーション部、2聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 リハビリ
テーション部、3聖マリアンナ医科大学東横病院 リハビリテーション室、4聖マリアンナ医科大学病院 循
環器内科

O-191 外来心臓リハビリテーションへの薬剤師の介入～退院後の服薬コンプライアン
ス実態調査～
○向井 一樹1、大原 由希子1、橋本 佳浩1、本間 智明2、小林 平2

1JA広島総合病院 薬剤部、2JA広島総合病院 リハビリテーション科

O-192 心臓リハビリテーション外来への参加頻度が運動耐容能の変化に及ぼす影響
○三浦 秀之1、南川 高亮1、横谷 浩士1、細谷 静香1、吉田 世理1、内匠 李奈1、
藤本 幹雄2

1地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院診療技術局 リハビリテーション科、2地方独立行政法人総合病
院国保旭中央病院診療局 リハビリテーション科

O-193 当院における心臓リハビリテーション立ち上げ～パンフレットの作成・運用に
よる患者教育と今後の課題～
○杉原 奈津子1、近藤 裕樹2、寺林 大史1

1医療法人徳洲会大垣徳洲会病院 リハビリテーション科、2医療法人徳洲会大垣徳洲会病院 循環器内科

O-194 経皮的冠動脈形成術後の患者に対する運動指導の効果についての検討
○松本 尚也1、勝田 洋輔2、松崎 景子3、長岡 麻由4、松本 麻衣5、槙垰 賢政1

1福岡市医師会成人病センター リハビリテーション科、2福岡市医師会成人病センター 循環器内科、3福
岡市医師会成人病センター 栄養管理科、4福岡市医師会成人病センター 薬剤科、5福岡市医師会成人病セ
ンター 看護部

O-195 心臓リハビリテーション患者の統一した患者ケアに向けて
○中村 美由紀1、成合 真衣1、大平 恵1、亀田 博美1、鬼束 ひとみ1、渡邊 玲子2

1独立行政法人地域医療機能推進機構宮崎江南病院 看護部4階病棟、2独立行政法人地域医療機能推進機構
宮崎江南病院 内科循環器科

O-196 退院後電話介入の有用性の検討～再入院患者と比較して見えてきた傾向と課
題～
○林 美里1、中津川 悦子1、鈴木 正子1、高田 京子1、土屋 志津香1、
剱持 有代1、菊池 達郎2

1社会福祉法人仁生社江戸川病院 看護部 心臓外科循環器内科病棟、2社会福祉法人仁生社江戸川病院 循
環器内科
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第2日目 7月16日（日）10:00～10:50 第10会場（ぎふ清流文化プラザ 2階 長良川ホール）

一般演題 口演 32

心リハの運営・多職種協働（1）

座長：及川 惠子（東海大学医学部付属八王子病院 循環器内科）
熊丸めぐみ（群馬県立小児医療センター リハビリテーション課）

O-197 当院の集団心臓リハビリテーションプログラムの改変への取り組み
○一條 紗月1、伊藤 純一1、清水 瑠美1、酒井田 早紀1、青山 琢磨2

1社会医療法人厚生会木沢記念病院 総合リハビリテーション部、2社会医療法人厚生会循環器病センター
循環器内科

O-199 虚血性心疾患患者に対する多職種介入率改善を目的としたクリティカルパスの
有効性
○大月 幸恵1,2、小林 弥佳1,2、鳥羽 佳子1,2、藤原 照彦2,3、樋口 聖人2,4、
宮下 貴史2,5、赤羽 弘泰2,5、永富 丈博2,5、富田 威2,6、東方 壮男2,6、
馬渡 栄一郎2,6

1JA長野厚生連北アルプス医療センターあづみ病院 看護部、2JA長野厚生連北アルプス医療センターあづ
み病院循環器病センター、3JA長野厚生連北アルプス医療センターあづみ病院 栄養科、4JA長野厚生連北
アルプス医療センターあづみ病院 薬剤部、5JA長野厚生連北アルプス医療センターあづみ病院 リハビリ
テーション科、6JA長野厚生連北アルプス医療センターあづみ病院 循環器内科

O-200 当院での心臓リハビリテーションにおける多職種カンファレンスの実状と有効
性の検討
○北原 佐津貴1、中村 恵理子1、阿部 桂奈1、唐沢 亜由美1、宮沢 祥汰3、
藤本 惠実3、丸山 双葉3、堀 憲治4、大槻 美奈子3、諸田 由貴3、北林 浩2

1伊那中央病院 看護部、2伊那中央病院 循環器内科、3伊那中央病院 リハビリテーション技術科、4伊那
中央病院 臨床検査科

O-201 長崎県の心臓リハビリテーション施設におけるチーム医療の現状報告
○濱田 真理1、岡 秀樹2

1医療法人厚生会虹が丘病院 看護部、2医療法人厚生会虹が丘病院 循環器内科

O-202 心臓リハビリテーションにおける多職種連携の必要性について～アンケート集
計した結果から得られたこと～
○川村 真1、中島 宏野2、朝倉 麻友2

1済生会横浜市東部病院 リハビリテーション部、2済生会横浜市東部病院 看護部
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第2日目 7月16日（日）11:00～11:50 第10会場（ぎふ清流文化プラザ 2階 長良川ホール）

一般演題 口演 33

心リハの運営・多職種協働（2）

座長：沼田 裕一（横須賀市立うわまち病院 循環器科）
前田 知子（公益財団法人日本心臓血圧研究所振興会榊原記念クリニック 検査科）

O-203 ICU立ち上げにおける心臓リハビリテーションの改革
○曽川 正和、東原 宣之、相良 貴義、鈴木 慎也
イムス富士見総合病院 心臓血管外科

O-204 クリニックでの心リハ成功の秘訣と課題
○田中 明美、那須 美保、藤井 貴子、中島 佳奈、西村 香織、上野 一弘
上野循環器科・内科医院

O-205 地域における身近な心臓リハビリテーションの構築
○遠藤 教子1、加藤 敏徳2、芦間 美穂3、高野 美江3、簗川 真由美4、
佐藤 尚子4、溝井 加奈子4、新妻 健夫1

1長者2丁目かおりやま内科循環器内科 心臓リハビリテーション科、2長者2丁目かおりやま内科 運動療法
部、3長者2丁目かおりやま内科 看護部、4長者2丁目かおりやま内科 臨床検査部

O-206 岐阜県飛騨地方初の外来心臓リハビリテーション施行一年の検討
○村田 欣洋1、小鳥川 彰浩2、熊崎 誠2、袖浦 ゆうき3、古田 政美3、
石腰 由美3、南 真由美3、水澤 直子4、坂田 亜耶佳5、宮本 みちる5、
小嶋 弘毅1、横山 有見子1

1JA岐阜厚生連久美愛厚生病院 循環器内科、2JA岐阜厚生連久美愛厚生病院 リハビリテーション科、3JA
岐阜厚生連久美愛厚生病院 看護部、4JA岐阜厚生連久美愛厚生病院 検査科、5JA岐阜厚生連久美愛厚生
病院 栄養科

O-207 心リハ情報共有シート導入の効果～病棟全体で再発予防に取り組む～
○安次嶺 徹、島袋 すが子、新川 優子、新垣 仕言、宮城 秀成、宮城 梨乃、
與那城 未咲

社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院 心臓リハビリテーション科

O-208 心不全多職種テンプレートを活用した包括的患者教育の現状と課題
○石川 晴菜1、新海 大智2、尾崎 祐太3、澤田 和久2、本多 成史4、増田 明啓5、
中西 里江1、松井 まり子1、植村 祐介3

1安城更生病院 看護部、2安城更生病院 薬剤部、3安城更生病院 循環器内科、4安城更生病院 リハビリ
テーション科、5安城更生病院 栄養科
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第2日目 7月16日（日）13:50～14:50 第10会場（ぎふ清流文化プラザ 2階 長良川ホール）

一般演題 口演 34

心不全・心筋症（1）

座長：高木 洋（たかき循環器・内科クリニック）
倉富 暁子（社会医療法人天神会古賀病院21 循環器内科）

O-209 高齢心不全患者の低栄養状態は予後不良規定因子となる―Geriatric Nutritional
Risk Index（GNRI）を用いて―
○山本 壮太1、島添 裕史1、池永 千寿子1、岩松 希美1、小柳 靖裕1、
藤島 慎一郎2、和田 希美3

1社会医療法人製鉄記念八幡病院 リハビリテーション部、2社会医療法人製鉄記念八幡病院 循環器・高血
圧内科、3社会医療法人製鉄記念八幡病院 薬剤部

O-210 心不全患者の動脈スティフネスは身体機能と関連する
○松村 幸一1、岩津 弘太郎1、池田 力1、坂本 真実1、阪田 智子2、
原谷 こずえ2、高林 健介3、藤田 亮子3、北口 勝司3、野原 隆司3

1国家公務員共済組合連合会枚方公済病院 リハビリテーション科、2国家公務員共済組合連合会枚方公済病
院 看護部、3国家公務員共済組合連合会枚方公済病院 循環器内科

O-211 当院で心不全に対して集団心臓リハビリテーションを施行した患者のEtiology
別予後の検討
○小田 登1、土谷 朱子1、宮内 俊介1、東原 佑1、山根 彩1、永井 道明1、
中野 良規1、香川 英介1、佐々木 正太1、加藤 雅也1、土手 慶五1、
中村 公則2、若林 昌司2、大谷 佳子3、森田 益子3、影山 紗季4、
小林 志津江4、宗田 知子5

1広島市立安佐市民病院 循環器内科、2広島市立安佐市民病院 リハビリテーション部、3広島市立安佐市
民病院 臨床検査部、4広島市立安佐市民病院 看護部、5広島市立安佐市民病院 MSW

O-212 当院における心不全入院予防に対する外来心臓リハビリテーションの効果につ
いて
○田中 俊江1、古川 正一郎1、大森 崇史1、中池 竜一1、西村 天利2、
手嶋 桂子3、内田 孝之4、山田 明1

1飯塚病院 循環器内科、2飯塚病院 リハビリテーション部、3飯塚病院 検査科、4飯塚病院 心臓血管外
科

O-213 併存疾患が急性心不全患者の予後に及ぼす影響
○植村 祐介、寺岡 翼、渡辺 峻、尾崎 祐太、今井 遼、石川 真司、
子安 正純、内川 智浩、竹本 憲二、度会 正人

安城更生病院循環器センター

O-214 超高齢者心不全患者における現状と問題点について
○中山 敦子1,2、長山 雅敏2

1東京大学 循環器内科、2榊原記念病院
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O-215 高齢化が進む当院における超高齢心不全患者に対する心リハの現状と取り組み
○村山 雅美1、釼持 知恵1、山本 香織1、木口 直子1、大坪 愛1、松浦 昭彦3、
辻合 康浩3、西尾 まゆ3、岡田 健一郎2,3

1大阪府済生会千里病院 看護部、2大阪府済生会千里病院 循環器内科、3大阪府済生会千里病院 心大血
管疾患リハビリテーション部
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第2日目 7月16日（日）14:50～15:50 第10会場（ぎふ清流文化プラザ 2階 長良川ホール）

一般演題 口演 35

心不全・心筋症（2）

座長：斎藤 能彦（奈良県立医科大学 第1内科学教室）
小山内 隆（熱川温泉病院 リハビリテーション部）

O-216 当院における超高齢心不全患者リハビリのマネージメント
○小山 紗千1、白井 精一郎1、中川 統1、貫井 幸恵2、松永 康平2、
宮澤 菜央子2、大谷 春香2、守月 理1

1船橋二和病院 内科、2船橋二和病院 理学療法科

O-217 慢性心不全患者における最高歩行速度と握力を組み合わせた身体機能指標は再
入院を予測する有用な因子となる
○庄司 寛1、森 博子1、本間 傑1、本居 昂2、多田 篤司2、徳原 教2、
小野 太祐2、斉藤 高彦2

1北見赤十字病院 医療技術部 リハビリテーション科、2北見赤十字病院 循環器内科

O-218 入院期心不全患者における早期レジスタンストレーニングの安全性と効果の検
討
○猪熊 正美1、臼田 滋2、生須 義久1、関 はるな1、福司 光成1、山下 遊平1、
桑原 拓哉1、熊谷 秀美1、下田 絵里花1、中野 晴恵1、設楽 達則1、
中出 泰輔1,3、村田 誠1,3、安達 仁1,3、大島 茂3

1群馬県立心臓血管センター 心臓リハビリテーション部、2群馬大学大学院 保健学研究科 リハビリテー
ション学講座、3群馬県立心臓血管センター 循環器内科

O-219 入院 1週間以内の腎機能悪化（WRF）が高齢心不全患者の歩行速度の改善と予
後に与える影響
○須山 竜二1、須山 朋子1、蟻坂 淳美1、大田 悠斗1、陶山 直樹1、福山 直樹1、
平井 雅之2

1松江赤十字病院 リハビリテーション科、2松江赤十字病院 循環器内科

O-220 高齢心不全患者における入院中の日常生活活動能力低下は退院後総死亡の独立
した予測因子である
○作山 晃裕1、安達 裕一1、堀 健太郎1、足立 和恵1、平川 功太郎1、
鈴木 雄大1、小薗 愛夏1、岩井 景吾1、上脇 玲奈1、神永 育実1、有光 健1、
齊藤 正和1、長山 雅俊2、伊東 春樹2

1日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 理学療法科、2日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 循
環器内科

O-221 心不全患者の全死亡と栄養状態
○南川 未来1、大矢 可奈子1、藤田 啓誠3、羽野 嘉文3、山路 正之3、
坂口 知子3、武田 輝規3、蒲生 果奈2

1湖東記念病院 リハビリテーション科、2湖東記念病院 栄養科、3湖東記念病院 循環器内科
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O-222 左室拡張障害を有する冠動脈疾患患者における外来心臓リハビリテーションが
左室拡張能に与える影響
○苅谷 英紀1、忽那 俊樹1、遠原 真一1、青山 晃大2、高橋 由美3、
関根 恵美子3、野田 千春4、藤吉 和博2、松永 篤彦2,5、東條 美奈子2,5、
阿古 潤哉4

1北里大学東病院 リハビリテーション部、2北里大学大学院医療系研究科、3北里大学東病院 看護部、4北
里大学医学部 循環器内科学、5北里大学 医療衛生学部 リハビリテーション学科
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第2日目 7月16日（日）15:50～16:40 第10会場（ぎふ清流文化プラザ 2階 長良川ホール）

一般演題 口演 36

心不全・心筋症（3）

座長：松永 篤彦（北里大学大学院医療系研究科）
小幡 裕明（新潟南病院 内科・リハビリテーション科）

O-223 急性心不全の在院日数に影響する因子の検討
○上地 一樹1、池宮城 夢1、玉井 志乃1、亀山 成子2

1社会医療法人仁愛会浦添総合病院 リハビリテーション部、2社会医療法人仁愛会浦添総合病院 リハビリ
テーション科

O-224 TypeD性格における低い対人スキルは疾患重症度と独立した心不全の関連因子
である
○中島 將宏1、谷畠 進太郎1,2、広瀬 聡彦1、山藤 浩1、丸毛 久未子1、
尾形 昌弥1、石原 真由美1,3、野田 俊之2

1地方独立行政法人岐阜県総合医療センター、2同循環器内科、3同看護部

O-225 当院における高齢心不全患者の再入院に影響する因子の検討
○永田 理沙、楠 正和、田原 祐樹、小野 亜沙美、萬代 陽介、月足 遥香
嶋田病院 リハビリテーション科

O-226 高齢慢性心不全患者の 6分間歩行距離と 5m快適歩行速度の関連性
○高良 優希1、崎山 宗俊1、石井 大遥1、田岡 誠2、丁 毅文2、宇野 欣秀3、
野崎 直樹4、高橋 哲也5

1医療法人社団栄悠会綾瀬循環器病院 理学療法科、2医療法人社団栄悠会綾瀬循環器病院 心臓血管外
科、3医療法人社団栄悠会綾瀬循環器病院 循環器内科、4医療法人社団栄悠会綾瀬循環器リハビリ病院 循
環器内科、5東京工科大学 医療保健学部

O-227 YIA セッションにて発表

O-228 日本の慢性心不全患者における運動習慣と予後に関する研究―CHART�2 研究
からの報告―
○阿部 瑠璃1、坂田 泰彦1、宮田 敏2、三浦 正暢1、小野瀬 剛生1、辻 薫菜子1、
笠原 信太郎1、及川 卓也1、佐藤 雅之1、後岡 広太郎1、白戸 崇1、高橋 潤1、
下川 宏明1,2

1東北大学大学院医学系研究科 循環器内科学、2東北大学大学院医学系研究科 循環器EBM開発学寄附講
座
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第1日目 7月15日（土）10:00～11:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 1 虚血性心疾患（1）

座長：本多 祐（兵庫県立姫路循環器病センター 心臓血管外科・リハビリテーション科）

P-001 急性心筋梗塞患者の咀嚼回数に関する検討
○川口 大志1、秋野 正敏1、大川 佐和子1,2、野田 瑛祐1、鈴木 さゆり1、
小野 慎太郎1、荻島 和美2、寺田 師3、坂本 泰三4

1岡村記念病院 心臓リハビリテーション科、2岡村記念病院 看護部、3岡村記念病院 栄養科、4岡村記念
病院 心臓血管外科

P-002 急性心筋梗塞患者における歩行負荷試験時の血圧上昇を予測する因子の検討
○尾倉 朝美1、多和 秀人2、原田 布子3、足立 康宏3、安田 知行2、吉川 糧平2、
松田 祐一2

1三田市民病院 リハビリテーション科、2三田市民病院 循環器内科、3三田市民病院 看護部

P-003 急性心筋梗塞患者における低身体活動者の入院期臨床的特徴
○岡 和博1、丸岡 弘2、冨田 晴樹3、大熊 克信1、額田 俊介1、中村 智弘4、
石田 岳史4

1社会医療法人さいたま市民医療センター 診療技術部 リハビリテーション科、2埼玉県立大学大学院 保
健医療福祉学研究科、3社会医療法人さいたま市民医療センター 看護部、4社会医療法人さいたま市民医療
センター 診療部

P-004 急性心筋梗塞（AMI）後短期クリニカルパス（短期CP）を導入して
○菅原 直美1、田中 仁史1、櫻井 拓也1、加治屋 千晶1、小濱 遼平1、
厚地 伸彦2、高岡 順一郎2

1社会医療法人天陽会中央病院 リハビリテーション部、2社会医療法人天陽会中央病院 循環器内科

P-005 早期復職を希望する準前期高齢者における急性心筋梗塞での運動耐容能に影響
を与える因子
○皆田 渉平、宮本 宣秀、安部 優樹、長尾 智己、福島 祐子、佐々木 史恵、
佐藤 明

社会医療法人敬和会大分岡病院

P-006 急性心筋梗塞における心臓リハビリテーションの再灌流時間非依存性予後改善
効果
○久野 越史1、小和板 仁3、北井 仁美2,4、野木 彩香1、前田 敦雄5、
高橋 哲也6、三邉 武幸2、鈴木 洋5、礒 良崇1,2

1昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 循環器内科、2昭和大学スポーツ運動科学研究所、3昭和大学藤
が丘リハビリテーション病院リハビリテーションセンター、4昭和大学藤が丘リハビリテーション病院 生
理機能検査室、5昭和大学藤が丘病院 循環器内科、6東京工科大学

P-007 急性心筋梗塞発症後の腎機能変化に運動耐容能は影響するか
○佐藤 聡見1,3、舟見 敬成1、根田 真澄1、佐藤 友希1、永沼 和香子2、大杉 拓2

1（一財）総合南東北病院 リハビリテーション科、2（一財）総合南東北病院 循環器内科、3東北大学
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第1日目 7月15日（土）10:00～11:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 2 心不全・心筋症（1）

座長：櫻田 弘治（心臓血管研究所 リハビリテーション室）

P-008 1 年間にわたり運動療法を行ったミトコンドリア心筋症の 1例
○齋藤 龍1,2,3、山口 済1、伊藤 有紀1、村瀬 訓生1、長田 卓也1、渡辺 翼1、
田辺 美和子1、柴崎 修平1、中澤 俊道1、浜岡 隆文3、山科 章1

1東京医科大学病院心臓リハビリテーションセンター、2牧野記念病院、3東京医科大学 健康増進スポーツ
医学分野

P-009 心臓再同期療法にても再入院を繰り返すステージD心不全に対し心臓リハビリ
テーションが有効であった一例
○今野 里美、大島 祐子、山道 裕富美、中村 亮、戸伏 倫之、瀬筒 康弘、
畑島 皓、柏原 宗一郎、豊原 貴之、門上 俊明、安藤 真一、福山 尚哉

福岡県済生会二日市病院

P-010 当院における入院心臓リハビリテーションの現状と課題
○小出 真一郎1、原 弘幸2、西山 允隆2、藤井 大2

1庄原赤十字病院 循環器部、2庄原赤十字病院 理学療法技術課

P-011 当院における心不全チームの取り組み
○瀬尾 直矢、吉田 俊伸、湯口 聡、内藤 喜隆
心臓病センター榊原病院 看護部

P-012 重度心不全患者の退院支援―病院から地域へつなげた一症例―
○衛藤 理沙1、竹村 仁1、舛友 一洋2

1臼杵市医師会立コスモス病院 リハビリテーション科、2臼杵市医師会立コスモス病院 内科

P-013 心臓リハビリテーションを行うことで、運動耐容能・QOLの向上を認めた心サ
ルコイドーシスの一例
○中道 隼人、正木 信也、村田 雄二
社会医療法人生長会ベルランド総合病院 理学療法室

P-014 DCMによるドブタミン依存状態から離脱し、自宅退院となった症例に対する心
臓リハビリテーションの経験
○田村 肇1、山城 伸介1、玉城 遥1、金子 友里1、喜瀬 真雄2

1沖縄県立南部医療センター・こども医療センター リハビリテーション室、2琉球大学大学院医学研究科
衛生学・公衆衛生学講座
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第1日目 7月15日（土）10:00～11:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 3 心臓術後・大血管術後（1）

座長：曽川 正和（医療法人財団明理会イムス富士見総合病院 心臓血管外科）

P-015 当院における心臓血管外科手術後リハビリテーションの進行状況
○庄田 好孝1、高岡 真司1、鈴木 辰幸1、伊藤 ちず1、須田 久雄2

1名古屋市立東部医療センター リハビリテーション科、2名古屋市立大学 心臓血管外科

P-016 5m歩行速度を用いた高齢者開心術の周術期合併症予測
○陣内 宏紀、力武 一久、三保 貴裕、古賀 佑一
嬉野医療センター 心臓血管外科

P-017 心大血管術後リハビリテーションにおける胸骨バンド使用可否について
○川崎 宗泰1、長雄 寛之2、萩野谷 哲秀2、山口 和人2、馬場 達也2、
川勝 寛之2、布井 啓雄1、原 真範1、徳弘 圭一1

1三郷中央総合病院 心臓血管外科、2三郷中央総合病院 リハビリテーション技術科

P-018 僧帽弁術後回復期リハビリテーションの問題点
○松岡 悟1、庄司 亮1、阿部 元1、田村 芳一1、齊藤 崇1、渡邊 瑞穂2、
伊藤 雄平2、佐藤 奈菜子2、熊谷 洋子2、大高 みゆき3、佐藤 学3、
佐藤 敏光3、柳澤 宗4、伊藤 宏5

1秋田厚生医療センター 循環器内科、2秋田厚生医療センター リハビリテーション科、3秋田厚生医療セ
ンター 看護部、4アーク循環器クリニック、5秋田大学 循環器内科学

P-019 心大血管外科術後患者における回復期身体活動量の関連因子に関する探索研究
○亀島 匡高1、柴田 賢一1、小中 真由美1、藤山 裕晃1、東田 雪絵2、
島田 晶子3、江原 真理子4、北村 英樹5、山田 純生6

1名古屋ハートセンター リハビリテーション部、2名古屋ハートセンター 看護部、3名古屋ハートセン
ター 栄養科、4名古屋ハートセンター 循環器内科、5名古屋ハートセンター 心臓血管外科、6名古屋大
学大学院医学系研究科（保健学）

P-020 当院における心大血管周術期リハビリテーション進行の検討
○表 亮介、中村 雅則
市立札幌病院 リハビリテーション科

P-021 弁膜症手術前後の eGFRの推移と呼気ガス指標との関連
○樋田 あゆみ1、内田 龍制2、牧田 茂2

1埼玉医科大学国際医療センター リハビリセンター、2埼玉医科大学国際医療センター 心臓リハビリテー
ション科
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第1日目 7月15日（土）10:00～11:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 4 心臓術後・大血管術後（2）

座長：渡辺 重行（筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 水戸協同病院）

P-022 CABG後患者の心臓リハビリでの運動耐容能改善規定因子はAMI と異なるか―
重回帰分析による検討―
○鈴木 裕二1,2、福井 教之1、山本 壱弥1、柳 英利1、北垣 和史1、伊藤 健一3、
小西 治美1、渡慶次 竜生1、伊達 歩1、三浦 弘之1、熊坂 礼音1、荒川 鉄雄1、
長谷川 拓也1、福井 重文1、中尾 一泰1、簗瀬 正伸1、中西 道郎1、後藤 葉一1

1国立循環器病研究センター 心血管リハビリテーション科、2大阪府立大学大学院 総合リハビリテーショ
ン学研究科、3枚方公済病院 リハビリテーション科

P-023 心臓外科手術後の骨格筋量と運動耐容能の関連について
○大高 愛子1、藤田 吾郎1、松村 洋高2

1東京慈恵会医科大学附属病院 リハビリテーション科、2東京慈恵会医科大学附属病院 心臓外科

P-024 心臓外科手術症例における術前の歩行能と術後ADL回復の関連についての検討
○出見世 真人1、佃 陽一1、横松 孝史2、松本 祐子3、矢野 諭美3、村松 美帆子3

1三菱京都病院 リハビリテーション科、2三菱京都病院 心臓内科、3三菱京都病院 看護科

P-025 右小開胸手術と胸骨正中切開手術による心臓リハビリテーション進捗度の比較
検討
○谷川 和好1、矢野 雄大2、森本 陽介2、福島 卓矢2、竹内 舞衣子3、
脇内 麻衣3、高橋 牧子3、野田 恵理3、山下 暢子3、斎藤 美保3、江石 清行1

1長崎大学病院 心臓血管外科、2長崎大学病院 リハビリテーション部、3長崎大学病院 看護部

P-026 当院における開心術後患者の心臓リハビリテーションの現状と効果について
○大塚 昌紀1、佐々木 健一郎1、石崎 勇太1、佐々木 基起1、枇杷 美紀1、
夕田 直子1、黒川 由貴2、牛島 茂樹2、福本 義弘1

1久留米大学 心臓血管内科、2久留米大学病院 リハビリテーション部

P-027 当院の心臓バイパスおよび弁膜症手術後のリハビリテーションの現状 MICS
と胸骨正中切開を比較して
○菅沼 宏之
札幌東徳洲会病院 リハビリテーション科
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第1日目 7月15日（土）10:00～11:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 5 重複障害（1）

座長：田邊 一明（島根大学医学部 内科学第四）

P-028 心臓手術後の高齢維持透析患者に対し心臓リハビリが奏功した一例
○小山 紗千1、白井 精一郎1、中川 統1、貫井 幸恵2、松永 康平2、
宮澤 菜央子2、大谷 春香2、守月 理1

1船橋二和病院 内科、2船橋二和病院 理学療法科

P-029 腎不全を合併した心不全患者に対して自重トレーニングを実施した一例
○川合 功剛1、山下 真由子1、寺崎 珠1、木下 千春2、白鳥 健一3、神田 豊子1

1京都民医連中央病院 リハビリテーション科、2京都民医連中央病院 腎・透析科、3京都民医連中央病院
臨床研究部

P-030 感染性心内膜炎術後患者の一例―人工呼吸器離脱のための一考察―
○村岡 法彦1、呂 隆徳1、角井 俊幸1、勝海 孝臣1、田中 団1、高橋 由希1、
村田 絵吏1、大田 哲生2

1旭川医科大学病院 リハビリテーション部、2旭川医科大学病院 リハビリテーション科

P-031 心筋梗塞患者における腎機能と運動耐容能の関連性―第 2報―
○森 晴雄1、小路 達也1、所 広佳1、白井 菜月1、中島 由佳1、佐藤 則昭1、
奥田 清保1、天野 和雄1、尾形 昌弥2、山藤 浩2、中島 將宏2、廣瀬 聡彦2、
谷畠 進太郎2,3

1地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 臨床検査科、2同心臓リハビリテーション部、3同循環器内科

P-032 DVR後胸水を繰り返し長期人工呼吸器から離脱して改善した 1症例
○片山 信久、山本 陽介、仲嶋 優治、崎村 奈美、佐々木 俊亮
呉共済病院 リハビリテーション科

P-033 既存股関節痛と術創部痛による開胸術後リハ開始困難患者へのベルト電極式骨
格筋電気刺激療法の有効一例
○牛島 茂樹1、佐々木 健一郎2、松瀬 博夫1、橋田 竜騎1、黒川 由貴1、
大塚 昌紀2、佐々木 基起2、石崎 勇太2、枇杷 美紀2、夕田 直子2、
福本 義弘2、志波 直人1

1久留米大学病院 リハビリテーション部、2久留米大学医学部 心臓・血管内科部門
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第1日目 7月15日（土）10:00～11:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 6 負荷試験・その他

座長：佐藤奈菜子（JA秋田厚生連秋田厚生医療センター リハビリテーション科）

P-034 心肺運動負荷試験にて相対的心筋虚血によるうっ血性心不全と診断し得た一例
○田丸 洵1、三品 秀人1、平野 光正1、橘田 吉信1、小川 龍次1、高野 一1、
名取 直美1、輿石 智秀2、池田 浩旦2、宮野 将貴2、露口 直彦1

1甲府城南病院 循環器内科、2甲府城南病院 理学療法科

P-035 不安障害にて非監視下運動定着に難渋していた急性大動脈解離症例に対し、CPX
導入が奏功した一例
○崎濱 正吾1、山内 昭彦2、又吉 勇太1、久米 みつる1、高橋 陽1、田淵 正樹2、
鳥塚 大介2、玉城 正弘3

1豊見城中央病院 リハビリテーション科、2豊見城中央病院 心臓血管外科、3豊見城中央病院 循環器内
科

P-036 CRT�D植込み患者に心臓リハビリテーションを実施し、運動耐容能に改善がみ
られた症例
○新井 志穂1、芝 和弘1、大島 美生1、藤原 千恵子2、脇本 幸子2、後藤 里香1、
具 滋樹3、石原 昭三3

1社会医療法人同仁会耳原総合病院 リハビリテーション室、2社会医療法人同仁会耳原総合病院循環器セン
ター、3社会医療法人同仁会耳原総合病院 循環器内科

P-037 心臓弁膜症で手術した患者を対象に透析の影響を診る
○遠藤 隆宏1、飯田 英隆2、藤本 洋平1、的野 由依子1、牛尾 亮介1、倉橋 志穂1

1社会医療法人三栄会ツカザキ病院 リハビリテーション科、2社会医療法人三栄会ツカザキ病院 循環器内
科

P-038 運動時のバイタルサインの観察が診断・ADL向上に有用であった慢性心不全症
例
○中本 聖1、玉城 沙百合1、喜納 浩司1、富川 さおり1、知念 輝1、新地 明香2、
井上 卓2、新城 哲治2

1社会医療法人友愛会南部病院 リハビリテーションセンター、2社会医療法人友愛会南部病院 循環器内科

P-039 包括的心臓リハビリテーションが肥満を合併した心筋梗塞患者の体重管理と骨
格筋量の維持に有効であった一例
○石田 恵美1、荒山 洋平1、佐野 大地1、吉原 由佳子1、佐々木 琢磨1、
草川 由佳2、福井 和樹2

1神奈川県立循環器呼吸器病センター リハビリテーション科、2神奈川県立循環器呼吸器病センター 循環
器内科



The 23rd Annual Meeting of the Japanese Association of Cardiac Rehabilitation

ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン

125

第1日目 7月15日（土）10:00～11:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 7 トレーニング様式・理学療法（1）

座長：井手 友美（九州大学病院 循環器内科）

P-040 心臓術後、リハビリの継続によりHOTが終了になったCOPDを合併した大動
脈弁閉鎖不全症例
○石橋 孝1、清水 悠1、上松 晃子1、川瀬 智隆1、杉村 隆幸2、吉良 浩勝3、
曽我 欣治3

1市立長浜病院 リハビリテーション技術科、2市立長浜病院 看護局、3市立長浜病院 心臓血管外科

P-041 運動療法により運動耐容能が正常または改善した虚血性心疾患患者では腎機能
の改善ももたらす
○関澤 貴信1、西 功2,5、矢野 博義1、宮本 高明1、一色 滉平1、門奈 芳生1、
永宮 明澄香3、呉 龍梅2、伊藤 慎4、鈴木 祥司2

1独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター リハビリテーション科、2独立行政法人国立病院機構霞ヶ
浦医療センター 循環器内科、3独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療センター 看護部、4独立行政法人国
立病院機構霞ヶ浦医療センター 総合診療科、5筑波大学附属病院土浦市地域臨床教育センター 循環器内
科

P-042 ヘパリンおよびプロスタグランディン製剤投与下にて運動療法を行ったPADの
2例
○村田 誠1、安達 仁2、中出 泰輔1、大島 茂1

1群馬県立心臓血管センター 循環器内科、2群馬県立心臓血管センター 心臓リハビリテーション部

P-043 心臓リハビリテーションにおける反重力トレッドミルの有用性
○倉澤 千裕、二階堂 暁、岩崎 孝俊、林 大二郎、田辺 奈保美、塩澤 康太、
阿部 里美

八王子みなみ野心臓リハビリテーションクリニック

P-044 CABG後の腹膜透析血液透析患者に対するインターバルトレーニングの実践
○眞壁 和子、三村 国秀、濱田 真理、久松 美紀、岡 秀樹
虹が丘病院 リハビリテーション室

P-045 下肢レジスタンストレーニングの項目変更の評価について
○山口 亘、野中 慎也、小畑 久美子、濱道 尚子、橋本 京子、
川久保 由美子、横田 浩一、上田 舞、上野 裕貴、福井 純

地方独立行政法人北松中央病院心臓リハビリテーションセンター



第23回日本心臓リハビリテーション学会学術集会

ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン

126

第1日目 7月15日（土）10:00～11:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 8 急性期リハビリ・早期介入（1）

座長：堀 享一（社会福祉法人北海道事業協会小樽病院 リハビリテーション科）

P-046 Frailty を有する高齢AS患者に対して TAVI 術前後にリハビリ介入しADL改善
を認めた一症例
○仲井 佳祐1、湯口 聡1、吉村 香映1、内藤 喜隆1、吉田 俊伸2

1心臓病センター榊原病院 リハビリテーション室、2心臓病センター榊原病院 循環器内科

P-047 長期臥床後、腹部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術を施行し、術後心
臓リハビリを行った一症例
○鈴木 慎也1、東原 宣之2、曽川 正和3、相良 貴義1、佐々木 優美1、金古 翔太1

1医療法人財団明理会イムス富士見総合病院 リハビリテーション科、2医療法人財団明理会イムス富士見総
合病院 血管外科、3医療法人財団明理会イムス富士見総合病院 心臓血管外科

P-048 ICU�AWにより術後筋力低下が遷延し身体機能が障害された 1例
○菅野 友樹1、保田 彰1、高瀬 瑞紀1、畑 正樹2、増田 貴彦2、大友 達志3

1仙台厚生病院心臓血管センター 心疾患リハビリテーション室、2仙台厚生病院心臓血管センター 心臓血
管外科、3仙台厚生病院心臓血管センター 循環器内科

P-049 開心術後に術創部感染、心不全を発症し、カテコラミン離脱及びADL拡大に難
渋した 1症例
○西潟 美砂、清水 浩介、吉村 章太
福井循環器病院 リハビリテーション科

P-050 神経筋電気刺激（NMES）により筋力・ADL低下を最小限に抑えることができ
たせん妄合併の僧帽弁形成術の一症例
○渡部 恭子1、松尾 泉1、東 修平2、宮崎 博子1

1社会福祉法人京都社会事業財団京都桂病院リハビリテーションセンター、2社会福祉法人京都社会事業財団
京都桂病院 心臓血管センター外科

P-051 開胸下に補助循環装置を装着した患者に対する多職種連携によるリハビリ導入
効果
○中澤 初実1、小池 俊光1、大塚 勇平1、楢木 康之1、嶋林 浩一2、高橋 由佳3、
渡邉 倫子4、黄野 皓4、松宮 護郎4、岡田 将5、村田 淳1

1千葉大学医学部附属病院 リハビリテーション科、2千葉大学医学部附属病院 臨床工学センター、3千葉
大学医学部附属病院 看護部ICU/CCU、4千葉大学医学部附属病院 心臓血管外科、5千葉大学医学部附属
病院 循環器内科

P-052 心原性ショックによる多臓器不全にて ICU管理を有した患者の早期リハビリが
歩行獲得となった症例
○貫井 幸恵1、小山 紗千2、白井 精一郎2、中川 統2、安 浩義2、松永 康平1、
尾上 菜穂1、宮澤 菜央子1、守月 理2

1船橋二和病院 リハビリテーション科、2船橋二和病院 内科



The 23rd Annual Meeting of the Japanese Association of Cardiac Rehabilitation

ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン

127

第1日目 7月15日（土）10:00～11:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 9 新たな介入法

座長：野田 千春（北里大学医学部 循環器内科学）

P-053 運動リハビリ困難患者に対する吸気筋トレーニングの有用性
○飯野 健二1、渡邊 博之1、相原 健志2、高橋 裕介3、阿部 起実1、
木村 俊介1,4、新保 麻衣1、飯野 貴子1、小坂 俊光4、伊藤 宏1

1秋田大学大学院 循環器内科学分野、2秋田大学医学部附属病院 看護部、3秋田大学医学部附属病院 リ
ハビリテーション科、4秋田大学医学部附属病院 医療安全管理部

P-054 重症下肢虚血患者に対するベルト式骨格筋刺激療法の効果
○玉谷 高広1、祖地 香織2、大石 晃久1、高森 信行3、西内 健3

1（社医）川島会川島病院 リハビリテーション室、2（社医）川島会川島病院 看護部、3（社医）川島会川島病
院 循環器内科

P-055 高齢開心術後症例に対する骨格筋電気刺激療法（B�SES）の施行経験
○石井 亜由美1、西川 幸治1、伊勢 孝之2、鈴木 佳子3、八木 秀介2、
高川 由利子2、加藤 真介1、佐田 政隆2

1徳島大学病院 リハビリテーション部、2徳島大学病院 循環器内科、3徳島大学大学院医歯薬学研究部
疾患治療栄養学分野

P-056 フィンガーカフによる完全非侵襲デバイスを用いた運動時心血行動態観察の試
み
○飯田 圭1、三木 隆弘1、相馬 小百合1、大宮 幸恵1、笠原 美和1、山内 彩1、
安達 玉恵1、木村 忠彰1、河田 翠1、松崎 真和1、後藤 歩1、古屋 真吾1、
菊島 公夫1、松本 直也1、平山 篤志2

1日本大学病院 循環器内科、2日本大学医学部 内科学系循環器内科学分野

P-057 除細動機能付き植込みデバイス移植患者の社会復帰に関わる心理社会的不安―
現象学的分析を用いた質的研究―
○青木 卓也1,2、沖田 一彦2、川田 好高3、沖 貞明2、田中 聡2、田内 秀樹1

1愛媛県立中央病院 リハビリテーション部、2県立広島大学大学院 総合学術研究科、3愛媛県立中央病院
循環器内科

P-058 慢性心不全を合併する維持透析患者に対しての人工炭酸泉治療の取り組み
○森山 善文1、川原 弘久1,2、山田 哲也2、高橋 亮1、林 久恵3

1名古屋共立病院 ウェルネスセンター、2偕行会透析医療事業部、3星城大学 リハビリテーション学部
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第1日目 7月15日（土）10:00～11:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 10 患者教育・指導・禁煙（1）

座長：伏見 悦子（平鹿総合病院 循環器内科）

P-059 ASO患者の運動習慣獲得および生活活動量向上のための外来リハ～行動変容ス
テージに沿った作業療法～
○國友 慎吾1、福山 英明1、吉田 拓哉2、渋井 俊之3

1社会医療法人財団白十字会白十字病院総合リハビリテーションセンター 作業療法課、2社会医療法人財団
白十字会白十字病院総合リハビリテーションセンター 理学療法課、3社会医療法人財団白十字会白十字病
院 循環器内科

P-060 短期間で食事内容の変化に至った急性心筋梗塞患者の一例
○釼持 有代
江戸川病院 看護部

P-061 視覚障害患者への心臓リハビリテーションの経験
○清水 亮佑、高柳 豊史、弥勒寺 優、見城 芳幸、尾串 悟、井上 貴史、
室賀 祥樹、鶴谷 英樹

医療法人鶴谷会鶴谷病院 心臓リハビリテーション部門

P-062 蘇生後脳症による高次脳機能障害を呈した症例の復職に向けた作業療法の関わ
り
○萩野 勝也、石橋 貴久彦、田邉 剛史、神山 由紀、田中 瑞香、
宮川 ひで子、西脇 睦、佐藤 司、筒井 孝太、吉田 雅志、岩永 彬、
田中 利典、森 憲司、横家 正樹、長野 俊彦

医療法人社団友愛会岩砂病院・岩砂マタニティ 心臓リハビリテーションチーム

P-063 心不全患者への患者教育を実施した試み 三間表、環境調整、動作指導表を用
いて
○福山 晃生
八女発心会姫野病院 リハビリテーション部

P-064 当院高齢慢性心不全患者の在宅生活の実態調査第 2報
○田邉 剛史、石橋 貴久彦、萩野 勝也、神山 由紀、田中 瑞香、
宮川 ひで子、西脇 睦、佐藤 司、筒井 孝太、吉田 雅志、岩永 彬、
田中 利典、森 憲司、横家 正樹、長野 俊彦

医療法人社団友愛会岩砂病院・岩砂マタニティ 心臓リハビリテーションチーム

P-065 当院での心臓リハビリテーション参加者の食塩摂取量の検討
○吉田 知香子1、重田 愛1、石田 敦子1、今井 あゆみ1、立木 いくえ1、
臼井 佐智恵1、大橋 香織1、設楽 達則2、生須 義久2、小林 康之3、
中出 泰輔2、村田 誠2、安達 仁2

1群馬県立心臓血管センター 看護部、2群馬県立心臓血管センター 心臓リハビリテーション部、3群馬県
立心臓血管センター 臨床検査課
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第1日目 7月15日（土）10:00～11:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 11 多職種協働・医療安全（1）

座長：舛友 一洋（臼杵市医師会立コスモス病院）

P-066 心臓リハビリテーションに関心をもってもらうために―講習会不参加者アン
ケートから方策を講じる―
○矢沢 みゆき1、千原 宏明2、平片 優司2

1済生会唐津病院 循環器科、2済生会唐津病院 リハビリテーション科

P-067 当院非心リハチームによる患者指導の質の向上を目指した取り組み
○大澤 拓実1、高木 隆幸1、三田村 康仁2、桔梗谷 学3、田中 淳子4、
小堀 裕子4、戸田 千代子4、中村 智美4、下町 智子4、田中 麻里4、
服部 祥子4、音羽 勘一2

1市立敦賀病院 リハビリテーション室、2市立敦賀病院 循環器科、3市立敦賀病院 総合診療センター、
4市立敦賀病院 看護部

P-068 日本救急医学会認定 Immediate Cardiac Life Support（ICLS）コース受講の必
要性
○清水 悠1、石橋 孝1、川瀬 智隆1、中川 雅登2

1市立長浜病院 リハビリテーション技術科、2市立長浜病院 呼吸器内科

P-069 多職種が関与する心臓リハビリテーションにおける急変対応
○川久保 由美子1、横田 浩一1、小畑 久美子1、濱道 尚子1、橋本 京子1、
山口 亘1、野中 慎也1、上田 舞1、上野 裕貴2、福井 純2

1地方独立行政法人北松中央病院心臓リハビリテーションセンター、2地方独立行政法人北松中央病院 循環
器内科

P-070 心大血管領域における理学療法士に対するクリニカルラダー導入の検討
○多田 英生1、重政 朝彦2、遠藤 太祐1、土谷 美邪子1、岩室 樹1、野邨 支織1、
重永 豊一郎2、磯 佳織2、片岡 俊介2、瀬川 知2、大武 聖3、鈴木 啓介3

1国際医療福祉大学熱海病院 リハビリテーション部、2国際医療福祉大学熱海病院 循環器内科、3国際医
療福祉大学 小田原保健医療学部 理学療法学科

P-071 CRT�D植え込み後、運動療法中に出現したVTに対し除細動が適切作動した
DCMの一症例
○本間 傑1、森 博子1、庄司 寛1、本居 昂2、多田 篤司2、徳原 教2、
小野 太祐2、斉藤 高彦2

1北見赤十字病院 医療技術部 リハビリテーション科、2北見赤十字病院 循環器内科

P-072 当院における循環器病棟管理栄養士配置の取り組み
○藤田 美央1、関谷 快斗1、荻山 直子1、廣瀬 聡彦2、丸毛 久未子2、
中島 将宏2、山藤 浩2、尾形 昌弥2、石原 真由美3、長谷部 光子3、
谷畠 進太郎2,4、野田 俊之4、森 義雄5、飯田 真美1,4

1地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 栄養管理部、2地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 心
臓リハビリテーション部、3地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 看護部、4地方独立行政法人岐阜県
総合医療センター 循環器内科、5地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 心臓血管外科
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第1日目 7月15日（土）10:00～11:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 12 多職種協働・医療安全（2）

座長：鈴木 真弓（埼玉医科大学国際医療センター）

P-073 当院における FCT包括的リハビリテーション
○村林 香澄1、中川 有紀1、高本 亜子1、大喜多 伸哉2、柴田 純2、水野 志保2、
高崎 亮宏3、谷川 高士3

1三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院 看護部、2三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合
病院 リハビリテーションセンター、3三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院 循環器内科

P-074 当院における心臓リハビリテーション開設の現状と課題
○村井 浩介1、高橋 麗1、峯崎 洋1、船崎 俊一1,2

1済生会川口総合病院 リハビリテーション科、2済生会川口総合病院 循環器内科

P-075 看護師が認識する歩行負荷実施の促進因子と阻害因子～歩行負荷実施スタッフ
の育成に向けて～
○後藤 歩1、松崎 真和2、飯田 圭2、安達 玉恵3、安田 彩3、高橋 優美1、
吉村 早紀1、渡辺 郁子1、河田 翠1、松本 直也2

1日本大学病院 看護部、2日本大学循環器センター 循環器内科、3日本大学病院 リハビリテーション科

P-076 看護師による休日の心臓リハビリテーションの導入
○冨士原 光代1、辻井 由紀1、曽谷 梓1、村田 千恵1、藤木 裕也1、
中尾 美喜子1、本多 祐2、中村 圭介3、上田 めぐみ3、久保 徳昌3、井上 太平1

1兵庫県立姫路循環器病センター 看護部、2兵庫県立姫路循環器病センター 診療部、3兵庫県立姫路循環
器病センター リハビリテーション科

P-077 当院における外来心臓リハビリテーションの現状
○福元 亜美、渡邉 加奈子、天野 智文、金村 賦之、飯田 大輔
イムス葛飾ハートセンター リハビリテーション科

P-078 心大血管疾患リハビリテーションを開設して 2年の経緯
○松田 英樹、高橋 正行、梶本 光二、山極 一輝、村田 哲平
社会医療法人岡本病院（財団）京都岡本記念病院 リハビリテーション科



The 23rd Annual Meeting of the Japanese Association of Cardiac Rehabilitation

ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン

131

第1日目 7月15日（土）11:00～12:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 13 虚血性心疾患（2）

座長：松岡 悟（秋田厚生医療センター 循環器内科）

P-079 心肺停止を来した重症虚血性心疾患に対して、心臓リハビリで正常心機能に改善
した一例
○池田 達則1、藤本 学1、栗田 康寿1、太田 宗徳1、藤田 崇1、木山 優1、
桶家 一泰1、荒井 裕伍2、川上 昌寛2、畠 昌史2、笹谷 勇太2、糸川 秀人2

1厚生連高岡病院 循環器内科、2厚生連高岡病院 リハビリテーション科

P-080 急性心筋梗塞により二度の心停止を経て血行再建までに 3時間を要したが復職
に至った一例
○渡部 未来1、岡 和博1、杉山 肇1、藤澤 武1、大熊 克信1、額田 俊介1、
中村 智弘2、石田 岳史2

1社会医療法人さいたま市民医療センター 診療技術部 リハビリテーション科、2社会医療法人さいたま市
民医療センター 診療部

P-081 急性下壁心筋梗塞患者の長期的なリハビリによる心機能の改善と今後の課題
○高田 大誠1、坪井 英之2、坂 直之1、渡邊 哲幸1、平山 晃介1

1大垣市民病院 リハビリテーション科、2大垣市民病院 循環器内科

P-082 急性心筋梗塞急性期リハにおける立位試験時に頻脈を来し活動性向上に難渋し
た一症例
○塚越 享
北播磨総合医療センター 診療支援部 リハビリテーション室

P-083 急性心筋梗塞（AMI）後、低心機能を呈したが 3軸加速度計を用いた生活指導
により復職を達成した一症例
○楢木 康之1、小池 俊光1、大塚 勇平1、中澤 初実1、岡田 将2、仲野 美代2、
舘野 馨2、近藤 祐介3、小林 欣夫2、村田 淳1

1千葉大学医学部附属病院 リハビリテーション科、2千葉大学医学部附属病院 循環器内科、3千葉大学大
学院医学研究院 循環器病先端治療学講座

P-084 心リハ介入後、再狭窄を起こしたPCI 施行患者の検討
○東海林 さとみ、乾 光則
社会医療法人孝仁会北海道大野記念病院 リハビリテーション部

P-085 心臓リハビリ中に亜急性ステント血栓症（SAT）を起こした一症例
○佐藤 健一1、石川 友里絵1、鍛冶 優子2、武田 智3、伏見 悦子3

1JA秋田厚生連平鹿総合病院 リハビリテーション科、2JA秋田厚生連平鹿総合病院 看護部、3JA秋田厚生
連平鹿総合病院 循環器内科
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第1日目 7月15日（土）11:00～12:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 14 心不全・心筋症（2）

座長：浅香真知子（佐賀大学医学部 先進心不全医療学講座）

P-086 拡張型心筋症を合併した筋ジストロフィー患者に対する心臓リハビリテーショ
ンの経験
○加島 広太1、上野 敦子2、増山 素道1、工藤 弦1、相川 智1、安達 拓1、
猪飼 哲夫3

1東京女子医科大学病院 リハビリテーション部、2東京女子医科大学病院 循環器内科、3東京女子医科大
学病院 リハビリテーション科

P-087 周産期心筋症によりうっ血性心不全を呈した患者の身体活動量と筋力に関する
検討
○大西 和子1、山名 祥太2、川崎 健作1、大西 伸悟1、八木 隆元1、松原 昌美3、
三枝 秀明1、清水 宏紀2、大西 祥男2

1加古川市民病院機構加古川中央市民病院 リハビリテーション室、2加古川市民病院機構加古川中央市民病
院 循環器内科、3加古川市民病院機構加古川中央市民病院 看護部

P-088 高齢者の心不全入院例における心臓リハビリ施行と予後との関連
○松浦 武史1、村島 奈津子1、小野 浩生1、中内 美由紀1、西代 幸子2、
小口 彩香2、岡崎 未奈2、上新 由起子2、小山 陽子2、廣島 勉1、樅山 幸彦3

1国立病院機構東京医療センター リハビリテーション科、2国立病院機構東京医療センター 看護部、3国
立病院機構東京医療センター 循環器内科

P-089 CRT�D植え込み後の重症心不全患者に対し神経筋電気刺激療法を安全に実施し
LVADに繋がった一例
○大竹 浩史1、下郷 卓史2、山中 明香里1、西脇 健太1、伊東 由教1、
木村 陽志1、竹岡 美代子1、中村 真幸2、吉岡 真吾2、田中 照光2、
安藤 みゆき2、青山 英和2、亀谷 良介2、山田 純生3

1名古屋徳洲会総合病院 リハビリテーション科、2名古屋徳洲会総合病院 循環器内科、3名古屋大学大学
院医学系研究科（保健学）

P-090 重症心不全症患者に対する外来心臓リハビリが心不全のコントロール及び就労
継続に有効であった一症例
○佐伯 宏幸1、長澤 恵里那1、山内 裕介1、岡田 拓馬1、皆川 太郎1、石原 義之2

1みながわ内科・循環器科クリニック、2岐阜市民病院 循環器内科

P-091 入退院を繰り返す難治性心不全患者への多職種心不全チームとして介入した一
例
○柴尾 広子1、角本 雅彦1、大岩 功治2、松本 真明2、神田 弘太郎2、
中沢 瑠衣3、柳原 昌子3、山口 めぐみ3、伊藤 祐介4、佐竹 陽仁5

1JCHO横浜中央病院 リハビリテーション科、2JCHO横浜中央病院 循環器科、3JCHO横浜中央病院 看
護部、4JCHO横浜中央病院 栄養課、5JCHO横浜中央病院 薬剤部
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第1日目 7月15日（土）11:00～12:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 15 大血管疾患・末梢血管疾患（1）

座長：櫻木 悟（国立病院機構岩国医療センター 循環器内科）

P-092 末梢動脈疾患に対するハイブリッドトレーニングシステムを用いた膝伸展屈曲
運動療法の急性効果
○石崎 勇太1、佐々木 健一郎1、松瀬 博夫2、黒川 貴由2、牛島 茂樹2、
田篭 久実2、枇杷 美紀1,2、夕田 直子1、佐々木 基起1、橋田 竜輝2、
仲吉 孝晴1、大塚 昌紀2、志波 直人2、福本 義弘1

1久留米大学病院 心臓・血管内科、2久留米大学病院 リハビリテーション部

P-093 StanfordA 型急性大動脈解離術後患者に対する生活期における短時間型通所リ
ハビリテーションの介入効果
○堀越 一孝1、小林 直樹1、鈴木 由佳理1、米山 愛里1、丸谷 美晴1、
小川 将司1、角田 賢史1、渡邊 宏樹1、片山 郁雄2

1湘南藤沢徳洲会病院 リハビリテーション室、2湘南藤沢徳洲会病院 心臓血管外科

P-094 PAD患者に対する 2週間監視下運動療法後の自主トレーニングの効果
○田中 成周1、米満 亜友美1、松谷 実1、瀬尾 克久1、千本木 宏道1、
内村 智生2、田和 良行3

1イムス三芳総合病院 リハビリテーション科、2イムス三芳総合病院 血管外科、3イムス三芳総合病院
内科

P-095 CLI による下腿切断後から歩行獲得を目指した一例～FCTによる包括的リハビ
リテーション～
○大喜多 伸哉1、柴田 純1、八原 大輔1、高本 亜子2、中川 有紀2、水野 志保1、
高崎 亮宏3、谷川 高士3

1三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院 リハビリテーションセンター、2三重県厚生農業協同組
合連合会松阪中央総合病院 看護部、3三重県厚生農業協同組合連合会松阪中央総合病院 循環器内科

P-096 同時多発塞栓症を発症したハイリスク高齢患者のADLが向上した一例
○大谷 晴香1、小山 紗千2、中川 統2、白井 精一郎2、貫井 幸恵1、松永 康平1、
宮澤 菜央子1、守月 理2

1船橋二和病院 リハビリテーション科、2船橋二和病院 内科

P-097 慢性期下肢深部静脈血栓症例に対する運動療法の経験
○小林 直樹1、高橋 佐枝子2、牧山 太洋1

1湘南藤沢徳洲会病院 リハビリテーション室、2湘南鎌倉総合病院 循環器科

P-098 当院における腹部大動脈瘤（AAA）切除、人工血管置換術後のリハビリテーショ
ンプログラムの検討と課題
○岡田 恭子1、大原 愛子1、下川 健1、小暮 周平2、星野 康三3

1医療法人永井病院 リハビリテーション科、2医療法人永井病院 心臓血管外科、3医療法人永井病院 循
環器科
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第1日目 7月15日（土）11:00～12:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 16 補助循環・心移植

座長：簗瀬 正伸（国立循環器病センター 移植医療部）

P-099 植込型補助人工心臓装着患者の術後在院日数に関与する因子の検討
○天尾 理恵1、山口 正貴1、岡村 賢一2、藤堂 太右1、安井 健1、中原 康雄1、
木村 光利2、木下 修2、縄田 寛2、波多野 将3、根本 真理子4、加賀美 幸江4、
遠藤 美代子4、小野 稔2、芳賀 信彦1

1東京大学医学部附属病院 リハビリテーション部、2東京大学医学部附属病院 心臓外科、3東京大学医学
部附属病院 循環器内科、4東京大学医学部附属病院 看護部

P-100 LVADの Bridge to Bridge 症例に対するリハビリテーション経過と運動耐容能
の推移について（第 2報）
○花房 祐輔1、外山 洋平1、樋田 あゆみ1、細谷 学史1、角屋 亜紀1、
戸谷 佳織1、内田 龍制2、牧田 茂2

1埼玉医科大学国際医療センター リハビリテーションセンター、2埼玉医科大学国際医療センター 心臓リ
ハビリテーション科

P-101 体外式補助人工心臓離脱後に著明な心機能低下を生じ離床に難渋した一症例
○兒玉 吏弘、井上 仁、帆足 友希、高瀬 良太、秋好 久美子、池田 真一、
津村 弘

大分大学医学部附属病院 リハビリテーション部

P-102 植込型補助人工心臓装着患者に対する心臓リハビリテーションの経験―心室頻
拍が頻回に出現した症例―
○濱村 和恵1、小川 和哉1、山田 直矢1、永吉 理香1、寺田 勝彦1、札 琢磨2、
佐賀 俊彦2、福田 寛二3

1近畿大学医学部附属病院 リハビリテーション部、2近畿大学医学部 心臓血管外科、3近畿大学医学部
リハビリテーション科

P-103 脳出血を合併した心臓移植後の回復期心臓リハビリテーション（心リハ）の効
果
○曽部 健太1、山本 智史1、遠藤 宗幹2

1IMS＜イムス＞グループイムス板橋リハビリテーション病院 リハビリテーション科、2IMS＜イムス＞グ
ループイムス板橋リハビリテーション病院 心臓リハビリテーション科

P-104 左片麻痺を有する植込型補助人工心臓（LVAD）装着患者へのリハビリテーショ
ンの一例
○松本 幸1、青野 翔1、皆良田 貴之1、大崎 祐史1、児玉 祥一1、高力 萌子2、
山口 真由美2、田中 淳3、木塚 晋輔3、金子 哲也4、浅香 真知子4、
琴岡 憲彦4、藤野 剛雄5、肥後 太基5、塩瀬 明6、野出 孝一4

1佐賀大学医学部附属病院 先進総合機能回復センター、2佐賀大学医学部附属病院 3階西病棟、3佐賀大学
医学部附属病院 MEセンター、4佐賀大学医学部附属病院 循環器内科、5九州大学病院 循環器内科、6九
州大学病院 心臓血管外科
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第1日目 7月15日（土）11:00～12:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 17 重複障害（2）

座長：荻野 和秀（鳥取大学医学部附属病院 検査部）

P-105 心肺停止蘇生後、高次脳機能障害を呈し在宅復帰に難渋した一症例
○西島 拓実1、入澤 圭祐1、長崎 寿夫1、関谷 優1、柳澤 和希1、竹澤 知恵子1、
片山 真一1、樋口 尚宏2、辻 紀子2、渡辺 徳3

1JA厚生連北信総合病院 リハビリテーション科、2同看護部、3同循環器内科

P-106 回復期リハビリテーション病棟における心不全と大腿骨頸部骨折術後の運動機
能との関係性
○加藤 渉
世田谷記念病院 リハビリテーション科

P-107 高度の心血管リスクを有する急性期脳梗塞患者の特徴について―当院診療録か
らの後方視的調査―
○安竹 正樹1、久保田 雅史1、亀井 絵理奈1、松村 真裕美1、嶋田 誠一郎1、
濱野 忠則2

1福井大学医学部附属病院 リハビリテーション部、2福井大学医学部附属病院 第二内科

P-108 当院、脳卒中ケアユニット入室患者の心疾患からみた特性
○川瀬 智隆1、清水 悠1、石橋 孝1、阪東 美加2、田附 容子2、佐藤 岳史3、
小室 太郎3

1市立長浜病院 リハビリテーション技術科、2市立長浜病院 看護局、3市立長浜病院 脳神経外科

P-109 当院脳卒中ケアユニットにおける重複障害の傾向
○神田 真里
社会医療法人至仁会圏央所沢病院

P-110 回復期リハビリテーション病棟入院患者における現状 第 3報
○石橋 貴久彦1、田邉 剛史1、萩野 勝也1、吉田 雅志1、岩永 彬1、神山 由紀1、
田中 みずか1、宮川 ひで子1、西脇 睦1、佐藤 司1、筒井 孝太1、森 憲司1、
横家 正樹1、長野 俊彦1、中島 將宏2

1医療法人社団友愛会岩砂病院・岩砂マタニティ 心臓リハビリテーションチーム、2岐阜県総合医療セン
ター リハビリテーション科

P-111 ASV装着患者のその後
○鍛冶 優子1、石川 友理絵2、佐藤 健一2、武田 智3、伏見 悦子3

1JA秋田厚生連平鹿総合病院 看護部、2JA秋田厚生連平鹿総合病院 リハビリテーション科、3JA秋田厚生
連平鹿総合病院 循環器内科
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第1日目 7月15日（土）11:00～12:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 18 年齢・性差・高齢患者（1）

座長：木村多寿子（財団法人平成紫川会小倉記念病院 リハビリテーション課）

P-112 高齢心不全患者の摂食嚥下面からの在宅復帰への検討
○近藤 茂瑠1、杉安 愛子2、下田 憲太郎1、山村 悠二1、安藤 一哲1、
倉田 孝徳1、高山 久美子3、桑原 美結花3、高山 千晴3、樋口 隼介3、
今吉 慶4、吉田 健太郎2、中嶋 直久2、関 裕2

1医療法人社団永生会南多摩病院 リハビリテーション科、2医療法人社団永生会南多摩病院 循環器科、
3医療法人社団永生会南多摩病院 看護部、4医療法人社団永生会南多摩病院 栄養科

P-113 超高齢心不全患者のADL（日常生活動作）・歩行能力の維持に重要な因子の検討
○末松 直子1、上村 幸子1、小柳 由美2、馬場 千春2、後藤 大輔3、鈴木 義之3、
川上 和伸3

1労働者健康安全機構九州労災病院門司メディカルセンター 中央リハビリテーション部、2労働者健康安全
機構九州労災病院門司メディカルセンター 看護部、3労働者健康安全機構九州労災病院門司メディカルセ
ンター 循環器内科

P-114 身体的フレイルを有する高齢心疾患患者の臨床的特徴
○田村 陽1、濱 知明2、佐藤 恵美1、海老澤 恵1、宮古 裕樹1、牛島 明子2、
及川 惠子2、山口 雅臣3、南谷 晶1、古川 俊明4、小林 義典2

1東海大学医学部付属八王子病院 リハビリテーション技術科、2東海大学医学部付属八王子病院 循環器内
科、3東海大学医学部付属八王子病院 心臓血管外科、4東海大学医学部付属八王子病院 リハビリテーショ
ン科

P-115 高齢心不全患者における年齢層別の特徴について―患者背景に着目して―
○高橋 裕介1、小坂 俊光2、新保 麻衣3、真壁 伸3、阿部 起実3、山中 卓之3、
須藤 佑太3、細谷 知樹4、相原 健志5、飯野 健二3、渡邊 博之3、伊藤 宏3

1秋田大学医学部附属病院 リハビリテーション部、2秋田大学医学部附属病院 医療安全管理部、3秋田大
学大学院医学系研究科 循環器内科学・呼吸器内科学、4細谷内科医院、5秋田大学医学部附属病院 看護部

P-116 低身体機能の高齢心疾患患者における集団心臓リハビリテーションの認知機能
と身体能力に対する短期的効果
○鶴田 かおり1、松本 有祐1、米谷 将吾1、中島 真奈実1、児玉 道子1、
及川 雄司1、角田 史敬2、正司 真2、高橋 哲也3、木庭 新治2、小林 洋一2

1昭和大学病院 リハビリテーションセンター、2昭和大学医学部 内科学講座循環器内科学部門、3東京工
科大学医療保健学部 理学療法学科

P-117 後期高齢者の運動耐容能は改善するのか
○畠山 駿弥
兵庫県立淡路医療センター リハビリテーション科
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P-118 100 歳以上の超高齢心不全患者に対して心臓リハビリテーションを施行した 2
症例の検討
○村上 弘明、水谷 英夫、佐藤 徹、今井 裕一、羽場 一直、谷口 正弥、
大村 崇、大久保 節也、岡島 亜寿香、伊藤 久留美、伊藤 幸代、
佐々木 翔矢、中村 浩之、杉本 文絵、丸山 高史、野田 祐希、舘 敦子、
中野 陽士子、西川 嘉弘、市川 毅彦

桑名市総合医療センター桑名東医療センター
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第1日目 7月15日（土）11:00～12:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 19 運動負荷試験・呼気ガス分析（1）

座長：田中 希（公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 心臓センター）

P-119 自転車エルゴメータにおける心拍制御型負荷システムの安全性に関する検討
○安達 裕一1、有光 健1、上脇 玲奈1、堀 健太郎1、足利 光平2、細田 徹2、
上野 敦子2、長崎 実佳2、高林 和佳子2、齊藤 正和1、長山 雅俊2、伊東 春樹2

1日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 理学療法科、2日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 心
臓リハビリテーション室

P-120 CPXを用いた僧帽弁形成術/置換術の効果予測
○安達 仁、村田 誠、中出 泰輔、大島 茂
群馬県立心臓血管センター 循環器内科

P-121 冠動脈近位部有意狭窄病変のCPXの特徴
○安達 仁、村田 誠、中出 泰輔、大島 茂
群馬県立心臓血管センター 循環器内科

P-122 心拍出量のみが増加した場合のCPXの指標の変化
○安達 仁、村田 誠、中出 泰輔、大島 茂
群馬県立心臓血管センター 循環器内科

P-123 慢性心不全患者における栄養状態と運動耐容能の検討
○岩田 悦男、西山 軼群、石原 敏和、風間 信吾、下條 将史、岩川 直樹、
青山 盛彦、谷村 大輔、加藤 俊昭、佐野 宏明、淡路 喜史、加藤 林也

名古屋掖済会病院 循環器内科

P-124 症候限界性CPETにおける適切なRAMP負荷設定に関する検討
○相澤 直輝1、天久 達二2、佐久間 博明2、池宮 秀一郎3、嶺井 陽3、
呉屋 太造3、南部 路治3、永田 春乃1、宮城 あゆみ1、浅田 宏史1、
石原 綾乃1、新里 朋子1、大屋 祐輔1

1琉球大学大学院医学研究科 循環器・腎臓・神経内科学講座、2琉球大学医学部附属病院 看護部、3琉球
大学医学部附属病院 リハビリテーション部

P-125 心臓リハビリテーション終了時における変時不全からの回復は心血管イベント
回避に寄与する
○江原 真理子1、柴田 賢一2、亀島 匡高2、小中 真由美2、藤山 裕晃2、
加藤 正規2、東田 雪絵2、島田 晶子2、渡辺 桃子2、坂本 茉莉香2、
山田 純生3、大川 育秀4

1名古屋ハートセンター 循環器内科、2名古屋ハートセンター リハビリテーション部、3名古屋大学大学
院医学系研究科（保健学）、4名古屋ハートセンター 心臓血管外科
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第1日目 7月15日（土）11:00～12:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 20 トレーニング様式・理学療法（2）

座長：野田 明子（中部大学大学院 生命健康科学研究科）

P-126 多職種協働・医療介護連携により自宅での看取りが可能となった高齢心不全患
者の一例
○南上田 有香1、荻野 智之1、田内 悠太1、山下 妙子1、坂本 利恵1、
深井 茉由香1、道免 和久2

1兵庫医科大学ささやま医療センター、2兵庫医科大学リハビリテーション医学

P-127 呼吸筋力低下により人工呼吸管理からの離脱に難渋した重症心不全患者の一症
例
○松浦 昭彦1、岡田 健一郎2、西尾 まゆ2、辻合 康浩1、釼持 知恵3、
村山 雅美3、山本 香織3、木田 かおり3、木口 直子3、大坪 愛3

1大阪府済生会千里病院 心大血管疾患リハビリテーション部、2大阪府済生会千里病院 循環器内科、3大
阪府済生会千里病院 看護部

P-128 末梢動脈閉塞部位と歩行能力の関係
○森 正志1、服部 憲明2、平松 祐一2、田邊 憲二2、尾形 友里2

1森之宮病院 リハビリテーション部 理学療法科、2森之宮病院 神経リハビリテーション研究所

P-129 歩行補助具の違いによる心負荷への影響について
○荒木 隆博
一般社団法人巨樹の会下関リハビリテーション病院

P-130 入院期心不全患者における基本動作能力の変化について
○千葉 裕子、伊藤 友一、倉下 知里、矢萩 錠二、渡辺 智也、斎藤 良行、
田中 良明、小島 伸枝、浦上 祐司

社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院 リハビリテーション部

P-131 入院期心不全患者の基本動作能力による退院時歩行自立度の予測について
○矢萩 錠二、伊藤 友一、倉下 知里、千葉 裕子、渡辺 智也、斎藤 良行、
田中 良明、小島 伸枝、浦上 祐司

社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院 リハビリテーション部
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第1日目 7月15日（土）11:00～12:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 21 急性期リハビリ・早期介入（2）

座長：臼田 和生（富山県立中央病院 内科（循環器））

P-132 VV�ECMO管理が必要となった僧帽弁断裂に対し術後早期に離床を行った 1症
例
○吉澤 剛幸1,2,3、青木 圭介1、福間 長知2、高圓 雅博2、石井 庸介3、清水 渉2

1日本医科大学付属病院 リハビリテーション室、2日本医科大学付属病院 循環器内科、3日本医科大学付
属病院 心臓血管外科

P-133 大動脈解離を発症した脳梗塞合併の 1例
○大西 慶彦、伊左治 良太、濱地 綾子、岸本 大
洛和会音羽病院 リハビリテーション部

P-134 重度大動脈弁狭窄症を有する高齢心不全症例に対して多職種参加型心不全ワー
クシートを活用した急性期介入
○山口 智大、松土 理恵、杉田 優斗
日本大学医学部附属板橋病院 リハビリテーション科

P-135 入院期心不全患者の栄養状態と下肢筋力の改善の関連―CONUT score を用いた
検討―
○笠原 酉介1、井澤 和大2、渡辺 敏3、吉沢 和也1、根本 慎司1、高井 学4、
鈴木 規雄4、大宮 一人4

1聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 リハビリテーション部、2神戸大学大学院保健学研究科、3聖マリ
アンナ医科大学病院 リハビリテーション部、4聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 循環器内科

P-136 ICUにおける自重及び自動介助の運動強度の検討
○稲木 雄一朗1、迎山 加奈1、三原 明子1、安田 雅則1、堀 貴史1、坂本 拓馬1、
麻植 浩樹2、藤井 謙司2

1桜橋渡辺病院心臓血管センター リハビリテーション科、2桜橋渡辺病院心臓血管センター 循環器内科

P-137 低負荷エルゴメータを用いた高齢心疾患患者に対する早期介入の有効性
○松永 康平1、小山 紗千2、白井 精一郎2、中川 統2、貫井 幸恵1、
宮澤 奈央子1、大谷 晴香1、守月 理2

1船橋二和病院 リハビリテーション科、2船橋二和病院 内科
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第1日目 7月15日（土）11:00～12:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 22 多職種協働・医療安全（3）

座長：水谷 和郎（神戸百年記念病院 内科）

P-138 当院における多職種協業による患者教育の現状と課題
○寺崎 珠1、山下 真由子1、神田 豊子2

1京都民医連中央病院 リハビリテーション部、2京都民医連中央病院 リハビリテーション科

P-139 当院における外来心臓リハビリテーション開設と今後の課題
○伊左治 良太1、佐伯 慧1、仲畑 宏輔1、西山 実里1、大谷 雅江2、福田 紘2、
小嶋 七緒2、早川 由紀3

1洛和会音羽病院 リハビリテーション部、2洛和会音羽病院 看護部、3洛和会音羽病院 心臓内科

P-140 多職種連携による運動耐容能の変化―第 1報―
○鈴木 真由美1、谷口 豪1、印南 秀2

1東京メディカル・スポーツ専門学校 理学療法士科、2東京メディカル・スポーツ専門学校 鍼灸師科

P-141 抗凝固薬（DOAC）の服用状況と受療疾患の調査結果と看護師の役割について
○長谷川 弥生1、旅 佳恵2、和田 攻3、坂井 俊介4、岡部 省吾4、奥原 麻衣5、
和田 千恵子6

1独立行政法人地域医療機能推進機構高岡ふしき病院 看護科、2独立行政法人地域医療機能推進機構高岡ふ
しき病院 薬剤科、3独立行政法人地域医療機能推進機構高岡ふしき病院 内科、4独立行政法人地域医療機
能推進機構高岡ふしき病院 リハビリテーション科、5独立行政法人地域医療機能推進機構高岡ふしき病院
臨床検査科、6株式会社ライフフィット

P-142 当院における心臓リハビリテーションの取り組み～監視下運動療法を中心に～
○内田 史和、鬼頭 浩之、登阪 智正
国立病院機構千葉医療センター リハビリテーション科

P-143 当院循環器内科病棟における心不全チーム立ち上げと心リハの現状―心リハ施
設基準取得より 6カ月が経過して―
○井貫 博詞1、加藤 了大1、木田 尚弥1、福住 由惟1、原田 千佳1、
下之園 俊隆1、大内 聖士1,2、天野 和美3、黒田 明子4、森本 安友未5、
香川 真澄6、水上 雪香7、福田 憲二7、松岡 哲郎7、間木野 泰祥7、乾 由明8

1兵庫県立西宮病院 リハビリテーション科、2兵庫県立西宮病院 整形外科、3兵庫県立西宮病院 看護
部、4兵庫県立西宮病院 薬剤部、5兵庫県立西宮病院 栄養管理部、6兵庫県立西宮病院地域医療連携セン
ター、7兵庫県立西宮病院 循環器内科、8兵庫県立西宮病院 内科
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第1日目 7月15日（土）11:00～12:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 23 地域連携・医療制度（1）

座長：齋藤 雅彦（盛岡赤十字病院 循環器科）

P-144 在宅でのリハビリテーションにおいて携帯型心電計が有用であった 2症例
○亀井 健太1、安竹 正樹2

1シンシア訪問看護ステーション、2福井大学医学部附属病院 リハビリテーション部

P-145 若年重症心不全患者に対しシームレスな地域連携医療により疾病管理を試みた
一例
○難波 誠1、金澤 晃子2、遠藤 教子3、島田 仁美4、笹本 雄一朗1、遠藤 陽介1、
高橋 友美1、内海 妙子1、生居 千尋1

1一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院 総合リハビリテーションセンター 理学療法科、2太田綜
合病院附属太田西ノ内病院 循環器センター 循環器内科、3長者2丁目かおりやま内科 循環器内科 心
臓リハビリテーション科、4太田綜合病院附属太田西ノ内病院 医療社会福祉部

P-146 外来通院困難事例に対する訪問リハ介入の取り組みを始めて
○小林 真依1、佐藤 光彰1、渡邊 由香里3、今井 亜紀4、末武 修史2

1新潟勤労者医療協会下越病院 リハビリテーション課、2新潟勤労者医療協会下越病院 循環器内科、3新
潟勤労者医療協会下越病院 看護部、4新潟勤労者医療協会下越病院 栄養課

P-147 単独世帯の高齢心不全患者に対する退院調整の経験
○伊藤 豪司1、佐久間 裕司1、赤間 祐子1、齋藤 賛1、國分 裕太1、二瓶 健司1、
坂本 圭司2

1公益財団法人星総合病院 リハビリテーション科、2公益財団法人星総合病院 循環器内科

P-148 慢性閉塞性肺疾患（COPD）患者が胸腹部大動脈人工血管置換術後に対麻痺を
発症し在宅復帰した症例
○高崎 亜沙奈1、三重野 愛子1、谷川 和好2

1長崎県立大学シーボルト校 看護学科、2長崎大学病院 心臓血管外科

P-149 維持期心臓リハビリテーション継続のための新しい取り組み
○北村 アキ
一般社団法人Medical Plus

P-467 岐阜心臓リハビリテーションネットワークにおける理学療法士の役割―岐阜県
総合医療センターでの取り組み―
○廣瀬 聡彦1、尾形 昌弥1、山藤 浩1、中島 将宏1、丸毛 久未子1、
石原 真由美4、広瀬 真由美3、後藤 芳章3、広瀬 武司3、谷畠 進太郎2、
荒井 正純3、野田 俊之3

1地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 心臓リハビリテーション部、2地方独立行政法人岐阜県総合医
療センター 循環器科・心臓リハビリテーション部、3地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 循環器
科、4地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 看護部・心臓リハビリテーション部
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P-468 岐阜心臓リハビリテーションネットワーク（CR�GNet）地域連携パス手帳の当
院での運用状況調査
○石原 真由美1,2、服部 千恵子1,4、宮田 あゆみ1、尾形 昌弥2、山藤 浩2、
中島 將宏2、丸毛 久未子2、廣瀬 聡彦2、谷畠 進太郎2,3、野田 俊之3

1地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 看護部、2地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 心臓リ
ハビリテーション部、3地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 循環器内科、4地方独立行政法人岐阜県
総合医療センター 地域連携室
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第1日目 7月15日（土）11:00～12:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 24 1 次予防・疫学

座長：高橋 正行（京都岡本記念病院）

P-150 一次予防を目的とした心臓カテーテル検査後の生活指導介入への取り組み
○三瀬 宏美、與儀 千里、田港 朝弘、大城 恵、下地 明美、嘉数 真教
社会医療法人友愛会豊見城中央病院

P-151 慢性心血管病患者のロコモティブ症候群合併調査
○佐々木 健一郎1、松瀬 博夫2、佐々木 基起1、石崎 勇太1、枇杷 美紀1、
夕田 直子1、黒川 由貴2、牛島 茂樹2、大塚 昌紀1、上野 高史1、志波 直人2、
福本 義弘1

1久留米大学 心臓・血管内科、2久留米大学病院 リハビリテーション部

P-152 中高年運動習慣者における腸内細菌と体組成の関連性
○河村 孝幸1、松生 香里2

1東北福祉大学 健康科学部 医療経営管理学科、2東北大学大学院医学系研究科 行動医学分野

P-153 高度肥満患者に対して体成分分析装置を利用した減量への関わり
○滝田 俊大1、山田 洋二1、車谷 容子2、武田 真弓3、橋本 司4、永田 和也4

1甲府共立病院 リハビリテーション室、2甲府共立病院 内科、3甲府共立病院 地域連携室、4石和共立病
院 入院リハビリテーション室

P-154 超音波法で測定した大腿筋厚値は心不全患者のSPPBの得点を予測する
○野路 慶明1、清水 浩介1、西潟 美砂1、白井 聡1、金田 好美1、樋口 逸一1、
武内 梨沙1、竹内 文香1、吉村 章太1、横川 正美2、中川 敬夫2

1医療法人福井心臓血圧センター福井循環器病院 リハビリテーション科、2金沢大学医薬保健研究域保健学
系

P-155 胸郭拡張差と運動耐容能の関連性
○石川 幸太郎、本城 洋志、中田 勇磨
医療法人友愛会盛岡友愛病院 リハビリテーション科
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第1日目 7月15日（土）15:30～16:30 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 25 虚血性心疾患（3）

座長：安田 敏彦（石川県立中央病院 循環器内科）

P-156 第二世代DESの ST上昇型心筋梗塞の臨床経過―BMS、第一世代DESとの比
較―
○石川 哲也1、小武海 公明1、吉村 道博2、武藤 誠3

1慈恵医大柏病院 循環器内科、2慈恵医大付属病院 循環器内科、3埼玉県立循環器呼吸器病センター 循
環器内科

P-157 急性心筋梗塞後の心臓リハビリテーション 7日プログラムの患者の予後につい
て
○高橋 佐枝子、桑島 泰輔
湘南鎌倉総合病院 循環器内科

P-158 急性心筋梗塞回復期の外来心臓リハビリテーションが左室リモデリングに与え
る影響についての考察
○大森 拓1、藤本 直紀1、土肥 薫1、熊谷 直人1、栗田 泰郎1、石田 正樹2、
山田 典一1、佐久間 肇2、伊藤 正明1

1三重大学病院 循環器・腎臓内科学、2三重大学病院 放射線画像診断科

P-159 心臓リハビリテーションによる急性心筋梗塞患者の運動耐容能改善の予測因子
の検討
○青山 豊1、永田 英貴2、栗原 尚美2、村木 麻依2、七里 守1、吉田 幸彦1

1名古屋第二赤十字病院 循環器内科、2名古屋第二赤十字病院 リハビリテーション課

P-160 慢性完全閉塞病変を有する冠動脈疾患患者に対するCPXの意義について
○多和 秀人1、吉川 糧平1、尾倉 朝美2、原田 布子3、松田 祐一1

1三田市民病院 循環器内科、2三田市民病院 リハビリテーション科、3三田市民病院 看護部

P-161 再灌流に成功した急性冠症候群患者における運動時周期性呼吸変動（Exercise
Oscillatory Ventilation）の検討
○小野 剛1、飯島 雷輔1、原 英彦1、武者 芳朗2、諸井 雅男1、中村 正人1

1東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科、2東邦大学医療センター大橋病院 リハビリテーション科

P-162 急性心筋梗塞後半年間で運動耐用能が向上するか低下するかの規定因子の検討
○高橋 夏来1、松下 純一1、鈴木 伸2、中田 亮輔2

1永頼会松山市民病院 循環器内科、2永頼会松山市民病院 リハビリテーション科
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第1日目 7月15日（土）15:30～16:30 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 26 心不全・心筋症（3）

座長：高橋 敬子（兵庫医科大学 医学教育センター/内科学冠疾患科）

P-163 冠血管奇形を有した劇症型心筋症患者に対して低強度の運動療法が有効であっ
た一例
○壬生 和博1、野間 靖弘1、太附 広明1、相澤 達2

1相模原協同病院 リハビリテーション室、2相模原協同病院 循環器内科

P-164 低心機能を呈する抗がん剤治療患者への心臓リハビリテーション介入の一経験
○内海 妙子1、笹本 雄一朗2、金澤 晃子4、神林 裕行5、遠藤 教子3、難波 誠2、
遠藤 陽介2、高橋 友美2、生居 千尋2

1社団医療法人将道会総合南東北病院 リハビリテーション科、2一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内
病院総合リハビリテーションセンター 理学療法科、3長者2丁目かおりやま内科循環器内科 心臓リハビ
リテーション科、4太田綜合病院附属太田西ノ内病院循環器センター 循環器内科、5太田綜合病院附属太田
西ノ内病院 血液内科

P-165 拡張型心筋症による低心機能者に対する運動療法の効果～週 1回の介入で改善
を得られた一例～
○蓮沼 雄人、齋藤 弘、中村 大祐、小林 朝子、赤城 圭佑、田口 真衣
辻内科循環器科歯科クリニック リハビリテーション科

P-166 急性期心不全患者において入院時に低栄養を認める場合、歩行自立日数が延長す
る
○大関 雄太
社会医療法人製鉄記念室蘭病院 リハビリテーション科

P-167 動作能力の違いによる心不全再入院率に関する当院の検討
○伊藤 彩乃1、日比野 紗月1、林 和代1、澤村 彰吾1、清水 瑠美1、松本 優1、
横山 奈美1、黒田 泰子1、伊藤 純一1、大塚 誠士1、槇林 優1、高橋 茂清2、
青山 琢磨2

1社会医療法人厚生会木沢記念病院 総合リハビリテーション部、2社会医療法人厚生会木沢記念病院循環器
病センター 循環器内科

P-168 心不全新規発症例と急性増悪例の差
○池宮城 夢1、亀山 成子2、上地 一樹1、玉井 志乃1

1社会医療法人仁愛会浦添総合病院 リハビリテーション部、2社会医療法人仁愛会浦添総合病院 リハビリ
テーション科

P-169 心不全患者における運動耐容能と吸気筋力の関係～若年群と高齢群との比較～
○加賀屋 勇気1、皆方 伸1、大倉 和貴3、阿部 芳久2、塩谷 隆信4、佐々木 正弘5

1秋田県立脳血管研究センター 機能訓練部、2秋田県立脳血管研究センター 循環器内科 診療部、3市立
秋田総合病院 リハビリテーション科、4秋田大学大学院医学系研究科 保健学専攻、5秋田県立脳血管研究
センター リハビリテーション科 診療部
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第1日目 7月15日（土）15:30～16:30 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 27 年齢・性差・高齢患者（2）

座長：前田 秀博（社会医療法人近森会近森病院 リハビリテーション部）

P-170 超高齢心筋梗塞患者に対して早期の多職種協働カンファレンスによるリハビリ
介入が奏功した一例
○藤本 惠実1、大槻 美奈子1、宮澤 祥太1、諸田 由貴1、丸山 双葉1、北林 浩2

1伊那中央病院 リハビリテーション技術科、2伊那中央病院 循環器内科

P-171 高齢認知症心不全患者におけるQOL評価の一症例～QOL�Dの検討～
○弥勒寺 優1,2、高柳 豊史1,2、清水 亮佑1,2、見城 芳幸1,2、尾串 悟1,2、
井上 貴史1,2、室賀 祥樹1、関口 賢一3、鶴谷 英樹1,3

1医療法人鶴谷会鶴谷病院 リハビリテーション科 心臓リハビリテーション部門、2医療法人鶴谷会鶴谷病
院 リハビリテーション科、3医療法人鶴谷会鶴谷病院 循環器内科

P-172 心大血管リハビリテーションを通した超高齢者に対する終末期の意思決定支援
できた 1例
○村山 雅美1、西尾 まゆ2、松浦 昭彦3、辻合 康浩3、岡田 健一郎2,3

1大阪府済生会千里病院 看護部、2大阪府済生会千里病院 循環器内科、3大阪府済生会千里病院 心大血
管疾患リハビリテーション部

P-173 70 歳以上の急性心筋梗塞患者における運動耐容能の違いに与える因子の検討
○大野 豊、村田 和弘、三浦 正和、加藤 聡純、上田 亭、小田 隆将、
金本 将司、中尾 文昭、池田 安宏

山口県立総合医療センター リハビリテーション科

P-174 心肺運動負荷試験（CPX）にて運動処方を行った 90歳代 3例の症例報告
○中澤 裕貴1、下川 京実2、伊藤 将1、桜木 浩司1、藤本 瑛司1、相笠 康貴1、
川内 基裕2

1一般社団法人巨樹の会小金井リハビリテーション病院 リハビリテーション科、2一般社団法人巨樹の会小
金井リハビリテーション病院 医局

P-175 超高齢心疾患患者に対し、監視型外来心臓リハビリテーションと呼吸リハビリ
テーションが有用であった一症例
○山中 明香里1、下郷 卓史2、西脇 健太1、伊東 由教1、木村 陽志1、
竹岡 美代子1、大竹 浩史1、中村 真幸2、吉岡 真吾2、田中 昭光2、
安藤 みゆき2、青山 英和2、亀谷 良介2

1名古屋徳洲会総合病院 リハビリテーション科、2名古屋徳洲会総合病院 循環器内科

P-469 当院における重複障害患者の臨床的背景と心臓リハビリテーションの課題～脳
卒中地域連携パス患者を中心に～
○林 真子1、安原 教子1、廣瀬 美幸1、奈良 享平1、新谷 岳也1、福士 智久1、
石川 玲2

1医療法人芙蓉会村上病院 リハビリテーション科、2弘前大学医学部 保健学科
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第1日目 7月15日（土）15:30～16:30 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 28 トレーニング様式・理学療法（3）

座長：内山 覚（新東京病院 リハビリテーション室）

P-176 6 分間歩行試験と心肺運動負荷試験を比較した運動処方の検討
○阪下 直大1、小池 隆行1、小堀 健一2

1公益社団法人石川勤労者医療協会城北病院 リハビリテーション部、2公益社団法人石川勤労者医療協会城
北病院 内科

P-177 Borg スケールを利用したレジスタンストレーニングプログラムの効果
○渡邊 哲幸1、坂 直之1、高田 大誠1、平山 晃介1、坪井 英之2

1大垣市民病院 リハビリテーションセンター、2大垣市民病院 循環器内科

P-178 低強度レジスタンス集団トレーニング導入後の効果と問題点について
○丸橋 尚也1、舩田 淳一2、泉 直樹2、川道 幸司1、青木 裕美1、鈴木 幸子3

1独立行政法人国立病院機構愛媛医療センター リハビリテーション科、2独立行政法人国立病院機構愛媛医
療センター 循環器内科、3独立行政法人国立病院機構愛媛医療センター 看護部

P-179 当院におけるハイリスク患者の心臓リハビリテーション介入の現状と課題
○荒木 伸友1、上野 真副1、金崎 千晶1、大野 浩1、西岡 大治朗1、出永 文也1、
須崎 優介1、軍神 安孝1、太田 裕司1、名越 千花1、西村 亜紀1、河原 秀光1、
三橋 裕二1、西野 俊博2、迎 史郎2、岩永 勝3、長井 善孝2

1特定医療法人東筑会東筑病院 リハビリテーション課、2特定医療法人東筑会東筑病院 循環器内科、3特
定医療法人東筑会東筑病院 リハビリテーション科

P-180 加圧トレーニングとEMSの併用による筋肉量・筋力の変化
○齋藤 賛1、佐久間 裕司1、長尾 光祥1、鈴木 翔1、國分 裕太1、赤間 祐子1、
大河原 麻里1、清水 翔太1、星川 美沙1、伊藤 豪司1、二瓶 健司1、坂本 圭司2

1公益財団法人星総合病院 リハビリテーション科、2公益財団法人星総合病院 循環器内科

P-181 労作時呼吸困難感の原因を理学療法評価で発見したペースメーカ留置症例
○赤尾 圭吾1、渡邉 紗都1、八木 麻衣子1、石山 大介1、海鋒 有希子1、
渡辺 敏2、笠原 酉介3、武市 尚也2、吉沢 和也3、根本 慎司3、鈴木 知美4、
中山 由衣5、米山 喜平5、高木 泰5、徳丸 睦5、田中 修5、長田 尚彦5、
明石 嘉浩4

1聖マリアンナ医科大学東横病院 リハビリテーション室、2聖マリアンナ医科大学病院 リハビリテーショ
ン部、3聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 リハビリテーション部、4聖マリアンナ医科大学病院 循環
器内科、5聖マリアンナ医科大学東横病院 循環器内科

P-182 ファロー四徴症のために生じた長年の活動制限に伴う身体機能の低下が外来心
リハを契機に改善を認めた一症例
○大竹 康平1、下雅意 崇亨1、南本 陽菜1、吉田 晃久1、岩田 健太郎1、
仲村 直子2、藤本 和美2、高橋 真弓子2、山根 崇史3、古川 裕3

1神戸市立医療センター中央市民病院 リハビリテーション技術部、2神戸市立医療センター中央市民病院
看護部、3神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科
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第1日目 7月15日（土）15:30～16:30 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 29 トレーニング様式・理学療法（4）

座長：甲斐 久史（久留米大学医学部付属医療センター 循環器内科）

P-183 心臓リハビリテーションに低負荷筋力トレーニングを導入した効果
○川本 いつき、久村 美代子
紀南病院 看護部

P-184 β 遮断薬投与中の患者に対する至適心拍数設定の新たな試み～第 3報～
○舟見 敬成1、根田 真澄1、佐藤 聡見1、千葉 一平1、佐藤 友希1、
永沼 和香子2、大杉 拓2

1（一財）総合南東北病院 リハビリテーション科、2（一財）総合南東北病院 循環器内科

P-185 中等度持続運動と高強度インターバル運動における心拍変動解析の比較
○近藤 和夫1、岩部 達也2、長井 豊貴2、田城 孝雄3、櫻井 正之4

1社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念病院 心臓リハビリテーション室、2学校法人西野学園札幌医学
技術福祉歯科専門学校 理学療法士科、3放送大学大学院 文化科学研究科 健康科学プログラム専攻、4社
会医療法人社団カレスサッポロ北光記念病院 循環器科

P-186 当院における電気刺激療法（EMS）を用いた心臓リハビリテーションの取り組
み（第三報）
○小田 愛1、藤本 華子1、井口 貴文1、大川 卓也1、横田 元2、倉富 暁子2、
平松 義博2

1社会医療法人天神会古賀病院21 リハビリテーション課、2社会医療法人天神会古賀病院21 循環器内科

P-187 外来心臓リハビリテーションにおける運動形態の違いによる効果の検討
○榊原 俊亮1、吉岡 了1、伊藤 麻美1、遠藤 康平1、戸渡 敏之1、並木 淳郎2、
柴田 正行2、華山 直二3、松下 弘3

1関東労災病院 中央リハビリテーション科、2関東労災病院 循環器内科、3関東労災病院 心臓血管外科

P-188 虚血性心疾患患者に対する高強度レジスタンストレーニングの安全性と効果に
ついて
○西川 淳一1、鈴木 里奈1、福地 勇希1、大田 麻理乃1、三上 健太1、大瀧 侑1、
紺野 久美子2、興野 寛幸2、横山 直之2、緒方 直史3、上妻 謙2、下川 智樹4

1帝京大学医学部附属病院心臓リハビリテーションセンター、2帝京大学医学部 循環器内科、3帝京大学医
学部 リハビリテーション科、4帝京大学医学部 心臓血管外科

P-189 心移植後患者における下肢レジスタンストレーニングの効果：マシーンと自重
での比較
○福井 教之1、山本 壱弥1、鈴木 裕二1、北垣 和史1、柳 英利1、小西 治美1、
渡慶次 竜生1、伊達 歩1、長谷川 拓也2、熊坂 礼音2、荒川 鉄雄2、
簗瀬 正伸3、中尾 一泰2、福井 重文2、中西 道郎1、後藤 葉一1

1国立循環器病研究センター 心臓リハビリテーション科、2国立循環器病研究センター 心臓血管内科、
3国立循環器病研究センター 移植医療部
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第1日目 7月15日（土）15:30～16:30 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 30 急性期リハビリ・早期介入（3）

座長：音羽 勘一（市立敦賀病院 循環器内科）

P-190 ICU看護師における急性期心臓リハビリテーションへの取り組み
○木島 由紀子、梅本 敬子、渡邊 明美、高橋 真紀、原田 美樹
山形県立中央病院 ICU

P-191 当院 ICUでのリハビリテーション処方件数から考える今後の対策
○出口 清喜
金沢大学附属病院 リハビリテーション部

P-192 造影剤アレルギーによりショック、多臓器不全、DICをきたしたが、早期リハ
ビリにて改善した一例
○香月 与志夫1、大塚 頼隆1、二又 誠義1、岡部 浩太1、吉賀 巧1、池田 久雄2、
杉 健三1

1杉循環器科内科病院、2帝京大学 福岡医療技術学部

P-193 心不全患者に対するリハビリテーションの対象者とその成果の変遷
○山根 達也1、小田内 友輝1、外山 晴菜1、関 香那子1、浅野 翔平1、
澁澤 佳佑1、飯塚 優子2、小澤 美貴1、篠原 智行2

1医療法人社団日高会日高病院リハビリテーションセンター 急性期リハビリ室、2医療法人社団日高会日高
病院リハビリテーションセンター

P-194 SICUから心臓リハビリテーションプログラムを導入した早期離床の効果
○赤木 智子1、國永 靖子1、河野 博子1、長岡 祐子1、藤 直子1、押川 麻美1、
藤見 幹太2、藤田 政臣3、手島 礼子3、戒能 宏治3

1福岡大学病院 看護部 ハートセンター、2福岡大学病院 循環器内科、3福岡大学病院 リハビリテー
ション部

P-195 心不全患者の再入院群と非再入院群の比較検討
○岡崎 大征、一ノ宮 悟史、大坂 慎平、池沢 里香、吉田 祐文
那須赤十字病院 リハビリテーション科部
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第1日目 7月15日（土）15:30～16:30 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 31 維持期リハビリ（1）

座長：上拾石秀一（くわみず病院 地域医療部 リハビリテーション部）

P-196 高齢心疾患患者における低～中強度負荷レジスタンストレーニングの運動耐用
能や筋力指標に与える効果の検討
○横松 孝史1、北條 瞬1、櫛山 晃央1、金田 和久1、加藤 雅史1、三木 真司1、
出見世 真人2、佃 陽一2、山部 さおり3、松本 祐子3

1三菱京都病院 心臓内科、2三菱京都病院 リハビリテーション科、3三菱京都病院 看護科

P-197 外来心リハ長期継続例の最高酸素摂取量の推移
○山崎 佐枝子1、石田 昂彬2、山本 周平2、三澤 加代子2、井戸 芳和2、
矢島 史恵3、宮嵜 恵3、樋口 智子1、三枝 達也1、海老澤 聡一朗1、
元木 博彦1、岡田 綾子1、桑原 宏一郎1

1信州大学医学部附属病院 循環器内科、2信州大学医学部附属病院 リハビリテーション部、3信州大学医
学部附属病院 看護部

P-198 高齢心不全患者への加速度トレーニングの導入効果
○弘岡 亮1、與座 一2、三戸 正人2、秋元 芳典2、仲村 義一2、安谷屋 桂子3

1社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院 リハビリテーション科 心臓リハビリ室、2社会医療法人かり
ゆし会ハートライフ病院 循環器内科、3社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院 看護科

P-199 PHASE�2 心臓リハビリテーションによる効果の血液所見における検討
○大谷 武司1、内川 慎一郎2、羽賀 郁哉1、牧田 直美1、牛越 琢也1、
小山 みさと3、金井 江梨子3、青木 美智子4、丸山 弘子5、木下 修2

1安曇野赤十字病院 リハビリテーション科、2安曇野赤十字病院 循環器内科、3安曇野赤十字病院 看護
部、4安曇野赤十字病院 栄養課、5安曇野赤十字病院 薬剤部

P-200 高齢者向けダンスは維持期における心リハプログラムとして有用か
○小久保 徹1、田嶋 明彦2、甲賀 真理1、渡辺 文1、宮澤 亮義3、丸山 泰幸3

1医療法人社団幸正会岩槻南病院 心臓リハビリテーション科、2公立大学法人埼玉県立大学 保健医療福祉
学部 健康開発学科、3医療法人社団幸正会岩槻南病院 循環器科

P-201 入院から外来に移行した心臓リハビリ患者に対する運動処方の検討
○小久保 苗美1、江澤 早織1、佐々木 利恵1、寺崎 弓路1、上野 裕子2、
武内 諒子2、中島 直美2、兼八 正憲3、正村 克彦3

1財団医療法人中村病院 看護部、2財団医療法人中村病院 リハビリテーション部、3財団医療法人中村病
院 循環器科
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第1日目 7月15日（土）15:30～16:30 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 32 患者教育・指導・禁煙（2）

座長：秋野 正敏（宏和会岡村記念病院 リハビリテーション科）

P-202 初発急性心筋梗塞患者のCCU入室から退院時までの欲求の質的分析
○川端 恵美1、小平 京子2

1堺市立総合医療センター 救急病棟、2関西看護医療大学

P-203 海外文献から見た在宅心臓リハビリテーションにおける看護実践
○岩屋 早苗、柿田 さおり
岐阜大学医学部 看護学科

P-204 維持期心臓リハビリテーション通院患者を対象とした知識調査に基づく患者指
導への方策
○八木 真由美1、宗村 和幸2、治田 麻理子3、椿 淳裕5、神田 直美1、
村山 香菜1、今井 克敏2、木村 新平4、田村 雄助4

1済生会新潟第二病院 看護部、2済生会新潟第二病院 リハビリテーション科、3済生会新潟第二病院 栄
養科、4済生会新潟第二病院 循環器内科、5新潟医療福祉大学医療技術学部 理学療法学科

P-205 心大血管疾患入院患者に向けての心理教育の実践報告
○鈴木 美砂子1、廣瀬 聡彦2、中島 將宏2、山藤 浩2、尾形 昌弥2、
石原 真由美2,3、谷畠 進太郎2,4、野田 俊之4

1地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 小児科、2同心臓リハビリテーション部、3同看護部、4同循環
器内科

P-206 外来心リハにおける活動量計を用いた患者教育の効果 看護師が行う生活活動
の調整とは
○藤本 和美1、高橋 真弓子1、仲村 直子1、村井 亮介2、山根 崇史2、古川 裕2

1神戸市立医療センター中央市民病院 看護部、2神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科

P-207 PCI 後患者の指導用パンフレットの見直しと指導の統一に向けた活動報告
○高木 香奈実1、内川 慎一郎2、大谷 武司3、牛越 琢也3、牧田 直美3、
小山 みさと1、青木 美智子4、丸山 弘子5、木下 修2

1安曇野赤十字病院 看護部、2安曇野赤十字病院 循環器内科、3安曇野赤十字病院 リハビリテーション
科、4安曇野赤十字病院 栄養科、5安曇野赤十字病院 薬剤部

P-208 3 軸加速度計を用いた外来心リハ患者における身体活動量評価と患者教育の検
討
○山口 千笑1、三上 博也1、平田 愛実1、堂下 準基1、平林 鑑2

1苫小牧市立病院 リハビリテーション科、2苫小牧市立病院 循環器内科
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第1日目 7月15日（土）15:30～16:30 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 33 栄養療法・栄養指導・服薬指導（1）

座長：富田 エミ（順天堂大学医学部 医学教育研究室）

P-209 急性心筋梗塞患者における推定 1日食塩摂取量を用いた個別栄養指導の効果
○大賀 玲奈1、馬場 かおり1、浦 昌子1、武藤 成紀2、古殿 真之介2、中嶋 寛2

1長崎みなとメディカルセンター市民病院 栄養管理部、2長崎みなとメディカルセンター市民病院 心臓血
管内科

P-210 内科疾患における基礎代謝量と身体機能の関係性について
○尾上 奈穂1、小山 紗千2、松永 康平1、貫井 幸恵1、宮澤 菜央子1、
白井 精一郎2、中川 統2、安 浩義2、守月 理2

1船橋二和病院 リハビリテーション科、2船橋二和病院 内科

P-211 心臓疾患患者における味覚について
○久永 文1、平山 園子2、納冨 明奈1、福地 彩子1、枝廣 由季子1、高鍋 素3、
大滝 俊夫3、井上 信孝3

1独立行政法人労働者健康安全機構神戸労災病院 栄養管理室、2神戸労災病院 循環器内科、3神戸労災病
院 中央リハビリテーション科

P-212 心臓病患者の運動療法におけるBCAA・ビタミンD含有食品併用に関する検討
○賀川 尚美1、三間 渉2、長谷川 靖1、佐野 愛3、星野 寛子3、長谷川 伸也3、
滝澤 直之4、畑田 勝治2、今井 俊介2、田村 真2、松原 琢2

1信楽園病院 リハビリテーション科、2信楽園病院 循環器内科、3信楽園病院 看護部、4信楽園病院 臨
床検査科

P-213 外来栄養指導施行による再入院回避の効果
○今吉 慶1、杉安 愛子2、下田 憲太郎3、山村 悠二3、安藤 一哲3、近藤 茂瑠3、
倉田 考徳3、高山 久美子4、桑原 美結花4、高山 千晴4、樋口 隼介4、
吉田 健太郎2、中嶋 直久2、関 裕2

1医療法人社団永生会南多摩病院 栄養科、2医療法人社団永生会南多摩病院 循環器科、3医療法人社団永
生会南多摩病院 リハビリテーション科、4医療法人社団永生会南多摩病院 看護部

P-214 魅力ある心臓いきいき教室の企画～栄養管理の面から～
○原田 康子1、坂本 洋子1、阿部 史2、大堀 克己3

1社会医療法人北海道循環器病院 栄養科、2社会医療法人北海道循環器病院 理学療法科、3社会医療法人
北海道循環器病院 心臓血管外科
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第1日目 7月15日（土）15:30～16:30 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 34 心リハの継続・アドヒアランス（1）

座長：丸岡 弘（埼玉県立大学大学院 保健医療福祉学研究科）

P-215 外来心臓リハビリテーションの通院に関する検討―入院中の病棟看護師の介入
について考える―
○益本 僚子1、福濱 弥生1、門内 美鈴1、杉野 里美1、宮本 英美1、野田 明美1、
本間 智明2、小林 平2

1JA広島総合病院 看護科、2JA広島総合病院 リハビリテーション科

P-216 心臓リハビリテーションにおける目標シートの導入とその効果
○塩谷 求美1、橋本 麻奈未1、森口 稔1、丸山 隆則1、白川 直子1、福井 祥二1、
柳 志郎2

1生長会府中病院 理学療法室、2生長会府中病院 医療診療部

P-217 屋外プログラム参加者へのアンケート結果より、その目的を再検討した
○曽根 典法1、藤平 保茂2

1舞鶴共済病院 リハビリテーション科、2大阪川崎リハビリテーション大学 理学療法学専攻

P-218 心リハクリニックにおける心リハ継続理由と動機づけの関連についての検討
○林 宏憲、道家 智恵、石澤 美穂、上村 仁衣奈、浜崎 知沙、千丸 麻里、
松田 利恵

医療法人林ハートクリニック

P-219 当院の心不全患者における外来心臓リハビリテーションの効果と課題
○山根 和久1、民田 浩一2、塩田 智之1、宮本 和也1、赤木 伸成1、村田 亮介1、
下村 佳奈子1、安延 美沙1、木村 美香1、荒井 修平1、佐々木 志保3

1社会医療法人渡邊高記念会西宮渡辺心臓・血管センター リハビリテーション科、2社会医療法人渡邊高記
念会西宮渡辺心臓・血管センター、3社会医療法人渡邊高記念会西宮渡辺心臓・血管センター 看護部

P-220 急性心筋梗塞後の運動耐用能改善におよぼす因子の検討：患者アドヒアランス
との関係
○渡名喜 拓也1、神谷 太輔1、當山 博之1、宮城 優一1、川端 晋也1、
安村 大拙1、旭 朝弘2

1地方独立行政法人那覇市立病院 医療技術部 リハビリテーション室、2地方独立行政法人那覇市立病院
循環器内科

P-221 非侵襲的簡易機能検査法を利用した心臓リハビリの効果を評価する試み
○二見 真紀人1、三浦 伸一郎1、藤見 幹太1、田中 由里子2、窪田 真有子2、
上田 容子1、上田 隆士1、藤田 政臣2、手島 礼子2、戒能 宏治2、松田 拓朗2、
堀田 朋恵2、朔 啓二郎1

1福岡大学病院 循環器内科、2福岡大学病院 メディカルフィットネスセンター
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第1日目 7月15日（土）15:30～16:30 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 35 多職種協働・医療安全（4）

座長：岩村 貴美（北里大学病院 看護部）

P-222 当院での心臓リハビリテーション―現状・課題―第 2報―
○寺川 宏樹1、上田 智広1、大下 千景1、藤井 雄一1、松崎 瑞希2、高木 光男2、
鈴川 彩路3、政池 美穂3、新田 祐士4、西原 誠子5、森脇 順子5、小田 康子6、
河村 道徳6

1JR広島病院 循環器内科、2JR広島病院 看護部、3JR広島病院 栄養士室、4JR広島病院 リハビリテー
ション科、5JR広島病院 薬剤部、6JR広島病院 臨床検査科

P-223 当クリニックにおける外来心臓リハビリテーションの現状
○中村 陽一1、中路 亜矢子2、濱田 幸2、上田 麻美2、佐川 愛弓3、土居 多恵3、
塩飽 敬子4

1そよかぜ循環器内科・糖尿病内科 循環器内科、2そよかぜ循環器内科・糖尿病内科 看護科、3そよかぜ
循環器内科・糖尿病内科 臨床検査科、4そよかぜ循環器内科・糖尿病内科 栄養科

P-224 包括的外来心臓リハビリテーションが摂取塩分量に与える影響
○三間 渉、田村 真、長谷川 靖、賀川 尚美、林 香織、佐野 愛、
長谷川 伸也、星野 寛子、児玉 彩、滝澤 直之、畑田 勝治、今井 俊介、
松原 琢

信楽園病院 循環器内科

P-225 CR�GNet における医療職種間連携の取り組み
○小野木 浩人1、チームD2
1岐北厚生病院 循環器内科、2CR�GNet推進委員会

P-226 多職種介入を必要とした高度心機能低下慢性心不全の一例
○野崎 加那子1、高橋 夏来2、松下 純一2、鈴木 伸3

1一般財団法人永頼会松山市民病院 臨床研修科、2一般財団法人永頼会松山市民病院 循環器内科、3一般
財団法人永頼会松山市民病院 リハビリテーション科

P-227 心臓リハビリテーションにおける遠隔モニタリングを用いたCRTD植え込み患
者管理の検討
○佐々木 知実1、濱 知明2、永田 吾一1、高橋 泰輝1、三浦 歩1、谷本 直1、
川又 郁夫1、七尾 富久2、飯田 剛幸2、牛島 明子2、上野 亮2、及川 惠子2、
森田 典成2、小林 義典2

1東海大学医学部付属八王子病院 診療技術部 臨床工学技術科、2東海大学医学部付属八王子病院 循環器
内科

P-228 高度肥満を伴う重症心不全患者の減量と療養行動獲得に向けた関わり―入院中に
多職種で支援した一症例―
○武田 真弓1、山田 洋二2、滝田 俊大2、新井 健志2、橋本 司3、永田 和也3、
車谷 容子4

1甲府共立病院 地域連携室、2甲府共立病院 リハビリテーション科、3石和共立病院 リハビリテーショ
ン科、4甲府共立病院 循環器内科
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第1日目 7月15日（土）15:30～16:30 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 36 地域連携・医療制度（2）

座長：田倉 智之（東京大学大学院医学系研究科 医療経済政策学講座）

P-229 送迎付き外来心臓リハビリテーションシステムの運用～地域包括ケアシステム
ツールとしての活用～
○小笹 考史、渡邉 千秋、黒瀬 聖司、濱田 友里、草葉 怜奈、荻野 沙矢加、
七澤 智子、吉田 志織、水野 理美、三ツ川 裕子、二木 久喜子、
佐々木 良雄

医仁会武田総合病院 看護部

P-230 多職種カンファレンスから繋げる慢性心不全患者の在宅支援
○佐久間 博明1、玉城 賢志1、天久 達二1、幸喜 美代子1、南部 路治2、
呉屋 太造2、池宮 秀一郎2、嶺井 陽2、新里 朋子3、相澤 直輝3、浅田 宏史3、
大屋 祐輔3

1琉球大学医学部附属病院 看護部、2琉球大学医学部附属病院 リハビリテーション部、3琉球大学医学部
附属病院 第三内科

P-231 カテコラミン依存の心不全患者における在宅療養への道のり～多職種連携ネッ
トワークの構築～
○大山 佳苗1、豊沢 真代1、田本 紗和子1、土井 諒子1、米山 裕子1、
稲田 明美1、石北 陽仁2、藤野 剛雄2、肥後 太基2

1九州大学病院 北棟3階病棟、2九州大学病院 循環器内科

P-234 開心術後、急性期病院から回復期リハビリテーション病棟への連携にて在宅復帰
できた一例
○森田 慎也1、青山 莉香1、坂東 美香2、井内 和幸3

1かみいち総合病院 リハビリテーション科、2かみいち総合病院 南4階病棟、3かみいち総合病院 内科
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第2日目 7月16日（日）10:00～11:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 37 心不全・心筋症（4）

座長：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）

P-235 心不全患者における身体特性と運動機能の関連性について
○伊藤 純一1、後藤 麻梨香1、野中 隼斗1、酒井田 早紀1、柴田 佳苗1、
横山 奈美1、黒田 泰子1、大塚 誠士1、槇林 優2、高橋 茂清3、青山 琢磨3

1社会医療法人厚生会木沢記念病院 総合リハビリテーション部、2社会医療法人厚生会木沢記念病院 中部
療護センター、3社会医療法人厚生会木沢記念病院 循環器病センター 循環器内科

P-236 超高齢の心不全入院患者における退院時独歩能力に関わる因子の検討
○橋本 和弥1、小幡 裕明1,2、阿部 暁2、林 佑美1、遠藤 亜希子1、神田 夏実1、
山口 兼司1、浅野 仁美3、上原 彰史2、和泉 徹2

1新潟南病院 リハビリテーション科、2新潟南病院 内科、3新潟南病院 看護部

P-237 心不全患者における 6分間歩行の完歩を規定する要因
○濱田 友里1、黒瀬 聖司1、今井 優2、草葉 怜奈1、荻野 沙也加1、吉田 志織3、
七澤 智子3、小笹 考史3、佐々木 良雄4、橋本 哲男4、桝田 出5

1医仁会武田総合病院 疾病予防センター、2康生会クリニック 健康運動指導科、3医仁会武田総合病院
看護部、4医仁会武田総合病院 循環器内科、5武田病院グループ 予防医学・EBMセンター

P-238 うっ血性心不全患者の在院日数に影響を与える因子の検討～ベッドサイドで行
える評価を用いた予測式～
○鈴木 啓介1、廣岡 卓2、多田 英生3、遠藤 太祐3、大武 聖1

1国際医療福祉大学小田原保健医療学部 理学療法学科、2磐田市立総合病院 リハビリテーション技術
科、3国際医療福祉大学熱海病院 リハビリテーション科

P-239 当院における心不全患者の自宅退院の可否の要因と今後の課題
○竹志 友裕1、大久保 裕介1、松本 泰志1、本庄 剛1、藤原 望1、高林 登志子2、
木本 直子2、柴田 唯2、藤川 純子3

1堺市立総合医療センター リハビリテーション技術科、2堺市立総合医療センター 看護局、3堺市立総合
医療センター 循環器内科

P-240 心不全患者におけるSPPB得点に影響する因子の検討
○川邊 祐子1、山口 賢一郎1、木村 雅巳1、白石 千恵1、財田 征典1、
肥留川 隼1、中村 美紀1、平岡 仁美1、木戸 秀聡2、増田 尚己2、緒方 信彦2、
一色 高明2

1上尾中央総合病院 リハビリテーション技術科、2上尾中央総合病院 循環器内科

P-241 当院の外来心臓リハビリテーションによる心不全患者再入院予防の効果を検討
○川崎 健作1、山名 祥太2、大西 伸悟1、大西 和子1、松原 昌美3、宮地 亮彦1、
三枝 秀明1、清水 宏紀2、大西 祥男2

1加古川中央市民病院 リハビリテーション室、2加古川中央市民病院 循環器内科、3加古川中央市民病院
看護部
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第2日目 7月16日（日）10:00～11:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 38 心臓術後・大血管術後（3）

座長：久保 清景（医療法人社団くぼクリニック）

P-242 多職種連携による心臓血管外科術後患者の譫妄予防への取り組み
○山中 順子1、奥村 高弘1、宮下 貴拓1、松下 愛里1、田村 聡美2、大橋 美保2、
平松 範彦3、宮下 史寛3、松林 景二3

1近江八幡市立総合医療センター リハビリテーション技術科、2近江八幡市立総合医療センター 看護
部、3近江八幡市立総合医療センター 心臓血管外科

P-243 経カテーテル的大動脈弁置換術後に馬尾症候群を呈した 1症例
○横畠 和宏1、西森 大地1、小林 誠治1、加嶋 憲作1、安井 正顕1、尾原 義和2

1高知医療センター リハビリテーション技術部、2高知医療センター 循環器内科

P-244 急性大動脈解離術後で、誤嚥性肺炎を発症した患者の心リハを経験して
○上田 公洋1、山田 剛史1、宮川 幸大2

1一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 看護部、2一般財団法人平成紫川会小倉記念病院 リハビリテー
ション部

P-245 Stanford A 型急性大動脈解離術後に長期人工呼吸器管理から離脱し、早期に
ADL自立に至った一症例
○佐藤 友希、舟見 敬成、根田 真澄、佐藤 聡見
（一財）総合南東北病院 リハビリテーション科

P-246 収縮性心膜炎手術前に右大腿骨頚部骨折を受傷しリハビリテーションに難渋し
た一例
○菅野 遥1、五安城 亜希1、鈴木 浩司1、小野寺 可奈恵1、澤邉 泰1、
四役 晃一1、千葉 友香1、熊谷 歩1、沼田 拓己1、四海 香織1、佐々木 真美1、
羽田 朱里1、河村 孝幸2、吉田 一徳3

1大崎市民病院 リハビリテーション部、2東北福祉大学健康科学部 医療経営管理学部、3大崎市民病院
リハビリテーション科

P-247 「マルファン症候患者の心大血管術後リハビリテーションについての一症例」運
動療法の安全性とその効果
○田中 秀輝、秋保 光利、坂本 純子、鈴木 秀俊、伊藤 汐里、名賀 佑紀、
阿部 義史、冨永 美里、福田 幸人

社会福祉法人三井記念病院 リハビリテーション部
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第2日目 7月16日（日）10:00～11:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 39 心臓術後・大血管術後（4）

座長：大久保信司（鹿島労災病院）

P-248 胸腹部大動脈瘤術後に遅発性対麻痺を呈した一例～低周波電気刺激・免荷式歩
行器を使用した急性期理学療法～
○徳弘 健1、嶋村 友秀1、保木 真奈1、戸梶 慎也1、田島 賢次1、遠山 真吾1、
山崎 優1、西内 直子1、松村 雅史1、十河 敏晴1、市川 洋一2、田埜 和利2

1高知赤十字病院 リハビリテーション科、2高知赤十字病院 心臓血管外科

P-249 急性大動脈解離術後患者の運動指導に関する考察～2症例での検討～
○外山 洋平1、花房 祐輔1、戸谷 佳織1、角屋 亜紀1、細谷 学史1、内田 龍制2、
牧田 茂2

1埼玉医科大学国際医療センター リハビリテーションセンター、2埼玉医科大学国際医療センター 心臓リ
ハビリテーション科

P-250 大血管術後の歩行獲得の遅延要因の検討
○井田 雅之1、脇田 隆広1、鈴木 篤明1、江田 匡仁2、三宅 裕史3、石木 良治3、
岩瀬 三紀4

1トヨタ記念病院 リハビリテーション科、2トヨタ記念病院 心臓外科、3トヨタ記念病院 循環器科、4ト
ヨタ記念病院

P-251 当院における心臓外科手術後患者の心臓リハビリテーションの進行状況と今後
の課題について
○沢入 豊和1、倉橋 裕明1、神谷 昌孝1、森嶋 直人1、外山 正志2

1豊橋市民病院 リハビリテーションセンター、2豊橋市民病院 心臓血管外科

P-252 高齢開心術後 Fast track 逸脱例においてNMESは術後下肢筋力維持に寄与でき
る
○作井 大介1、原 康貴1、久世 洋嗣1、瀧野 皓哉1、永井 敬志1、桂川 曜子1、
恒川 智宏2、加藤 貴吉2、川村 一太3、富田 伸司2、山田 純生4

1岐阜ハートセンター 心臓リハビリテーション室、2岐阜ハートセンター 心臓血管外科、3岐阜ハートセ
ンター 循環器内科、4名古屋大学大学院 医学系研究科（保健学）

P-253 待機的開心術後における身体機能と筋肉量の変化
○星木 宏之1、佐藤 憲明1、椛島 寛子1、有吉 雄司1、津崎 裕司1、
小笠原 聡美1、高永 康弘1、久原 学2、折口 秀樹3

1独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院 リハビリテーション室、2独立行政法人地域医療機能推進機
構九州病院 心臓血管外科、3独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院 内科
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第2日目 7月16日（日）10:00～11:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 40 肺高血圧症・肺循環

座長：松本 晃裕（十文字学園女子大学 人間生活学部 食物栄養学科）

P-254 肺高血圧症患者における身体活動量と運動耐容能や下肢筋力との関連性
○安藤 可織、西﨑 真里、中路 哲司、中野 綾乃、竹原 典子、安川 達哉、
廣川 晴美

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター リハビリテーション科

P-255 慢性血栓塞栓性肺高血圧症患者におけるバルーンによる肺動脈形成術後の呼吸
機能についての検討
○中野 綾乃、西﨑 真里、中路 哲司、竹原 典子、安藤 可織、安川 達哉、
廣川 晴美

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター リハビリテーション科

P-256 バルーン肺動脈形成術後の慢性血栓塞栓性肺高血圧患者における運動時換気制
限と運動耐容能との関連性
○安川 達哉、西﨑 真里、中野 綾乃、中路 哲司、竹原 典子、安藤 可織、
廣川 晴美

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター リハビリテーション科

P-257 慢性血栓塞栓性肺高血圧症の診断から治療経過を心肺運動負荷試験で追跡した
一例
○釘宮 史仁1、原田 栄作1、水野 雄二1、泰江 弘文2

1熊本機能病院 循環器内科、2熊本加齢医学研究所

P-258 右心不全を呈した肺塞栓に対し抗凝固剤単独経口療法と血行動態を考慮した心
臓リハビリ介入で治癒できた 1例
○梅原 英太郎1、後藤 俊一朗1、井上 悟2、久光 喬之2

1医療法人医和基会戸畑総合病院 循環器内科、2医療法人医和基会戸畑総合病院 リハビリテーション部

P-259 多職種による治療介入により高い治療効果が得られたアイゼンメンジャー症候
群の 1症例
○石郷 友之1、橋本 暁佳2、片野 唆敏3、清藤 恭貴3、渡辺 絢子4、本間 レミ4、
柳瀬 理美4、松本 由希子4、藤戸 健史2、大堀 克彦5、宮本 篤1、三浦 哲嗣2

1札幌医科大学附属病院 薬剤部、2札幌医科大学医学部 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学講座、3札幌医
科大学附属病院 リハビリテーション部、4札幌医科大学附属病院 看護部第二内科看護室、5社会医療法人
北海道循環器病院 循環器内科

P-260 慢性閉塞性肺疾患と慢性血栓塞栓性肺高血圧症の合併例に低酸素血症を回避す
るための筋力強化訓練の工夫
○安藤 一哲1、杉安 愛子4、下田 憲太郎1、山村 悠二1、近藤 茂瑠1、
倉田 考徳1、高山 久美子2、桑原 美結花2、高山 千晴2、樋口 隼介2、
今吉 慶3、吉田 健太郎4、中島 直久4、関 裕4

1医療法人社団永生会南多摩病院 リハビリテーション科、2医療法人社団永生会南多摩病院 看護部、3医
療法人社団永生会南多摩病院 栄養科、4医療法人社団永生会南多摩病院 循環器科
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第2日目 7月16日（日）10:00～11:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 41 サルコペニア・フレイル（1）

座長：大塚よしの（川崎市立川崎病院）

P-261 心大血管手術患者のビタミンD欠乏とサルコペニアの関連について
○松本 和久1、荒川 智江1、高橋 玲子1、野澤 直広1、水嶋 優太1、片柳 聡1、
石坂 勇人1、安田 智洋2、有川 拓男3、豊田 茂3、井上 晃男3、柴崎 郁子4、
福田 宏嗣4、山口 すおみ5、中島 敏明5

1獨協医科大学病院 リハビリテーション科、2聖隷クリストファー大学 看護学部、3獨協医科大学病院
心臓・血管内科、4獨協医科大学病院 心臓・血管外科、5獨協医科大学病院ハートセンター

P-262 虚弱の基準の 1つである歩行速度 0.83m/s は有酸素運動を行う基準となりうる
か？
○山本 智史1、遠藤 宗幹2、柴田 瑞穂1、清水 義仁1、森野 真代1、伊達 祐輔1、
曽部 健太1、渡邉 祥平1、渡部 雪絵1、宮澤 明義1、田中 あずさ1、
佐藤 智子3、清水 香織3

1IMS（イムス）グループイムス板橋リハビリテーション病院 リハビリテーション科、2IMS（イムス）グルー
プイムス板橋リハビリテーション病院 心臓リハビリテーション科、3IMS（イムス）グループイムス板橋リ
ハビリテーション病院 看護部

P-263 成人先天性心疾患に対するレジスタンストレーニングの効果
○岡村 大介1、加藤 菜々実1、高橋 佑太1、松元 紀子2、中島 千春3、
五十嵐 葵3、鈴木 陽子3、杉渕 景子3、尾関 理恵4、西畑 康介5、椎名 由美5、
丹羽 公一郎5

1聖路加国際病院 リハビリテーション科、2聖路加国際病院 栄養科、3聖路加国際病院 循環器病棟 看
護部、4聖路加国際病院 薬剤部、5聖路加国際病院 循環器内科

P-264 TAVI 症例に対する基本チェックリストを用いたフレイル評価についての報告
○清水 将史1、加藤 良一1、花谷 彰久2、竹本 将太1、谷口 耕大1、池渕 充彦1、
葭山 稔2、柴田 利彦3、中村 博亮1

1大阪市立大学医学部附属病院 リハビリテーション部、2大阪市立大学医学部附属病院 循環器内科学、
3大阪市立大学医学部附属病院 心臓血管外科学

P-265 当院心臓リハビリテーション患者におけるサルコペニアの有無が身体機能に与
える影響について
○南 頼康1、二宮 晴夫2、佐伯 一3

1JCHO大阪病院 リハビリテーション室、2JCHO大阪病院 リハビリテーション科、3JCHO大阪病院 循
環器科

P-266 当院の外来心臓リハビリテーションを継続している心疾患患者の身体特性につ
いて
○坂 直之1、平山 晃介1、山下 倫弘1、渡邊 哲幸1、高田 大誠1、坪井 英之2、
三川 浩太郎3

1大垣市民病院 リハビリテーション科、2大垣市民病院 循環器内科、3中部学院大学 看護リハビリテー
ション学部
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第2日目 7月16日（日）10:00～11:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 42 糖尿病・脂質異常・動脈硬化

座長：横田 卓（北海道大学大学院医学研究院 循環器内科学）

P-267 外来心臓リハビリテーションを施行している冠動脈疾患患者における血管内皮
機能の改善に寄与する因子の検討
○柚木 佳1、松三 博明2、幡 芳樹2、久保 元基3、大野 祐子4、三好 亨4、
伊藤 浩4

1独立行政法人国立病院機構岡山医療センター、2みなみ野循環器病院、3心臓病センター榊原病院、4岡山大
学病院 循環器内科

P-268 糖尿病を合併した心大血管疾患患者におけるHbA1c が改善する体組成
○設楽 達則1、安達 仁1,2、関 はるな1、福司 光成1、桑原 拓哉1、
下田 絵里花1、猪熊 正美1、中野 晴恵1、風間 寛子1、生須 義久1、
中出 泰輔1,2、村田 誠1,2、大島 茂2

1群馬県立心臓血管センター 心臓リハビリテーション部、2群馬県立心臓血管センター 循環器内科

P-269 非肥満性 2型糖尿病患者における持久性運動はリポタンパク質リパーゼ増加を
介して骨格筋細胞内脂質量を増加させる
○杉田 洋介1、伊藤 克彦2、高野 唯3

1筑波技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センター、2国立病院機構埼玉病院 リハビリテーション
科、3武蔵野総合病院 リハビリテーション科

P-270 糖尿病患者における身体活動量の違いが代謝性因子に与える影響についての検
討
○中田 亮輔1、鈴木 伸1、新谷 哲司2、松下 純一3、高橋 夏来3

1松山市民病院 リハビリテーション室、2松山市民病院 糖尿病内科、3松山市民病院 循環器内科

P-271 心臓リハビリテーションを施行した患者のスタチン間のHDLコレステロール引
き抜き作用
○正司 真、古山 史晃、角田 史敬、木庭 新治、小林 洋一
昭和大学医学部 内科学講座 循環器内科学部門

P-272 当院外来心臓リハビリテーション通院患者における糖尿病合併の有無による運
動耐用能改善の比較
○中川 雅之1、中村 公一1、中林 章1、石井 俊光1、平石 真奈1、田頭 達1、
山脇 康平1、高見 薫1、山田 愼一郎1、大橋 佳隆1、吉田 明弘1、小椋 雅也2、
塚越 亨2、柳本 佐知子2、北村 和也2、小阪 紀代美3、迫山 みどり3、
小茂池 潤太4、山本 義徳5、粟野 孝次郎1

1北播磨総合医療センター 循環器内科、2北播磨総合医療センター リハビリテーション部、3北播磨総合
医療センター 看護部、4北播磨総合医療センター 薬剤室、5北播磨総合医療センター 生理検査室

P-273 高度肥満症・糖尿病を合併した狭心症患者に対する運動療法の経験
○設楽 達則1、安達 仁1,2、関 はるな1、福司 光成1、桑原 拓哉1、
下田 絵里花1、猪熊 正美1、中野 晴恵1、風間 寛子1、生須 義久1、
中出 泰輔1,2、白倉 毅人2、村田 誠1,2、大島 茂2

1群馬県立心臓血管センター 心臓リハビリテーション部、2群馬県立心臓血管センター 循環器内科
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第2日目 7月16日（日）10:00～11:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 43 自律神経・基礎研究

座長：馬場 章（大阪府済生会新泉南病院 内科）

P-274 Akt1 による骨格筋肥大はヘムオキシゲナーゼ 1を介して下肢虚血後の血管新生
を促進する
○泉家 康宏、尾上 喜郎、花谷 信介、荒木 智、辻田 賢一
熊本大学 循環器内科

P-275 虚血モデルマウスにおける血管新生やミトコンドリアから見た運動の影響
○丸岡 弘1、金村 尚彦1、田中 健一1、林 弘之1、善田 聡史2、小川 明宏3、
石神 昭人4

1埼玉県立大学 保健医療福祉学部、2国際医療福祉大学化学療法研究所附属病院 リハビリテーション
室、3東邦大学医療センター佐倉病院 リハビリテーション部、4東京都健康長寿医療センター研究所 老化
制御研究チーム

P-276 心臓リハビリテーションによる心機能の改善と自律神経活性との関連について
の検討
○天田 浩司、宮崎 寛子、甲下 修士、豊田 拓郎、原 政英
国立病院機構西別府病院 循環器科

P-277 高血圧症患者における自律神経の概日リズム障害は血管内皮機能を低下する
○田中 伸弥1、増田 卓2、井田 愛美2、伊藤 隼人2、小倉 彩2、鎌田 裕実1、
濱崎 伸明1,3、前川 恵美4、野田 千春4、東條 美奈子2、阿古 潤哉4

1北里大学大学院医療系研究科、2北里大学 医療衛生学部 リハビリテーション学科、3北里大学病院 リ
ハビリテーション学部、4北里大学医学部 循環器内科学

P-278 心不全患者における自律神経機能測定の有効性の検討
○小林 啓晋、阪口 将登、有田 幹雄
医療法人スミヤ角谷リハビリテーション病院 リハビリテーション科

P-279 起立性低血圧症患者に対する足関節底背屈運動の効果
○秋葉 崇1、小川 明宏1、寺山 圭一郎1、土谷 あかり1、清水 一寛2、
榊原 隆次3、丸岡 弘4

1東邦大学医療センター佐倉病院 リハビリテーション部、2東邦大学医療センター佐倉病院 循環器内
科、3東邦大学医療センター佐倉病院 神経内科、4埼玉県立大学大学院 保健医療福祉学研究科

P-280 心不全増悪による再入院直前に起立時自律神経活動を測定した症例
○阪口 将登、小林 啓晋、有田 幹雄
医療法人スミヤ角谷リハビリテーション病院
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第2日目 7月16日（日）10:00～11:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 44 維持期リハビリ（2）

座長：露木 和夫（小田原循環器病院 生理学研究室）

P-281 外来心臓リハビリテーションにおけるSPPB�comの有用性の検討
○池上 泰友
愛仁会リハビリテーション病院

P-282 高齢心不全患者における 6分間歩行距離の予測因子の検討
○石川 綾子1、河野 裕治1、杉浦 翼1、森 悦子1、田中 康友1、青柳 陽一郎2、
藤原 雅也3、林 陸晴3、才藤 栄一2、井澤 英夫3

1藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 リハビリテーション部、2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、3藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 循環器内科

P-283 心筋梗塞患者の二次予防における運動療法の長期効果
○渡邊 暢1、大倉 和貴1、川越 厚良1、佐藤 清佳1、清川 憲孝1、高橋 仁美1、
島田 俊亮2、藤原 美貴子2、柴原 徹2、藤原 敏弥2、中川 正康2

1地方独立行政法人市立秋田総合病院 リハビリテーション科、2地方独立行政法人市立秋田総合病院 循環
器内科

P-284 維持期心臓リハビリにおける多疾患の疾病管理プログラムに向けて―糖尿病透
析予防指導管理との関連から
○山口 宏美1、高木 さおり2、勝木 達夫3

1やわたメディカルセンター 病歴統計課、2やわたメディカルセンター 看護部、3やわたメディカルセン
ター 循環器内科

P-285 入院期心臓リハビリを受けた高齢患者における半年後の活動範囲回復に関わる
因子
○西川 幸治1、石井 亜由美1、伊勢 孝之2、鈴木 佳子3、八木 秀介2、
高川 由利子2、加藤 真介1、佐田 政隆2

1徳島大学病院 リハビリテーション部、2徳島大学病院 循環器内科、3徳島大学大学院医歯薬学研究部
疾患治療栄養学分野

P-286 心リハ維持期の運動継続状況について
○斉藤 智子、安達 仁、村田 誠、中出 泰輔、大島 茂、生須 義久、
須賀 憲子、園城 朋子、神保 理恵、長坂 智美

群馬県立心臓血管センター リハビリテーション課
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第2日目 7月16日（日）10:00～11:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 45 患者教育・指導・禁煙（3）

座長：山田 緑（東邦大学 看護学部）

P-287 海外文献から見た心臓リハビリテーションにおける看護師の役割
○岩屋 早苗、柿田 さおり
岐阜大学医学部 看護学科

P-288 心筋梗塞患者における就農者の特徴と予後についての検討
○西崎 史恵1、遠藤 知秀1、花田 賢二1、横山 公章1、横田 貴志1、山田 雅大1、
樋熊 拓未2、富田 泰史1

1弘前大学大学院医学研究科 循環器腎臓内科、2弘前大学大学院医学研究科 心臓血管病先進治療学講座

P-289 当院の外来心臓リハビリテーション患者における疾患自己管理に関する知識・
理解度の現状
○石井 香織1、櫻田 弘治2、加藤 祐子3、板垣 篤典2、長山 医4、中嶋 美保子4、
葉山 恵津子4、小林 みどり4、矢嶋 純二3

1心臓血管研究所付属病院 看護部、2心臓血管研究所付属病院 リハビリテーション室、3心臓血管研究所
付属病院 循環器、4心臓血管研究所付属病院 臨床検査部

P-290 心臓リハビリテーションを受けた患者の自己管理に関する現状と今後の課題
○近森 紀子1,2、関野 久邦1、小幡 佳津明1、比嘉 敦1、伊藤 由佳1、
塩原 智子1、中村 克通1、古田 純一1、池田 絢子1、大久保 菜穂子2、
広津 信義2

1関野病院 リハビリテーション科、2順天堂大学大学院 スポーツ健康科学研究科

P-291 心不全看護外来における電話訪問の現状と内容の検討
○小林 志津江1、小田 登2

1広島市立安佐市民病院 看護部、2広島市立安佐市民病院 循環器内科

P-292 心不全看護外来における電話訪問の有用性の検討
○小林 志津江1、影山 紗季1、小田 登2

1広島市立安佐市民病院 看護部、2広島市立安佐市民病院 循環器内科

P-293 慢性心不全急性増悪患者における退院時自習練習指導が 6分間歩行試験に与え
る影響
○出井 正紀、横山 浩康、高野 利彦
医療法人熊谷総合病院 リハビリテーション科
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第2日目 7月16日（日）10:00～11:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 46 心リハの継続・アドヒアランス（2）

座長：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）

P-294 高齢心不全患者の排泄自立に向けたリハビリテーションへの取り組み
○夏堀 茜
八戸市立市民病院 循環器科

P-295 送迎サービスによる外来心臓リハビリテーション継続率向上のための取り組み
○初音 俊樹、鮫島 友樹、今井 貴之、和田 百合子、相川 恵美子、杉岡 菜穂
医療法人慶睦会千手堂病院 循環器科心臓リハビリテーションチーム

P-296 長期心臓リハビリテーション継続者の心イベントについて
○川口 紗苗、宮内 拓史、高尾 奈那、山下 素永、那須 加奈子、藤井 彩、
木村 穣

関西医科大学附属病院健康科学センター

P-297 当院における外来心臓リハビリテーションプログラムがもたらす効果の検証
○小國 恵子1、佐藤 聡美1、垣内 佳代1、古田 妙子1、重光 雅美1、竹原 歩2、
武内 玲2

1兵庫県立姫路循環器病センター 看護部、2兵庫県立大学 看護学部

P-298 当院の壮年期急性心筋梗塞患者への心臓リハビリテーションの現状と課題
○喜田 恵1、坂下 真紀子1、高木 さおり2、池田 拓史3、勝木 達夫4

1やわたメディカルセンター 診療技術部 検査課、2やわたメディカルセンター 看護部、3やわたメディ
カルセンター リハビリテーション技師部、4やわたメディカルセンター 診療部 循環器内科

P-299 外来心臓リハビリテーション継続による効果の検討
○木俣 有弘、藤井 淑子、田中 栄子、茂山 翔太、猪飼 野風江、田辺 千尋、
松下 真弓、岩津 充恵、椙本 晃、日村 好宏

彦根市立病院 リハビリテーション科

P-300 当院心臓リハビリテーションの継続状況及び継続状況別死亡率・再入院率
○松浦 史康1、古居 俊一1、村田 裕彦2、鷹屋 直2、伊藤 尚志2、三上 幸夫3

1広島共立病院 リハビリテーション科、2広島共立病院 循環器内科、3広島大学病院 リハビリテーショ
ン科
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第2日目 7月16日（日）10:00～11:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 47 多職種協働・医療安全（5）

座長：松元 一郎（KKR高松病院 心臓血管病センター）

P-301 当院心臓リハビリテーションの実績と今後の課題
○上村 幸子1、末松 直子1、小柳 由美2、馬場 千春2、後藤 大輔3、鈴木 義之3、
川上 和伸3

1独立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院門司メディカルセンター 中央リハビリテーション部、2独
立行政法人労働者健康安全機構九州労災病院門司メディカルセンター 看護部、3独立行政法人労働者健康
安全機構九州労災病院門司メディカルセンター 循環器内科

P-302 演題取り下げ

P-303 外来心臓リハビリ開設に向けて
○和田 祥武、安田 匡文、野口 太郎、西山 裕善、芹田 裕子、鳥羽 真有美
高の原中央病院 リハビリテーション科

P-304 当院における心臓外科手術後のリハビリテーションの検討と今後の課題
○生長 賢二1、笹沼 千佳子2、阿部 信義3、伯耆 淳子4、井筒 宏之5、
佐藤 寿俊6、長島 英一6、樋口 和彦7、黄 恬瑩6

1鹿嶋ハートクリニック 心臓リハビリテーション部、2鹿嶋ハートクリニック 看護部、3鹿嶋ハートクリ
ニック 放射線部、4鹿嶋ハートクリニック 臨床検査部、5鹿嶋ハートクリニック 臨床工学部、6鹿嶋
ハートクリニック 循環器内科、7鹿嶋ハートクリニック 心臓血管外科

P-305 当センターにおける心臓リハビリテーションへの臨床検査技師の関わり
○小路 達也1、所 広佳1、白井 菜月1、中島 由佳1、長屋 麻紀1、佐藤 則昭1、
森 晴雄1、奥田 清保1、天野 和雄1、谷畠 進太郎2,3、野田 俊之2、
尾形 昌弥3、山藤 浩3、中島 將宏3、廣瀬 聡彦3、石原 真由美4、
岩田 知恵子5、藤田 美央6、鈴木 美砂子7、緒川 和代7

1地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 臨床検査科、2同循環器科、3同心臓リハビリテーション部、
4同看護部、5同薬剤部、6同栄養管理部、7地方独立行政法人岐阜県総合医療センター

P-306 外来心臓リハビリテーションにおける医療従事者の記録に関する研究
○佐藤 正樹1、櫻井 繁樹2、櫻井 和代2、笹崎 愛2、内海 恵李加2

1群馬県立県民健康科学大学 看護学部看護学科、2千心会櫻井医院

P-470 心臓リハビリテーションにおける看護師の役割―文献検討を通して―
○柿田 さおり、岩屋 早苗
岐阜大学医学部 看護学科
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第2日目 7月16日（日）10:00～11:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 48 地域連携・医療制度（3）

座長：安信 祐治（三次地区医療センター）

P-307 地域連携型心大血管リハビリテーション運営の取り組み
○沓澤 大輔1、有本 貴範1、渡邉 哲1、久保田 功1、大森 允2、佐々木 健2、
荒川 忍2、佐々木 幹3、高木 理彰3

1山形大学医学部附属病院 第一内科、2山形大学医学部附属病院 リハビリテーション部、3山形大学医学
部附属病院 整形外科

P-308 デイケアで心不全症例が利用中止に至る経緯およびデイケアの役割についての
考察
○秋田 孝郎1、鉢呂 享平1、平野 ミサヲ2、相馬 公夫2

1医療法人晴生会介護老人保健施設グラーネ北の沢 リハビリテーション科、2医療法人晴生会介護老人保健
施設グラーネ北の沢

P-309 急性期病院からの訪問心臓リハビリテーション―伝い歩きで自宅退院に至り、通
院継続が困難な症例への導入―
○井澤 克也1、山田 真衣1、小谷野 貴博1、伊藤 勝1、榊 聡子1、松井 朗裕2

1IMS（イムス）グループ春日部中央総合病院 リハビリテーション科、2IMS（イムス）グループ春日部中央
総合病院 循環器科

P-310 心大血管疾患リハビリテーション料届出医療機関の動向
○小山 照幸
東京都健康長寿医療センター リハビリテーション科

P-311 診療報酬からみた心臓リハビリテーションの普及について
○小山 照幸
東京都健康長寿医療センター リハビリテーション科

P-312 当施設における集団運動療法室の採算性の検討―運動負荷検査室の併設による
経営への効果―
○本多 祐1,3、向原 伸彦1、川合 宏哉2、横井 公宣2、大石 醒悟2、宮田 大嗣2、
川端 太嗣3、中村 圭介3、蓬莱 康格3、桑島 恭二4、上田 真澄4

1兵庫県立姫路循環器病センター 心臓血管外科、2兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科、3兵庫県
立姫路循環器病センター リハビリテーション科、4兵庫県立姫路循環器病センター 検査部
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第2日目 7月16日（日）11:00～12:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 49 心不全・心筋症（5）

座長：吉田 典子（久留米大学 人間健康学部 スポーツ医科 保健管理センター）

P-313 心不全患者における退院後の身体活動量を規定する因子の検討
○右田 大介1、松原 賢一郎2、田平 一行3、宮本 直美3、松山 太士1

1社会医療法人財団新和会八千代病院 総合リハビリテーションセンター、2八千代病院 循環器内科、3畿
央大学 健康科学健康科

P-314 左室駆出率の維持された心不全（HFpEF）患者の再入院に関する因子の検討
○築城 千文1、山下 和代2、大家 辰彦3

1独立行政法人国立病院機構大分医療センター リハビリテーション科、2独立行政法人国立病院機構大分医
療センター 看護部、3独立行政法人国立病院機構大分医療センター 循環器内科

P-315 当院心臓リハビリテーションにおける高齢心不全患者の特性と傾向について
○三木 康寛1、赤坂 茂1、梅木 恵2、中釜 郁1

1社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病院 リハビリテーション科、2社会福祉法人函館厚生院函館五稜郭病
院 看護部

P-316 『入谷式足底板による心不全患者の歩行機能改善度と在院日数の比較』第 2報
○森田 光聡1、冬賀 秀一1、笠尾 昌史2

1東京警察病院 リハビリテーション科、2東京警察病院 循環器科

P-317 当院における心不全患者の再入院に関する調査
○佐々木 博史1、石塚 雄基1、今西 敏雄2、小向 賢一2、片岩 秀郎2、
横山 真央2、玉置 哲也2、坊岡 進一3

1国保日高総合病院リハビリテーションセンター、2国保日高総合病院 循環器内科、3坊岡医院

P-318 高齢心不全患者の心リハ開始時の起き上がり動作の可否と在宅復帰率、運動・認
知機能との関連
○若林 昌司1、中村 公則1、谷口 亮治1、永井 道明2、中野 好規2、香川 英介2、
小田 登2、佐々木 正太2、加藤 雅也2、土手 慶五2

1地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立安佐市民病院 リハビリテーション科、2地方独立行政法人広
島市立病院機構広島市立安佐市民病院 循環器内科

P-319 肥大型心筋症における運動耐容能と III 音の検討
○酒井 千恵子1、川崎 達也1、城田 あゆみ1、笠井 健一2、橋本 伸吾2、
張本 邦泰1、神谷 匡昭1

1松下記念病院 循環器内科、2松下記念病院 リハビリテーション科
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第2日目 7月16日（日）11:00～12:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 50 心臓術後・大血管術後（5）

座長：名和 隆英（岐阜大学医学部附属病院 循環器内科）

P-320 心臓外科術後患者へのデクスメデトミジン塩酸塩の使用効果
○矢野 諭美
三菱京都病院 看護部

P-321 当院における心臓血管外科術後患者の年齢と活動量の関係
○正木 信也、中道 隼人、村田 雄二
ベルランド総合病院 リハビリテーション科

P-322 高齢開心術患者における移動動作能力低下に及ぼす術前・術後因子の検討
○廣田 新平1、鈴木 賢1、中根 昌城1、菅生 真行1、篠田 翼1、戸島 洋介1、
野口 舞1、金森 毅繁1、小關 迪2、末松 義弘3

1医療法人社団筑波記念会筑波記念病院 リハビリテーション部、2医療法人社団筑波記念会筑波記念病院
循環器内科、3医療法人社団筑波記念会筑波記念病院 心臓血管外科

P-323 栄養リスクを有す心大血管疾患患者の開胸後離床遅延予測因子
○松尾 善美1、河村 知範2、古田 宏2、永井 佑典2、當尊 哲也2、坂下 浄2、
今井 良英2、釋迦堂 可奈3

1武庫川女子大学 健康・スポーツ科学部、2岸和田徳洲会病院 リハビリテーション科、3岸和田徳洲会病
院 看護部

P-324 当院における心臓血管手術後せん妄患者の術前因子の調査・検討術前評価にせ
ん妄を起因する因子はあるか
○岡田 則満1、高原 善治2、茂木 健司2、稲垣 雅行3、沖野 普一3、
池田 ひろし1、小島 昌哉1

1船橋市立医療センター リハビリテーション科、2船橋市立医療センター心臓血管センター 心臓血管外
科、3船橋市立医療センター心臓血管センター 循環器内科

P-325 低侵襲心臓血管外科手術と正中切開術での術後リハビリに影響する因子の違い
について
○森山 寛基1、山口 聖次郎2、水谷 元樹1、吉田 寛子1、小川 三奈1、
飯田 裕二1、常川 正貴1、志津野 泰幸1、川畑 翔平1、田中 和彦1

1一宮西病院 リハビリテーション科、2一宮西病院 心臓血管外科
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第2日目 7月16日（日）11:00～12:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 51 心臓術後・大血管術後（6）

座長：福田 幸人（三井記念病院 高度治療室・リハビリテーション室）

P-326 後期高齢患者における心臓外科術後の退院時歩行自立度低下を規定する因子の
検討
○鈴木 雄大1、堀 健太郎1、安達 裕一1、上脇 玲奈1、足立 和恵1、
平川 功太郎1、作山 晃裕1、神永 育実1、小薗 愛夏1、岩井 景吾1、有光 健1、
齊藤 正和1、長山 雅俊2、伊東 春樹2

1公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院 理学療法科、2公益財団法人日本心臓血圧研究振
興会附属榊原記念病院 循環器内科

P-327 大動脈弁置換術後の予後予測因子としてGNRI は有用か
○玉置 茂行1、佐藤 祐介1、山本 祐也1、杉谷 歩2、周東 珠莉亜3

1医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 リハビリテーションセンター、2医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 臨
床研究センター、3医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 栄養科

P-328 心臓血管外科術後のせん妄の程度と発症後の経過について
○財田 征典1、山口 賢一郎1、木村 雅巳1、福隅 正臣2、一色 高明3

1上尾中央総合病院 リハビリテーション技術科、2上尾中央総合病院心臓血管センター 心臓血管外科、
3上尾中央総合病院心臓血管センター 循環器内科

P-329 心大血管術後の呼吸器離脱因子の検討 高齢心疾患患者の離脱予測因子につい
て
○佐藤 祐介1、玉置 茂行1、山本 佑介1、杉谷 歩2、周東 樹里亜3

1医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 リハビリテーションセンター、2医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 臨
床研究管理センター、3医療法人徳洲会札幌東徳洲会病院 栄養科

P-330 開心術患者における運動耐容能と健康関連QOL評価の関連性について
○萩野谷 哲秀1、川崎 宗泰2、長雄 寛之1、馬場 達也1、土渕 杏奈1、
山口 和人1、川勝 寛之1、布井 啓雄2、原 真範2、徳弘 圭一2

1三郷中央総合病院 リハビリテーション技術科、2三郷中央総合病院 心臓血管外科

P-331 当院における心臓外科術後リハビリテーションの順調群、遅延群の特徴
○吉田 世理1、横谷 浩士1、三浦 秀之1、岩瀬 浩一1、細谷 静香1、南川 高亮1、
関 優1、藤本 幹雄2

1地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 診療技術局 リハビリテーション科、2地方独立行政法人総合
病院国保旭中央病院 診療局 リハビリテーション科



第23回日本心臓リハビリテーション学会学術集会

ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン

172

第2日目 7月16日（日）11:00～12:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 52 不整脈・デバイス治療・再同期療法

座長：林 秀樹（滋賀医科大学 循環器内科）

P-332 熊本地震被災避難中 4カ月間に当院救急搬送された意識消失発作 4症例の報告
○上拾石 秀一1、阪口 明2、勝木 進2、福原 聖也2、松下 良美2、平田 渚2、
塚田 明日香2、二牟禮 洋子3

1社会医療法人芳和会くわみず病院 循環器内科、2社会医療法人芳和会くわみず病院 リハビリテーション
科、3社会医療法人芳和会くわみず病院 看護部

P-333 心房細動へ長期低強度運動療法が与える影響について～運動療法で心房細動が
洞調律となった一症例を通して～
○村岡 祐太1、鈴木 孝氏1、池田 こずえ2

1篠田総合病院 リハビリセンター、2篠田総合病院 循環器科

P-334 ICD/CDT�D植込み心不全患者に対する超早期心臓リハビリテーションの安全
性と有効性の検討
○熊坂 礼音、三浦 弘之、渡慶次 竜生、伊達 歩、荒川 鉄雄、中尾 一泰、
福井 重文、簗瀬 正伸、長谷川 拓也、中西 道郎、野口 暉夫、後藤 葉一

国立循環器病研究センター 心臓血管内科

P-335 不整脈治療デバイス植え込み患者における patient activity 変化に関わる因子
○佐藤 三奈希1、藤木 伸也2、清野 健二1、上路 拓美1、木村 慎二1、
遠藤 直人1、南野 徹2

1新潟大学医歯学総合病院 総合リハビリテーションセンター、2新潟大学医歯学総合病院 循環器内科

P-336 房室ブロック患者におけるペースメーカ至適設定を心肺運動負荷試験により検
討した一例
○高井 学1、笠原 酉介2、吉沢 和也2、根本 慎司2、鈴木 規雄1、大宮 一人1、
明石 嘉浩3

1聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 循環器内科、2聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 リハビリ
テーション部、3聖マリアンナ医科大学 循環器内科

P-337 入退院を繰り返す心不全患者のペースメーカー設定をDDDから VVIR へ変更し
た結果、改善が得られた 1例
○山城 伸介、田村 肇、玉城 遼、金子 由里
県立南部医療センター・こども医療センター リハビリテーション室
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第2日目 7月16日（日）11:00～12:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 53 サルコペニア・フレイル（2）

座長：越路 正敏（岐阜市民病院）

P-338 大動脈弁狭窄症患者における基本チェックリストと従来のフレイル評価および
術後運動耐容能との関連
○小槇 公大1、井澤 和大2、小林 成美3、後竹 康子4、坪井 康典1,3、
小川 真人1,2、寺下 大輔3、酒井 良忠1、平田 健一3、大北 裕4

1神戸大学医学部附属病院 リハビリテーション部、2神戸大学大学院 保健学研究科 国際保健協力活動分
野、3神戸大学大学院医学研究科 内科学講座循環器内科学分野、4神戸大学大学院医学研究科 外科学講座
心臓血管外科学分野

P-339 当院でのフレイルに関する調査と多職種介入が奏功した 2症例
○槻本 康人1、木股 正樹1,2、曽田 祥正1、西田 一広1、須佐美 智子3、
洞 千織3、小川 正孝3、松井 美幸3、森野 智史3、飯田 史朗3、奥山 裕二3、
平山 香3、山本 奈々3、坂上 あゆみ3、廣瀬 夏子3、小川 真由香3、
佐藤 伸一郎3、小寺 怜子3、玉置 まどか3

1大津市民病院 リハビリテーション部、2大津市民病院 循環器内科、3大津市民病院 看護局

P-340 下肢筋力の向上により日常活動が改善した高齢心不全患者の一例
○細岡 秀生1、中村 郁子2、吉田 敬規2

1独立行政法人佐賀県医療センター好生館 リハビリテーションセンター、2独立行政法人佐賀県医療セン
ター好生館 循環器内科

P-341 高齢フレイル症例に対する 1日 2回の運動療法の取り組み
○吉田 拓哉1、吉岡 凌汰1、藤田 徳子1、渋井 俊之2

1社会医療法人財団白十字会白十字病院 リハビリテーション部、2社会医療法人財団白十字会白十字病院
循環器科

P-342 2 度の劇症型心筋炎を発症した後期高齢症例に対する包括的外来心リハ継続は
総合的なフレイル改善に寄与する
○内海 妙子1、笹本 雄一朗2、遠藤 教子3,4、新妻 健夫3、高橋 友美2、
遠藤 陽介2、難波 誠2、生居 千尋2、金澤 晃子4、半澤 翔吾5

1社団医療法人将道会総合南東北病院 リハビリテーション科、2一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内
病院総合リハビリテーションセンター 理学療法科、3長者2丁目かおりやま内科 循環器内科心臓リハビ
リテーション科、4太田綜合病院附属太田西ノ内病院 循環器センター 循環器内科、5太田綜合病院附属太
田西ノ内病院 総合リハビリテーションセンター 作業療法科

P-343 慢性心不全患者に対し経口栄養補給飲料を導入した 2症例
○高柳 豊史1、清水 亮佑1,2、弥勒寺 優1,2、見城 芳幸1,2、尾串 悟1,2、
井上 貴史1,2、室賀 祥樹2、鶴谷 英樹1,3

1医療法人鶴谷会鶴谷病院 リハビリテーション科 心臓リハビリテーション部門、2医療法人鶴谷会鶴谷病
院 リハビリテーション科、3医療法人鶴谷会鶴谷病院 循環器内科
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第2日目 7月16日（日）11:00～12:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 54 運動負荷試験・呼気ガス分析（2）

座長：小池 朗（筑波大学医学医療系 医療科学・循環器内科学）

P-344 心肺運動負荷試験において自覚症状がATと解離する背景についての検討
○増田 千秋、藤本 直紀、藤田 直美、大沼 秀知、森本 誠、宮原 崇、
森脇 啓至、中谷 中

三重大学医学部附属病院

P-345 心不全患者における心肺運動負荷試験と日常生活における活動強度の関連性
○宮原 崇1、藤本 直紀2、土肥 薫1、大森 拓1、森脇 啓至1、杉浦 英美喜1、
熊谷 直人1、山田 典一1、伊藤 正明1

1三重大学大学院 循環器・腎臓内科学、2三重大学大学院 検査医学分野

P-346 心肺運動負荷試験（CPX）における呼気ガス分析装置の精度管理について
○小林 康之1、瀬下 絵梨香1、石川 伸子1、境原 美晴1、中出 泰輔2、村田 誠2、
安達 仁2

1群馬県立心臓血管センター 技術部生理検査課、2群馬県立心臓血管センター 循環器内科

P-347 心肺運動負荷試験における自覚的運動強度評価（RPE）の検討
○瀬下 絵梨香1、小林 康之1、石川 伸子1、境原 美晴1、中出 泰輔2、村田 誠2、
安達 仁2

1群馬県立心臓血管センター 技術部生理検査課、2群馬県立心臓血管センター 循環器内科

P-348 心肺運動負荷試験におけるAT時と peak 時の酸素摂取量の姿勢による違いとそ
の予測
○今岡 圭1、岡田 大司2

1島根大学医学部附属病院 リハビリテーション部、2島根大学医学部附属病院 循環器内科

P-349 急性期心疾患患者に対してCPXから得られた処方心拍数についての検討
○黒田 厚1、渡邉 充2、中石 徹2、佐藤 雄太1

1社会医療法人恵愛会大分中村病院 リハビリテーション部、2社会医療法人恵愛会大分中村病院 循環器内
科

P-350 当院の高齢者向け心肺運動負荷試験のプロトコルについての検討
○柏田 泰宏1、福田 真理1、矢野 和広1、山本 晋維1、富田 さやか1、
築地 晶子1、篠崎 寿好2、坂元 美智2、山下 美穂2、渡邊 玲子3

1独立行政法人地域医療機能推進機構 宮崎江南病院 リハビリテーション科 診療部、2独立行政法人地域
医療機能推進機構 宮崎江南病院 検査部、3独立行政法人地域医療機能推進機構 宮崎江南病院 内科循
環器科
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第2日目 7月16日（日）11:00～12:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 55 運動負荷試験・呼気ガス分析（3）

座長：畦地 萌（株式会社孫の手ぐんま前橋南）

P-351 75 歳以上の心肺運動負荷試験（CPX）施行者による心拍数の検証～β�bloker 使
用有無の比較～
○伊藤 将1、下川 京実2、中澤 裕貴1、桜木 浩司1、藤本 瑛司1、相笠 康貴1、
川内 基裕2

1小金井リハビリテーション病院 リハビリテーション科、2小金井リハビリテーション病院 医局

P-352 心大血管患者における下肢筋力・身体活動性と心肺運動負荷試験諸指標との関
連
○竹澤 実1、小松 恒弘2、佐々木 敏1

1東北労災病院 中央リハビリテーション部、2東北労災病院 リハビリテーション科

P-353 若年健常者におけるATレベルでの 4週間の定期的な運動の効果とその持続性
について
○田中 みどり1、菅原 基晃1、小笠原 康夫2

1姫路獨協大学 医療保健学部、2川崎医科大学医学部

P-354 漸増シャトルウォーキングテストによる嫌気性代謝閾値の予測の検討
○高橋 雅文1、塩見 耕平1、近野 宏知1、斎藤 知栄2、加藤 穣3、羽田 康司4、
山縣 邦弘2、小池 朗3

1筑波大学附属病院 リハビリテーション部、2筑波大学 腎臓内科、3筑波大学 循環器内科、4筑波大学
リハビリテーション科

P-355 当院の運動処方におけるCPXによる負荷量とRPE・心拍処方を併用した負荷
量の誤差に影響する背景因子の検討
○山下 大貴1、田中 亮1、旅田 なつみ1、西村 早織1、大樫 美紀2、
光岡 美由紀3、岸 哲史4、上川 滋5、草地 省藏5、日名 一誠5

1岡山ハートクリニック 心臓リハビリテーション室、2岡山ハートクリニック 事務室、3岡山ハートクリ
ニック 看護部、4岡山ハートクリニック 薬局、5岡山ハートクリニック 循環器内科

P-356 急性心筋梗塞後患者における心臓リハビリテーションの意義
○後藤 沙絵1、倉田 貴規1、宮島 悦子1、牧 俊哉1、加藤 秀樹1、湯浅 典博1、
神谷 春雄2

1名古屋第一赤十字病院 検査部、2名古屋第一赤十字病院 循環器内科

P-357 AT 負荷強度とBorg13 負荷強度の関連とその差分に影響を与える因子の検討
○櫻田 雄大1、内藤 貴之2、須藤 竜生1、工藤 壮永1、齊藤 賢3、佐藤 滋4、
岡村 恵美子3、佐藤 春奈3、成田 枝理奈3

1あおもり協立病院 リハビリテーション科、2あおもり協立病院 循環器内科、3あおもり協立病院 検査
科、4岩手医科大学附属循環器医療センター 心臓リハビリテーション室
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第2日目 7月16日（日）11:00～12:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 56 トレーニング様式・理学療法（5）

座長：鈴木 健吾（聖マリアンナ医科大学 循環器内科）

P-358 当院における経カテーテル大動脈弁留置術後リハビリテーションの進行状況と
退院遅延患者の特徴
○松井 健1、山田 健1、由井 宏典1、竹村 隆広2、堀込 美岐3、林 有理1

1JA長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター 理学療法科、2JA長野厚生連佐久総合病院佐久医療セン
ター 心臓血管外科、3JA長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター 循環器内科

P-359 入院心不全患者の退院時日常生活動作に関連する因子の検討
○原田 靖章1、原田 知佳1、鶴谷 梨恵1、大黒 健太1、小田 裕二1、伊藤 大介1、
西口 只之1、樋下 哲也1、黒田 健司1、楞田 眞弘1、大野 博司1、兒島 理沙2、
坂根 和志3、星賀 正明3、石坂 信和3、羽森 貫4、佐浦 隆一4

1大阪医科大学附属病院 リハビリテーション科、2大阪医科大学附属病院 看護部、3大阪医科大学 内科
学3教室 循環器内科、4大阪医科大学 総合医学講座 リハビリテーション医学教室

P-360 高齢患者の移動レベル変更におけるWBI の有用性
○宮野 元樹1、石丸 剛1、黒木 晃一朗1、仲村 祐一1、田嶋 雄一郎1、
秋好 久美子2

1医療法人恵愛会中村病院 理学療法科、2大分大学医学部附属病院 リハビリテーション部

P-361 心不全患者における再入院群・非再入院群での運動機能に着目した検討
○本田 智子1、天野 栄治1、溝口 勝己1、雨野 正美1、上原 圭介1、有田 多希1、
菊池 達郎2

1社会福祉法人仁生社江戸川病院 リハビリテーション科、2社会福祉法人仁生社江戸川病院 循環器内科

P-362 高齢の心不全例における心臓リハビリのADL維持への効果
○小野 浩生1、松浦 武史1、村島 奈津子1、中内 美由紀1、西代 幸子2、
岡崎 未奈2、小口 彩香2、上新 由起子2、小山 陽子2、廣島 勉1、樅山 幸彦3

1国立病院機構東京医療センター リハビリテーション科、2国立病院機構東京医療センター 看護部、3国
立病院機構東京医療センター 循環器内科

P-363 当院における経カテーテル大動脈弁植込み術後の心臓リハビリテーションの現
状～第二報～
○中村 圭介1、杉本 千佳1、上田 めぐみ1、柴原 淳郎1、久保 徳昌1、
川端 太嗣1、蓬莱 康格1、大石 醒悟2、横井 公宣2、本多 祐1,3

1兵庫県立姫路循環器病センター リハビリテーション科、2兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内
科、3兵庫県立姫路循環器病センター 心臓血管外科
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第2日目 7月16日（日）11:00～12:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 57 維持期リハビリ（3）

座長：砂山 聡（水道橋メディカルクリニック）

P-364 外来心臓リハビリテーション実施前後における活動能力と社会参加の実態
○小林 万里子1、水田 泰博1、森本 隆也1、田島 亜由美1、齋藤 圭介2

1誠和会倉敷紀念病院 リハビリテーション科、2吉備国際大学 保健医療福祉学部 理学療法学科

P-365 外来心臓リハビリテーション患者における歩行・骨格筋と日常生活活動状況に
関する調査
○遠藤 太祐1、重政 朝彦2、多田 英生1、土谷 美耶子1、岩室 樹1、野邨 支織1、
重永 豊一郎2、磯 佳織2、片岡 俊介2、瀬川 知2、大武 聖3、鈴木 啓介3

1国際医療福祉大学熱海病院 リハビリテーション部、2国際医療福祉大学熱海病院 循環器内科、3国際医
療福祉大学 小田原保健医療学部 理学療法学科

P-366 運動療法に参加した心疾患維持期高齢者の身体機能と転倒リスク、抑うつ、生
きがい感及び生活満足度との関係
○長澤 吉則1、沼尾 成晴1、杉本 寛恵2、下村 雅昭3、千葉 真理子3、
五郎丸 直美4、田巻 俊一4

1京都薬科大学 健康科学分野、2関西保育福祉専門学校、3京都女子大学 家政学部 生活福祉学科、4医療
法人財団康生会山科武田ラクトクリニック

P-367 維持期心臓リハビリテーション長期継続例の検討
○滝川 瑠美1、大槻 拓巳1、春日 靖洋2、坂口 秀仁3、木村 穣4

1医療法人仁心会宇治川病院 運動療法室、2医療法人仁心会宇治川病院 検査室、3医療法人仁心会宇治川
病院 外科、4関西医科大学附属病院 健康科学科

P-368 両側両方向 glenn 手術後に脳梗塞を発症した患者にリハビリテーションを実施
した症例の 5年後の生活について
○児玉 信之1、臺 佑平1、中村 精岳2、豊田 智彦3、田中 正和4、田邉 明美4

1千葉県循環器病センター リハビリテーション科、2千葉県循環器病センター 循環器科、3千葉県循環器
病センター 成人先天性心疾患診療部、4千葉県循環器病センター 看護局

P-369 維持期心臓リハビリテーションの継続効果～心肺運動負荷試験結果より～
○森 敏彦、森山 善文、足立 佳世
医療法人偕行会名古屋共立病院偕行会ウェルネスセンター

P-370 末梢動脈疾患患者に対する血管内治療後の在宅運動療法の効果
○神崎 良子1、嶋田 誠治2、木村 多寿子2、佐藤 祥代2、艫居 祐輔3、
曽我 芳光3、安藤 献児3

1九州栄養福祉大学 リハビリテーション学部 理学療法学科、2平成紫川会小倉記念病院 リハビリテー
ション課、3平成紫川会小倉記念病院循環器科
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第2日目 7月16日（日）11:00～12:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 58 栄養療法・栄養指導・服薬指導（2）

座長：吉国 健司（独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院 薬剤部）

P-371 心臓リハビリテーション導入後の情報共有を活用した病棟薬剤業務の充実
○平田 尚人1、星 研一2、小池 聴2、黒岩 直美3

1長野赤十字病院 薬剤部、2長野赤十字病院 リハビリテーション科、3長野赤十字病院循環器病センター

P-372 心不全患者に考慮すべきナトリウム含有医薬品についての調査
○中村 美紀1、勝木 達夫2

1やわたメディカルセンター 薬剤課、2やわたメディカルセンター 循環器内科

P-373 L�カルニチンとBCAAで栄養介入を行った高齢重症心不全の 1例
○北川 直孝
富山赤十字病院 循環器内科

P-374 外来心リハにて運動療法とBCAAの併用後に運動耐容能が向上した 1症例
○水谷 元樹1、野々山 孝志1、吉田 寛子1、小川 三奈1、飯田 裕二1、
森山 寛基1、常川 正貴1、田中 和彦1、石原 弘貴2、田中 伸享2

1一宮西病院 リハビリテーション科、2一宮西病院 循環器内科

P-375 末梢動脈疾患患者の個別化服薬指導に向けて
○稲田 淑江1、角井 碧1、後藤 彰仁1、橋本 佳浩1、本間 智明2、小林 平2

1JA広島総合病院 薬剤部、2JA広島総合病院 リハビリテーション科

P-376 当院における外来心リハ患者との薬剤師の関わり
○前田 真由子1、松岡 彩絵1、高村 志保1、岸本 靜佳1、安福 修平1、
小國 恵子2、大石 醒悟3、横井 公宣3、本多 祐4、兵頭 純子1

1兵庫県立姫路循環器病センター 薬剤部、2兵庫県立姫路循環器病センター 看護部、3兵庫県立姫路循環
器病センター 循環器内科、4兵庫県立姫路循環器病センター 心臓血管外科
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第2日目 7月16日（日）11:00～12:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 59 心リハの継続・アドヒアランス（3）

座長：高永 康弘（独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院 リハビリテーション室）

P-377 メディックスクラブと外来心リハの併用が奏効した 1症例
○田村 由馬1,2、落合 香1、上野 明日香3、田宮 創1、餅 脩佑1、江原 恭介1、
工藤 玲佳1、寺島 雅人1、高橋 英里1、須藤 誠1、清水 理葉4、安 隆則3

1獨協医科大学日光医療センター リハビリテーション部、2獨協医科大学日光医療センター 臨床研究支援
室、3獨協医科大学日光医療センター 心臓・血管・腎臓内科、4獨協医科大学日光医療センター 心臓・血
管外科

P-378 脳梗塞後開心術施行患者のアドヒアランスを重視し、心臓リハビリテーションを
継続できた一症例
○木下 佳子1、二宮 晴夫2、佐伯 一3

1JCHO大阪病院 リハビリテーション室、2JCHO大阪病院 リハビリテーション科、3JCHO大阪病院 循
環器内科

P-379 通院での中強度持続的運動が前頭葉機能に与える影響について前頭葉機能の改
善例と非改善例での比較
○矢崎 祥一郎1、新井 康弘1、高橋 勇貴1、木村 泰1、橋元 崇1、荒尾 憲司郎2

1地域医療振興協会練馬光が丘病院 リハビリテーション室、2地域医療振興協会練馬光が丘病院 循環器内
科

P-380 長期外来心リハにより活動量の改善に繋がった超高齢 TAVI 施行患者の一例
○南本 陽菜1、下雅意 崇亨1、大竹 康平1、吉田 晃久1、岩田 健太郎1、
中村 直子2、藤本 和美2、高橋 真弓子2、山根 崇史3、古川 裕3

1神戸市立医療センター中央市民病院 リハビリテーション技術部、2神戸市立医療センター中央市民病院
看護部、3神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科

P-381 高齢の心疾患患者へ高強度インターバルトレーニングの実施が運動継続へ有効
であった症例の経験
○池田 拓史1、酒井 有紀1、喜田 恵2、坂下 真紀子2、勝木 達夫3

1やわたメディカルセンター リハビリテーション技師部、2やわたメディカルセンター 検査課、3やわた
メディカルセンター 循環器内科

P-382 当院における高齢心疾患症例に対する外来心臓リハビリテーションの効果と継
続率の検討
○鮫嶋 友樹、今井 貴之、杉岡 菜穂、和田 百合子、初音 俊樹
千手堂病院 心臓リハビリテーションチーム
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第2日目 7月16日（日）11:00～12:00 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 60 多職種協働・医療安全（6）

座長：石田 岳史（社会医療法人さいたま市民医療センター 内科）

P-383 当院における心臓リハビリテーション立ち上げと今後の課題
○大内 良則
あづま脳神経外科病院 リハビリテーション部

P-384 心臓リハビリセンター開設からの 4年間を振り返って
○小畑 久美子、橋本 京子、濱道 尚子、川久保 由美子、横田 浩一、
山口 亘、野中 慎也、上田 舞、上野 裕貴、福井 純

地方独立行政法人北松中央病院心臓リハビリテーションセンター

P-385 心臓リハビリテーションの外来診療におけるチーム医療～医師・理学療法士・
看護師による協働診察の有用性～
○高橋 小枝1、加藤 真由美2、遠藤 京子1、森 朋子1、二階堂 暁2、望月 純二1、
岩崎 孝俊1、林 大二郎2、田辺 奈保美2、倉澤 千裕2

1みなみ野循環器病院、2八王子みなみ野心臓リハビリテーションクリニック

P-386 当院における健康運動指導士の現状の役割及び今後の課題
○西村 早織1、田中 亮1、旅田 なつみ1、山下 大貴1、大樫 美紀2、
光岡 美由紀3、岸 哲史4、上川 滋5、草地 省藏5、日名 一誠5

1岡山ハートクリニック 心臓リハビリテーション室、2岡山ハートクリニック 事務室、3岡山ハートクリ
ニック 看護部、4岡山ハートクリニック 薬局、5岡山ハートクリニック 循環器内科

P-387 冠動脈バイパス/左室形成術後患者の抑うつ症状に対し多職種による包括的ケア
を行い職業復帰に至った症例
○吉田 晃久1、岩田 健太郎1、下雅意 崇亨1、南本 陽菜1、大竹 康平1、
仲村 直子2、高橋 真弓子2、藤本 和美2、山根 崇史3、古川 裕3

1神戸市立医療センター中央市民病院 リハビリテーション技術部、2神戸市立医療センター中央市民病院
看護部、3神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科

P-388 心不全患者の回復期リハビリテーション導入のシステム構築に向けて
○竹中 佳奈美
大阪府立急性期・総合医療センター 6階西病棟

P-389 当院における多職種カンファレンスの重要性
○森田 多恵1、矢野 諭美1、井関 由佳子1、出見世 真人2、横松 孝文3

1三菱京都病院 看護部、2三菱京都病院 リハビリテーション科、3三菱京都病院 心臓内科医師
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第2日目 7月16日（日）15:30～16:30 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 61 心不全・心筋症（6）

座長：加藤 雅彦（鳥取大学医学部 病態情報内科）

P-390 左室駆出率が低下した心不全患者では高尿酸血症が運動耐容能低下と関連する
○南部 秀雄、横田 卓、福島 新、片山 貴史、白川 亮介、前川 聡、
阿部 隆宏、角谷 尚哉、中島 孝之、津田 正哉、松本 純一、降旗 高明、
高田 真吾、齋藤 晶理、絹川 真太郎

北海道大学大学院医学研究科 循環病態内科学

P-391 非虚血性拡張型心筋症における高感度CRPと運動耐容能の関連
○平岩 宏章1、奥村 貴裕1、近藤 徹1、渡邊 直樹1、杉浦 由規1、北川 勝英1、
青木 聡一郎1、一居 武夫1、加納 直明1、深谷 兼次1、古澤 健司1、
澤村 昭典1、森本 竜太1、山田 純生2、室原 豊明1

1名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科学、2名古屋大学大学院医学系研究科 リハビリテーション療
法学専攻

P-392 非虚血性心筋症患者における血中多価不飽和脂肪酸と運動耐容能の検討
○河野 浩章1、米倉 剛1、赤司 良平1、森本 陽介2、矢野 雄大2、前村 浩二1

1長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 循環器内科学、2長崎大学病院 リハビリテーション部

P-393 高度大動脈弁狭窄症を有する高齢心不全患者に急性期心臓リハビリテーション
を施行し自宅退院に至った症例
○杉田 優斗、松土 理恵、山口 智大
日本大学医学部附属板橋病院 リハビリテーション科

P-394 低流量低圧較差大動脈弁狭窄症（low�flow low�gradient aortic stenosis）を有
する急性心筋梗塞後の一例
○眞鍋 周志、田上 健太郎
医療法人マックシール巽今宮病院

P-395 COPDの既往のあるAR症例における手術前リハビリテーション介入経験
○高橋 修司1、大倉 一宏2、大箸 祐子2、齋藤 孝晶3、新谷 恒弘3

1静岡赤十字病院 リハビリテーション科、2静岡赤十字病院 心臓外科、3静岡赤十字病院 血管外科

P-396 和温療法前後における下腿の血流量変化についての検討
○野田 一樹1、米澤 一也2,4、小南 和志3,4、佐々木 孝夫1、庄司 哲之1、
高村 裕也1、山本 憲希1、吉田 実華子1、遠藤 雪絵1

1独立行政法人国立病院機構函館病院 リハビリテーション科、2独立行政法人国立病院機構函館病院 循環
器科、3札幌緑愛病院心臓リハビリテーションセンター、4独立行政法人国立病院機構函館病院 臨床研究部
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第2日目 7月16日（日）15:30～16:30 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 62 心臓術後・大血管術後（7）

座長：初音 俊樹（医療法人慶睦会千手堂病院 循環器科）

P-397 心臓外科手術後に対するShort Physical Performance Battery の有用性について
○桑原 拓哉1、設楽 達則1、生須 義久1、風間 寛子1、中野 晴恵1、猪熊 正美1、
下田 絵里花1、福司 光成1、関 はるな1、安達 仁1,2、村田 誠1,2、中出 泰輔1,2、
大島 茂2

1群馬県立心臓血管センター 心臓リハビリテーション部、2群馬県立心臓血管センター 循環器内科

P-398 心臓血管外科手術後における術後せん妄発症患者におけるADL変化
○山下 遊平1、生須 義久1、高柳 麻由美1、安達 仁2、金子 達夫3、村田 誠2、
中出 泰輔2、大島 茂2

1群馬県立心臓血管センター リハビリテーション部、2群馬県立心臓血管センター 循環器内科、3群馬県
立心臓血管センター 心臓血管外科

P-399 高齢AS患者に対する TAVRと SAVRの身体・認知機能および術後経過に関す
る検討
○清水 琴絵1、小林 聖典1、服部 慶子1、久野 智之1、徳田 順之2、碓氷 章彦2

1名古屋大学医学部附属病院 リハビリテーション部、2名古屋大学医学部附属病院 心臓外科学

P-400 心臓手術前後の身体機能の変化に影響を与える因子
○清野 健二1、藤木 伸也2、佐藤 三奈希1、木村 慎二3、上路 拓美1、名村 理4、
南野 徹2、遠藤 直人4

1新潟大学医歯学総合病院 診療支援部 リハビリテーション部門、2新潟大学大学院医歯学総合研究科 循
環器内科学、3新潟大学医歯学総合病院 総合リハビリテーションセンター、4新潟大学医歯学総合病院 心
臓血管外科

P-401 当院における心大血管手術患者の手術前後の身体機能の比較
○武藤 真由1、若菜 理1、石田 龍也1、真鍋 靖博1、倉富 暁子2、吉戒 勝3

1社会医療法人天神会新古賀病院 リハビリテーション課、2社会医療法人天神会古賀病院21 循環器内
科、3社会医療法人天神会新古賀病院 心臓血管外科

P-402 開心術術前患者のSPPB、CONUT法、MMSEは、術後の離床遅延を予測でき
るか？
○片山 裕樹1、島 孝友2、疋田 亜由美1、巨島 文子1、高橋 章之3、池田 巧1

1京都第一赤十字病院 リハビリテーション科、2京都第一赤十字病院 健診部、3京都第一赤十字病院 心
臓血管外科
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第2日目 7月16日（日）15:30～16:30 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 63 心臓術後・大血管術後（8）

座長：神谷 春雄（名古屋第一赤十字病院 循環器内科）

P-403 当院における心臓血管外科術後症例の特徴と離床状況の検討
○川村 雄介1、沢里 千枝子1、大津 昌弘1、尾崎 公彦2、荻原 正規2

1公立昭和病院 リハビリテーション科、2公立昭和病院 心臓血管外科

P-404 成人先天性心疾患（ACHD）術後の心臓リハビリテーションにおける疾患の複
雑性の影響
○臺 佑平1、児玉 信之1、稲崎 陽紀1、立野 滋2、岡島 良知2、豊田 智彦2、
武智 史恵2、森島 宏子2、椛沢 政司2、松尾 浩三2、水野 芳子2、田中 正和3、
湯浅 めぐみ3、中嶋 尚美3

1千葉県循環器病センター リハビリテーション科、2千葉県循環器病センター 成人先天性心疾患診療
部、3千葉県循環器病センター 看護局

P-405 心臓血管外科術後症例における心肺運動負荷試験の至適時期に関する検討
○川口 民郎1,2、鳥居 さゆ希2、藤田 雅子3、渋川 武志3、飛田 良3、
平岩 康之3、田中 冴子4、木下 妙子4、門田 雅樹4

1滋賀医科大学 リハビリテーション科、2滋賀医科大学 循環器内科、3滋賀医科大学 リハビリテーショ
ン部、4滋賀医科大学 看護部

P-406 当院における心臓血管外科開設後 2年間の心臓リハビリテーションの現状調査
○中村 匡雄1、大畠 康平1、田平 もも1、鳥巣 雅明1、谷川 陽彦2、嶋田 隆志2、
橋詰 浩二2

1長崎みなとメディカルセンター市民病院 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市民病
院 心臓血管外科

P-407 心臓外科術後の離床順調群と非順調群の経過予測～離床の進行度に着目して～
○広田 晋1、木村 信博1、志村 勇1、冨田 和裕1、藤本 恭子1、桑原 史明2

1岐阜県立多治見病院 リハビリテーション科、2名古屋掖済会病院 心臓血管外科

P-408 経カテーテル大動脈弁留置術（TAVI）後の心臓リハビリテーション：経心尖・
経上行大動脈アプローチ患者の検討
○熊谷 亜希子1、田代 敦1,5、佐藤 千恵3、外川 諒3、佐藤 滋3、坂本 翼2、
鎌田 武4、房崎 哲也2、岡林 均4、森野 禎浩2、中村 元行1

1岩手医科大学 内科学講座 心血管・腎・内分泌分野、2岩手医科大学 内科学講座 循環器内科分野、
3岩手医科大学循環器医療センター 心臓リハビリテーション室、4岩手医科大学 心臓血管外科学講座、
5岩手医科大学 臨床検査医学講座
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第2日目 7月16日（日）15:30～16:30 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 64 心臓術後・大血管術後（9）

座長：寺井 英伸（心臓血管センター金沢循環器病院 循環器内科）

P-409 COPDが弓部大動脈人工血管置換術の術後経過に及ぼす影響
○浅田 浩明1、古田 佳祐1、高橋 由佳1、片田 奈保美1、清 優ノ介1、
澁谷 真香2、山本 晋3

1川崎幸病院 リハビリテーション科、2北里大学大学院医療系研究科、3川崎幸病院 川崎大動脈センター

P-410 外来心臓リハビリテーションが経カテーテル大動脈弁置換術後患者の身体機能
に及ぼす効果
○下田 絵里花1、生須 義久1、設楽 達則1、関 はるな1、福司 光成1、
桑原 拓哉1、猪熊 正美1、中野 晴恵1、風間 寛子1、山下 英治2、
中出 泰輔1,2、村田 誠1,2、安達 仁1,2、大島 茂2

1群馬県立心臓血管センター 心臓リハビリテーション部、2群馬県立心臓血管センター 循環器内科

P-411 経皮的大動脈弁置換術急性期における運動耐容能の変化
○前川 恵美1、神谷 健太郎2、田中 伸弥3、野崎 康平2、松沢 良太2、
濱崎 伸明2、中村 香奈子4、五十嵐 亜希子4、目黒 健太郎1、野田 千春1、
下浜 孝郎1、東條 美奈子5、増田 卓5、阿古 潤哉1

1北里大学医学部 循環器内科学、2北里大学病院 リハビリテーション部、3北里大学大学院医療系研究
科、4北里大学病院 看護部、5北里大学 医療衛生学部 リハビリテーション学科

P-412 当院の急性冠症候群リハビリプログラムの運用について
○相原 健志1、小坂 俊光2、新保 麻衣3、真壁 伸3、阿部 起実3、山中 卓之3、
須藤 佑太3、細谷 知樹4、高橋 裕介5、飯野 健二3、渡邊 博之3、伊藤 宏3

1秋田大学医学部附属病院 看護部、2秋田大学医学部附属病院 医療安全管理部、3秋田大学大学院医学系
研究科 循環器内科・呼吸器内科学講座、4細谷内科医院、5秋田大学医学部附属病院 リハビリテーション
部

P-413 当院における心臓外科術後患者の身体機能の特徴～フレイル基本チェックリス
トを用いて～
○櫻井 拓也1、田中 仁史1、菅原 直美1、加治屋 千晶1、小濱 遼平1、
高岡 順一郎2、厚地 伸彦2、上野 正裕3

1社会医療法人天陽会中央病院 リハビリテーション部、2社会医療法人天陽会中央病院 循環器内科、3社
会医療法人天陽会中央病院 心臓血管外科

P-414 超高齢開心術後症例におけるQOLの評価
○迎山 加奈1、三原 明子1、安田 雅則1、堀 貴史1、稲木 雄一朗1、坂本 拓馬1、
麻植 浩樹3、正井 崇史2、藤井 謙司3

1桜橋渡辺病院心臓血管センター リハビリテーション科、2桜橋渡辺病院心臓血管センター 心臓血管外
科、3桜橋渡辺病院心臓血管センター 循環器内科
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第2日目 7月16日（日）15:30～16:30 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 65 大血管疾患・末梢血管疾患（2）

座長：鈴木 洋（昭和大学藤が丘病院 循環器内科）

P-415 腹部ステントグラフト内挿術後に歩行能力が低下した患者の特徴
○石井 玲1、二宮 竜司1、貝塚 健1、須藤 宗1、越後谷 勇幸2、石川 里香子2、
神田 桂輔3、河原井 駿一3、畠山 正治3、永谷 公一3

1青森県立中央病院 リハビリテーション科、2青森県立中央病院 看護部、3青森県立中央病院 心臓血管
外科

P-416 当院におけるStanford A 型急性大動脈解離の現状―心臓リハビリテーション開
設前後での比較―
○新保 麻衣1、小坂 俊光2、高橋 裕介3、相原 健志4、山中 卓之1、須藤 佑太1、
加藤 宗1、阿部 起実1、細谷 知樹5、真壁 伸1、飯野 健二1、渡邊 博之1、
伊藤 宏1

1秋田大学大学院医学系研究科 循環器内科学、2秋田大学医学部附属病院 医療安全部、3秋田大学医学部
附属病院 リハビリテーション部、4秋田大学医学部附属病院 看護部、5細谷内科医院

P-417 下肢血行再建術後における身体活動量増減の特徴
○北條 悠1、湯口 聡1、大塚 翔太1、森沢 知之2、高橋 哲也3、吉田 俊伸4、
石田 敦久5

1（社医）十全会心臓病センター榊原病院 リハビリテーション室、2兵庫医療大学 リハビリテーション学
部、3東京工科大学 医療保健学部、4心臓病センター榊原病院 循環器内科、5心臓病センター榊原病院
末梢血管外科

P-418 末梢動脈疾患患者の退院時歩行レベル低下に関する因子の検討
○吉井 隼1、武田 直人1、小林 麻里1、引間 万貴1、阿部 翔悟1、藤森 大吾1、
東田 隆治2

1横浜総合病院 リハビリテーション科、2横浜総合病院 心臓血管外科

P-419 急性大動脈解離における赤血球容積粒度分布幅（RDW）測定の有用性
○秋好 久美子1、井上 仁1、児玉 吏弘1、帆足 友希1、高瀬 良太1、池田 真一1、
津村 弘2、宮本 伸二3、高橋 尚彦4

1大分大学医学部付属病院 リハビリテーション部、2大分大学医学部 整形外科学講座、3大分大学医学部
心臓血管外科学講座、4大分大学医学部 循環器内科・臨床検査診断学講座

P-420 大動脈解離最大短径の拡大とCPXによる運動時パラメーターの関係
○田中 伸享1、小川 三奈2、吉田 寛子2、水谷 元樹2、篠田 明紀良1、市橋 敬1、
寺村 真範1、旦 一宏1、石原 弘貴1、前田 拓哉1、寺本 智彦1

1一宮西病院 循環器内科、2一宮西病院 リハビリテーション科

P-421 重症虚血肢患者の転帰についての予測
○小椋 雅也1、中川 雅之2,6、諏訪原 司1,6、塚越 享1,6、北村 和也1,6、
柳本 佐知子1,6、中西 拓也1,6、山田 章貴3,6、宮本 直和4,6、藤井 美樹5,6、
山田 慎一郎2,6、粟野 孝次郎2,6

1北播磨総合医療センター リハビリテーション室、2北播磨総合医療センター 循環器内科、3北播磨総合
医療センター 心臓血管外科、4北播磨総合医療センター 放射線診断科、5北播磨総合医療センター 形成
外科、6北播磨総合医療センター 重症虚血肢センター
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第2日目 7月16日（日）15:30～16:30 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 66 サルコペニア・フレイル（3）

座長：松尾 善美（武庫川女子大学 健康・スポーツ科学部 健康・スポーツ科学科）

P-422 心疾患患者において握力は酸素摂取効率勾配（OUES）と関連する
○小島 聡子、窪薗 琢郎、川添 晋、宮田 昌明、大石 充
鹿児島大学大学院 心臓血管・高血圧内科学

P-423 心不全入院患者における骨格筋量と握力低下の頻度：左室駆出率の低下の有無
による比較
○原田 惇平1、岩田 健太郎1、下雅意 崇亨1、佐々木 康介1、南本 陽菜1、
村井 亮介2、山根 崇史2、古川 裕2

1神戸市立医療センター中央市民病院 リハビリテーション技術部、2神戸市立医療センター中央市民病院
循環器内科

P-424 心臓外科術前の骨格筋量と身体機能・運動耐容能との関連
○辻本 実奈美1、上坂 建太1、吉田 都1、浦 慎太郎1、鹿島 愛香1、佐藤 慶彦1、
呑口 竜一1、松岡 森1、本田 憲胤1、中根 英策2、高井 文恵2、森島 学2、
植山 浩二2、猪子 森明2

1公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 リハビリテーションセンター、2公益財団法人田附興風会医
学研究所北野病院 心臓センター

P-425 心大血管患者における質問紙法から抽出した術前のフレイルと退院時運動機能
の関係
○鬼頭 和也1、加藤 倫卓2、森 雄司1、光地 海人1、森本 大輔1、角谷 星那1、
濱 貴之1、池戸 利行1、太田 周介1、高木 寿人3、小澤 章子4、梅本 琢也3

1国立病院機構静岡医療センター リハビリテーション科、2常葉大学 健康科学部 静岡理学療法学科、
3国立病院機構静岡医療センター 心臓血管外科、4国立病院機構静岡医療センター 麻酔科集中治療部

P-426 当院の心臓血管外科症例におけるフレイルの有無と身体機能の特徴との関連に
ついて
○尾池 健児1、川上 裕貴1、山本 学1、石橋 修1、岡田 恒夫2、真鍋 晋3、
廣岡 一信3

1総合病院土浦協同病院 リハビリテーション部、2総合病院土浦協同病院 リハビリテーション科、3総合
病院土浦協同病院 心臓血管外科

P-427 社会的孤立と身体機能との関係
○池田 力1、岩津 弘太郎1、松村 幸一1、坂本 真実1、阪田 智子2、
原谷 こずえ2、高林 健介3、藤田 亮子3、北口 勝司3、野原 隆司3

1国家公務員共済組合連合会枚方公済病院 リハビリテーション科、2国家公務員共済組合連合会枚方公済病
院 看護部、3国家公務員共済組合連合会枚方公済病院 循環器内科
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第2日目 7月16日（日）15:30～16:30 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 67 運動負荷試験・呼気ガス分析（4）

座長：泉 唯史（北海道医療大学大学院 リハビリテーション科学研究科 リハビリテー
ション治療学分野）

P-428 β 遮断薬服用患者における心拍処方の精度向上の試み
○寺井 正樹1、間中 卓也1、松村 拓也1、後藤 隆利2、坪井 宏樹2、石黒 宣夫2

1総合犬山中央病院 リハビリテーション科、2総合犬山中央病院 循環器内科

P-429 Post PCI 症例に対する診療所における運動負荷心電図成績について
○藤枝 賢晴1,3、安川 生太2,4

1藤枝医院 内科/循環器科、2藤枝医院、3福井医療短期大学 リハビリテーション学科、4NTT東日本関東
病院 リハビリテーション科

P-430 心不全患者の心臓リハビリテーション実施に関わる 3検査の検討
○上野 敦子1、鈴木 豪1、小原 義宏3、大沢 奈津子3、蛭田 正子3、猪飼 哲夫2、
萩原 誠久1

1東京女子医科大学 循環器内科、2東京女子医科大学 リハビリテーション科、3東京女子医科大学 中央
検査部

P-431 CPXにおいて周期性呼吸を呈する心不全患者の検討
○浅田 宏史1、相澤 直輝1、池宮 秀一郎2、呉屋 太造2、嶺井 陽2、南部 路治2、
佐久間 博明3、天久 達二3、新里 朋子1、大屋 祐輔1

1琉球大学大学院医学研究科 循環器・腎臓・神経内科学講座、2琉球大学医学部附属病院 リハビリテー
ション部、3琉球大学医学部附属病院 看護部

P-432 心臓リハビリテーション疾患病態別の心肺運動負荷試験の変化
○長松 裕史1、橋田 匡史1、柏木 圭介2、野田 健登2、東福寺 規義2、
関川 寿恵3、坂間 晋1、吉岡 公一郎1、伊苅 裕二1

1東海大学医学部付属病院 循環器内科、2東海大学医学部付属病院 リハビリテーション技術科、3東海大
学医学部付属病院 看護部

P-433 75～97 歳の高齢者におけるCPX対象者選択基準の妥当性の検討
○下川 京実1、伊藤 将2、中澤 裕貴2、桜木 浩司2、藤本 瑛司2、相笠 康貴2、
川内 基裕1

1小金井リハビリテーション病院、2小金井リハビリテーション病院 リハビリテーション科

P-434 座標変換したV�Slope 二次回帰式を利用したATの客観的決定法
○西島 宏隆1、近藤 和夫2

1北光記念病院 循環器内科、2北光記念病院 心臓リハビリテーション
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第2日目 7月16日（日）15:30～16:30 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 68 骨格筋機能・骨格筋代謝

座長：谷口 良司（兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科）

P-435 骨格筋の TRPV1 は温度を感知してインターロイキン 6を産生させる
○小尾 正太郎1,2、井上 晃男2、中島 敏明2

1獨協医科大学研究支援センター、2獨協医科大学 心臓・血管内科

P-436 血流制限下トレーニングの骨格筋各種蛋白質発現に及ぼす効果について：ラッ
ト加圧モデルによる検討
○中島 敏明1、安田 智洋2、小尾 正太郎1、豊田 茂1、井上 晃男1、狩野 豊3

1獨協医科大学病院 心臓血管内科、2聖隷クリストファー大学 看護部、3電気通信大学大学院 情報理工
学研究科

P-437 心疾患患者における超音波画像検査による下肢骨格筋量と身体活動量との関連
性
○川越 厚良1、清川 憲孝1、渡邊 暢1、佐藤 清佳1、大倉 和貴1、高橋 仁美1、
島田 俊亮2、藤原 美貴子2、柴原 徹2、藤原 敏弥2、中川 正康2

1地方独立行政法人市立秋田総合病院 リハビリテーション科、2地方独立行政法人市立秋田総合病院 循環
器内科

P-438 心不全患者はヒラメ筋厚が菲薄化する
○福司 光成1、土橋 邦生3、関 はるな1、桑原 拓哉1、下田 絵里花1、
猪熊 正美1、中野 晴恵1、設楽 達則1、風間 寛子1、生須 義久1、
中出 泰輔1,2、村田 誠1,2、安達 仁1,2、大島 茂2

1群馬県立心臓血管センター 心臓リハビリテーション部、2群馬県立心臓血管センター 循環器内科、3群
馬大学大学院 保健学研究科

P-439 運動耐容能と自律神経活性の関係について
○高木 明美1、坪井 英之2、杉田 文芳1、森 三依1

1大垣市民病院 診療検査科 生理機能室、2大垣市民病院 循環器内科

P-440 心血管病急性期加療中の離床困難例に対するベルト電極式骨格筋電気刺激療法
○黒川 由貴1、佐々木 健一郎2、松瀬 博夫1、橋田 竜騎1、牛島 茂樹1、
大塚 昌紀2、佐々木 基起2、石崎 勇太2、枇杷 美紀2、夕田 直子2、
福本 義弘2、志波 直人1

1久留米大学病院 リハビリテーション部、2久留米大学 内科学講座 心臓血管内科部門

P-441 低強度レジスタンストレーニングがサルコペニア患者の身体機能評価に与える
短期効果の検討
○中本 聖1、玉城 沙百合1、喜納 浩司1、知念 輝1、新地 明香2、井上 卓2、
新城 晢治2

1社会医療法人友愛会南部病院 リハビリテーションセンター、2社会医療法人友愛会南部病院 循環器内科
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第2日目 7月16日（日）15:30～16:30 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 69 患者教育・指導・禁煙（4）

座長：藤野 安弘（青森県立中央病院）

P-442 病状認識の低い高齢慢性心不全患者に対して理学・作業療法士協働での患者教
育が有用であった一症例
○田岡 久嗣1、梶本 明子1、後藤 総介2、近藤 博和3、丸岡 満1、後藤 健一1、
西村 理4

1天理よろづ相談所病院白川分院 リハビリ科、2天理よろづ相談所病院 リハビリ科、3天理よろづ相談所
病院 循環器内科、4天理よろづ相談所病院白川分院 内科

P-443 病棟心不全チームの活動報告
○長 雄一郎、山内 早紀、藤原 梢、横山 昌美、飛松 亜由美、坂本 志帆、
和田 佳子、吉村 幸子

小倉記念病院 看護部

P-444 在宅スタッフを含めた多職種介入により心不全増悪因子を把握することが出来
た一例
○三宅 彩1、湯口 聡1、石原 広大1、姫野 麻菜美1、武井 智恵子2、吉田 俊伸3

1心臓病センター榊原病院 リハビリテーション室、2心臓病センター榊原病院 保健相談室、3心臓病セン
ター榊原病院 循環器内科

P-445 外来心臓リハビリテーションでのセルフモニタリング強化の効果
○柴田 唯1、高林 登志子1、木本 直子1、大久保 裕介2、竹志 友裕2、藤川 純子3

1堺市立総合医療センター 看護局、2堺市立総合医療センター リハビリテーション技術科、3堺市立総合
医療センター 循環器内科

P-446 両室補助心臓離脱後の ICUAW患者への自己リスク管理の指導により短期間に
ADLが改善した例
○宮澤 菜央子1、小山 紗千2、中川 統2、白井 精一郎2、貫井 幸恵1、
松永 康平1、大谷 晴香1、守月 理2

1船橋二和病院 リハビリテーション科、2船橋二和病院 内科

P-447 心臓血管外科術後、胸骨正中創離開がみられた症例に対し、合併症予防に向け
て作業療法介入を行った一症例
○松下 浩尚1、上原 光司1、岡本 悠佑1、清水 和也1、西田 明日香1、欅 篤2、
常深 孝太郎3

1社会医療法人愛仁会高槻病院 技術部 リハビリテーション科、2社会医療法人愛仁会高槻病院 診療部
リハビリテーション科、3社会医療法人愛仁会高槻病院 診療部 心臓血管外科

P-448 社会参加の早期再獲得に向けた慢性心不全症例に対する作業療法士の関わりの
一例
○佐藤 佑香1、笹本 雄一郎2、遠藤 教子3

1一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院リハビリテーションセンター 作業療法科、2一般財団法人
太田綜合病院附属太田西ノ内病院リハビリテーションセンター 理学療法科、3長者2丁目かおりやま内科
循環器内科 心臓リハビリテーション科
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第2日目 7月16日（日）15:30～16:30 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 70 疾病管理プログラム・再入院予防

座長：細川 了平（医療法人亀岡病院 循環器内科）

P-449 心筋梗塞後の肺水腫再発に対して、循環器多職種チームの介入により再々発予防
に努められた一症例
○澁川 武志1、藤田 雅子1、田中 冴子2、木下 妙子2、山下 貴久子2、
鳥居 さゆ希3、八木 典章3、川口 民郎3,4、前川 昭次1、堀江 稔3

1滋賀医科大学医学部附属病院 リハビリテーション部、2滋賀医科大学医学部附属病院 看護部、3滋賀医
科大学 呼吸循環器内科、4滋賀医科大学医学部附属病院 リハビリテーション科

P-450 入退院を繰り返す高齢独居心不全患者への継続支援によって行動変容を来した
一例
○松本 梢1、吉村 香映2、永野 範子1、高杉 佳利子1、西 昌子1、松田 美佐子1、
本田 幸子1、宗次 美登里1、吉田 俊伸3、林田 晃寛3

1心臓病センター榊原病院 看護部、2心臓病センター榊原病院 リハビリテーション室、3心臓病センター
榊原病院 循環器内科

P-451 オーバーワークが主因となり入退院を繰り返した重症心不全患者の再入院を回
避できた一症例
○杉谷 英太郎1、鉄田 直大1、原田 栄作2、伊藤 彰彦3

1医療法人社団寿量会熊本機能病院 総合リハビリテーション部、2医療法人社団寿量会熊本機能病院 循環
器内科、3熊本赤十字病院 循環器内科

P-452 兵庫県丹波篠山圏域におけるケアマネージャーの心不全に対する疾患理解度と
ケアプラン状況の実態調査
○田淵 嵩人1、田内 悠太1、荻野 智之1、岡前 暁生1、和田 陽介2、道免 和久3

1兵庫医科大学ささやま医療センター リハビリテーション室、2兵庫医科大学ささやま医療センター リハ
ビリテーション科、3兵庫医科大学 リハビリテーション医学

P-453 心臓リハビリテーションが介入した急性心筋梗塞患者における栄養状態と骨格
筋指数の推移について
○関谷 快斗1、藤田 美央1、石原 真由美2,3、広瀬 聡彦2、谷畠 進太郎2,4、
野田 俊之4、飯田 真美1,4

1地方独立行政法人岐阜県総合医療センター 栄養管理部、2同心臓リハビリテーション部、3同看護部、4同
循環器内科

P-454 当院における心不全増悪因子の検討
○大原 一将1、亀山 智樹1、大屋 由佳2、相山 扶美2、松下 優季2、宮坂 麗子2、
浦野 啓子2、小中 亮介3、松下 一紀3、織田 洋輔3、庵 弘幸1、野々村 誠1、
井上 博1

1富山県済生会富山病院 内科、2富山県済生会富山病院 看護部、3富山県済生会富山病院 リハビリテー
ション科
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第2日目 7月16日（日）15:30～16:30 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 71 多職種協働・医療安全（7）

座長：池田こずえ（篠田総合病院 循環器科）

P-455 心不全安定期から終末期へ移行した症例に対する多面的心不全加療のありかた
○川邊 由希子1、福間 千恵美1、井上 絵美1、渡邊 奈緒1、坂井 一美1、
川井 梨佳1、西村 美香1、佐々木 志保1、前田 美歌2、民田 浩一2、
塩田 智之3、木戸 里佳4、黒田 真理5、高橋 恭子6

1西宮渡辺心臓・血管センター 看護部、2西宮渡辺心臓・血管センター 循環器内科、3西宮渡辺心臓・血
管センター リハビリテーション科、4西宮渡辺心臓・血管センター 栄養科、5西宮渡辺心臓・血管セン
ター 薬剤部、6西宮渡辺心臓・血管センター 臨床心理士

P-456 多彩な背景を持つ心不全合併下肢切断患者の 1例―急性期病院での職種間連
携―
○次山 航平1、宮本 宣秀2、安部 優樹1、佐々木 史恵3、濱田 佳奈4

1社会医療法人敬和会大分岡病院 総合リハビリテーション課、2社会医療法人敬和会大分岡病院 循環器内
科、3社会医療法人敬和会大分岡病院 看護部、4社会医療法人敬和会大分岡病院 医療連携課

P-457 循環器疾患患者のうつ症状発見能力を育成するための教育プログラム作成
○竹原 歩1、庵地 雄太2、高橋 恭子3、大石 醒悟4、水谷 和郎2

1兵庫県立大学 看護学部、2神戸百年記念病院 心臓大血管疾患リハビリテーションセンター、3西宮渡辺
心臓血管センター 臨床心理、4兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科

P-458 心療内科の視点を取り入れた心臓リハビリテーション、心理的アプローチ
○山田 武彦1,3、片浦 雅崇2、岸本 加織2、山田 ちえり2、高橋 衛1

1親友会島原病院 循環器内科、2親友会島原病院 心臓リハビリテーション室、3親友会島原病院 心療内
科

P-459 急性心筋梗塞患者の作業機能障害に対する作業療法～CAODを用いて～
○須藤 誠1、田村 由馬1,3、落合 香1、田宮 創1、高橋 英里1、永坂 優美1、
餅 脩佑1、江原 恭介1、山口 佳奈4、上野 明日香2、安 隆則2

1獨協医科大学日光医療センター リハビリテーション部、2獨協医科大学日光医療センター 心臓・血管・
腎臓内科、3獨協医科大学日光医療センター 臨床研究支援室、4獨協医科大学日光医療センター 看護部

P-460 200 日を超える長期入院心不全患者に対して多職種協働での精神的ケアが奏功
した一例
○桑原 美結花1、高山 千晴1、高山 久美子1、樋口 隼介1、下田 憲太郎2、
山村 悠二2、安藤 一哲2、近藤 茂瑠2、倉田 孝徳2、今吉 慶3、吉田 健太郎4、
杉安 愛子4、中嶋 直久4、関 裕4

1医療法人社団永生会南多摩病院 看護部、2医療法人社団永生会南多摩病院 リハビリテーション科、3医
療法人社団永生会南多摩病院 栄養科、4医療法人社団永生会南多摩病院 循環器科



第23回日本心臓リハビリテーション学会学術集会

ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン

192

第2日目 7月16日（日）15:30～16:30 ポスター会場（岐阜メモリアルセンター 1階 で愛ドーム）

ポスターセッション 72 その他

座長：近藤 和夫（社会医療法人社団カレスサッポロ北光記念病院 心臓リハビリテーション室）

P-462 心疾患入院患者の離職要因
○西村 真人1、根来 政徳1、箕岡 尚利1、松尾 善美2、田中 彰博3、平林 伸治4

1大阪労災病院 中央リハビリテーション部、2武庫川女子大学 健康・スポーツ科学部、3大阪労災病院
循環器内科、4大阪労災病院 リハビリテーション科

P-463 心疾患検査入院患者と治療入院患者の復職状況
○箕岡 尚利1、西村 真人1、根来 政徳1、田中 彰博2、平林 伸治3

1独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院 中央リハビリテーション部、2独立行政法人労働者健康安
全機構大阪労災病院 循環器内科、3独立行政法人労働者健康安全機構大阪労災病院 リハビリテーション
科

P-464 心臓リハビリテーション新設への取り組みと今後の課題～リハビリ科からのア
プローチ～
○川崎 達哉、赤嶺 昌太
中部徳洲会病院 リハビリテーション科

P-465 診療所における心臓リハビリの有用性
○谷和 孝昭
谷和医院

P-466 ICUに入室した心肺蘇生後の重症心不全患者に対する理学療法介入
○安福 祐一1、二宮 晴夫2

1独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）大阪病院 リハビリテーション室、2同リハビリテーション科
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第2日目 7月16日（日）11:00～12:00 第7会場（岐阜都ホテル 2階 漣）

心臓リハビリテーション看護師対策部会 看護交流会
「看護師の役割をチーム内でどう発揮するか」

心臓リハビリにおけるナースのお仕事とは？vol.3

司会：小西 治美（国立循環器病研究センター 看護部）
角口亜希子（榊原記念病院）

心臓リハビリテーション（心リハ）において、運動療法のみならず、生活習慣の改善・栄養
指導・服薬管理は大変重要な要素であり、これらの相乗効果が、心リハに大きな変化をもた
らしています。それらをふまえると心リハ実践の場において看護師の存在は重要で、理学療
法士の補助どころか、むしろ同じチームで肩を並べる存在として認識されなければなりませ
ん。看護師は心リハチームにおいて、どんどん主体性を持って入り込む必要があります。看
護師も病態はもとより食事や運動療法において知識を深め、指導にあたるとともに、チーム
内のコーディネーターとしての活躍も期待されています。そして何より、患者さんの良き理
解者、支援者として心リハチームに貢献する必要があります。心リハに携わっている看護師
の方々は、どうしたら良いかぼんやりとイメージできているのだと思いますが、この交流会
では、自施設での実践内容や課題などについてご発表をいただき、皆様の経験を共有させて
いただきながら、明日からの心リハ看護師の役割発揮に繋げられる場にしたいと考えていま
す。自分なりの方法を見つけ、チーム内で看護師らしく役割発揮できるように意見交換をし
ていきましょう。
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第2日目 7月16日（日）7:50～8:50 ※受付：7：30～ 第3会場（長良川国際会議場 5階 国際会議室）

医療安全講習会

心臓リハビリテーションでの医療安全
折口 秀樹（JCHO九州病院内科）

患者安全につながる有能なチームとは
松村 由美（京都大学医学部附属病院医療安全管理室）
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第1日目 7月15日（土）18:00～19:00 第5会場（岐阜都ホテル 2階 ボールルームB）

心臓リハビリテーション看護師対策部会

心臓リハビリテーション指導士合格への道のり

司会：吉田 俊子（宮城大学 看護学群）
宮脇 郁子（神戸大学大学院保健学研究科看護学領域）

対 象：心臓リハ指導士の資格取得をめざしておられる方
心臓リハ指導士の資格取得への教育支援を行っておられる方、または今後、施設内
での支援を検討されている方など、関心をお持ちの方

心臓リハビリテーション指導士の資格取得のためには、循環器の知識に加えて、CPXなど
運動耐容能や運動処方に関する基礎知識の習得が不可欠ですが、これらの知識について苦手
意識をもっておられる方が多いのではないでしょうか。また、心リハ研修システムを利用す
るだけの休みが取れない、研修システムの効果的な活用の仕方がわからない、症例レポート
の作成に難渋しているなど、事前の準備や情報が不十分なまま受験に至るケースが少なくあ
りません。そこで、このセッションでは、昨年に引き続き、「心リハ指導士資格認定制度」お
よび「心リハ研修制度」の概要を紹介するとともに、「心リハ指導士合格への道のり」につい
て複数の職種の方に体験談をお話し頂きます。さらに、「施設内での教育支援の実際」につい
ても紹介し、参加者の方々への情報提供とともに意見交換を行います。ふるってご参加くだ
さい。

（1）心リハ指導士資格認定制度の概要
及川 恵子（東海大学八王子病院 循環器内科）

（2）心リハ研修制度の概要
白石 裕一（京都府立医科大学大学院医学研究科 循環器内科・リハビリテーション部）

（3）心リハ研修制度を活用した指導士合格への道のり
（未定）

（4）施設内での教育支援の実際
肥後 太基（九州大学病院医学研究院 循環器内科）

（5）情報交換
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第3日目 7月17日（月・祝）14:00～16:00 第1会場（長良川国際会議場 1階 メインホール）

市民公開講座

い の ち

「生命を守る～心臓リハビリテーションでよりよく生きる～」

講演 1「心臓リハビリテーションによる心血管病予防と治療」
上月 正博（東北大学大学院医学系研究科 内部障害学分野）

司会：西垣 和彦（岐阜大学大学院医学系研究科 循環病態学・呼吸病態学）

講演 2「人生 100 年時代～より良く生きるために～」
藤原 久義（兵庫県立尼崎総合医療センター）

司会：湊口 信也（岐阜大学大学院医学系研究科 循環病態学・呼吸病態学）


