
第８回日本心臓リハビリテーション学会近畿支部地方会 プログラム 
 

開会のあいさつ 

9:00-9:10  第１会場 あじさいホール 

 

 会長： 社会医療法人愛仁会 明石医療センター 循環器内科 民田 浩一 

 

シンポジウム１： 心不全診療における真の連携を目指して 

9:10-10:40  第１会場 あじさいホール 

座長： 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 心臓血管外科・リハビリテーション科 本多   祐 

 京都大学 医学部附属病院 循環器内科  小笹 寧子 

S1-1 高齢心不全患者の在宅医療 

   ［大阪府］ 医療法人社団ゆみの のぞみハートクリニック 富山美由紀 

S1-2 心理職の立場から真の連携を目指して 

  [京都府] 三菱京都病院 診療技術部 深澤 龍永 

S1-3 地域包括ケア病棟の心不全診療 

   ［奈良県］ 医療法人和幸会 阪奈中央病院 リハビリテーション科 鈴木 広大 

S1-4 心不全パンデミックにおける病院総合医（ホスピタリスト）の役割り 

   [兵庫県] 社会医療法人愛仁会 明石医療センター 総合内科 官澤 洋平 

S1-5 心不全患者の栄養管理 

  [大阪府] 国家公務員共済組合連合会枚方公済病院 栄養科 上田 耕平 

 

優秀演題セッション 

9:10-10:40  第２会場 舞子１ 

 

  座長： 京都府立医科大学 循環器内科学・腎臓内科学  白石 裕一 

   神戸大学大学院 保健学研究科・医学部保健学科  井澤 和大 

 コメンテーター： 公益財団法人天理よろづ相談所病院 循環器内科  近藤 博和 

   市立大津市民病院 循環器内科・リハビリテーション部  木股 正樹 

   京都大学大学院医学研究科医学専攻 循環器内科  鷲田 幸一 

   兵庫県立はりま姫路総合医療センター 看護部  竹原   歩 

   （医）医仁会武田総合病院 疾病予防センター  今井   優 

 

EX-1 退院後 6 ヶ月以内に再入院した心不全症例の再入院予測因子について「骨格筋

指数に着目した研究」 

 独立行政法人明石市立市民病院 南   竜馬 

EX-2 心不全患者における上腕周径と握力および骨格筋量との関連 

 社会医療法人愛仁会高槻病院 リハビリテーションセンター 山田   誠 

EX-3 外来心臓リハビリテーション終了 6ヶ月後における peakVO2の低下に関連する要

因の検討 

 洛和会音羽病院 白井 貴之 

EX-4 慢性心不全患者に対する生活行動記録に基づくセルフモニタリング支援の効果 

 神戸大学大学院保健学研究科 松田美紗子 

EX-5 心臓リハビリテーション患者における運動耐容能の関連因子の検討 

 京都大学医学研究科 循環器内科学 Song Xiaoyang 

  



パネルディスカッション１： 心臓リハビリテーションにおける看護師の役割 

～専従だからできること、専任ならではの工夫、私のチームのやり方～ 

9:10-10:40  第３会場 舞子２ 

  座長： 神戸大学大学院 保健学研究科  宮脇 郁子 

   神戸市立医療センター中央市民病院 看護部  仲村 直子 

PD1-1 看護師の参画による心臓リハビリテーションの質の向上 

 国立循環器病研究センター 看護部 小西 治美 

PD1-2 心臓リハビリテーション室の専任看護師として携わってきた中でみえてきた役割 

 兵庫県立尼崎総合医療センター 服部 鏡子 

PD1-3 七人の専任心リハ看護師の強み 

 市立福知山市民病院 看護部 碓井 美穂 

PD1-4 心リハにおける専任看護師としての役割 

 公益財団法人 天理よろず相談所病院 梅本 旬男 

PD1-5 クリニックにおける外来心臓リハビリテーション専従看護師の役割 

 もりした循環器科クリニック 森下 好美 

 

特別講演 

11:00-12:00  第１会場 あじさいホール 

 座長： 兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科 谷口 良司 

SL 健康寿命の延伸を目指した循環器病対策推進基本計画への取り組み： 

 心臓リハビリテーションと多職種連携の重要性 

 神戸大学大学院医学研究科循環器内科学分野 平田 健一 

 

教育講演１ 

11:00-12:00  第２会場 舞子１ 

  座長： 和歌山県立医科大学 赤阪 隆史 

EL1 心臓リハビリテーションを行う上で知っておきたい心筋虚血の基礎知識：冠微小循環障害とは? 

  岐阜ハートセンター 循環器内科 松尾 仁司 

  共催： アボットメディカルジャパン合同会社 

 

シンポジウム２ 心不全療養指導における心理社会的支援のコツ 

11:00-12:00  第３会場 舞子２ 

 座長： 神戸大学大学院医学研究科 地域社会学・健康科学講座 小林 成美 

   国立循環器病研究センター 心臓血管内科  庵地 雄太 

S2-1 医療者は患者のストレスマネジメントをどのようにサポートすべきか 

  京都第一赤十字病院 精神科（診療内科）・緩和ケア内科 岡本   恵 

S2-2 発達・知的能力の特性を理解し、持続可能な治療やケアを考えるコツ 

  国立循環器病研究センター 小児循環器科・産婦人科部門 松尾 加奈 

S2-3 重症心不全患者の療養における心理社会的支援の実際とコツ 

  大阪大学医学部附属病院 患者包括サポートセンター 中前 純治 

S2-4 外来から入院までシームレスな療養指導を実践するためのヒント 

 蘇生会総合病院 臨床心理科 近藤 真世 

 

  



ランチョンセミナー１ 

12:20-13:20  第２会場 舞子１ 

  座長： 大阪大学大学院医学系研究科 循環器内科 坂田 泰史 

LS1 心不全患者に SGLT2阻害剤を躊躇する理由！ 

  大西内科ハートクリニック 大西 勝也 

  共催： アストラゼネカ株式会社／小野薬品工業株式会社 

 

ランチョンセミナー２ 

12:20-13:20  第３会場 舞子２ 

 座長： 関西医科大学 健康科学科 木村  穣 

LS2 高齢心疾患に対するレジスタンストレーニング 

 順天堂大学保健医療学部 理学療法学科 高橋 哲也 

  共催：インターリハ株式会社／フクダ電子兵庫販売株式会社 

 

ランチョンセミナー３ 

12:20-13:20  第４会場 舞子３ 

  座長： 神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科 古川  裕 

LS3 ASV と心臓リハビリテーション 

  群馬県立心臓血管センター 心臓リハビリテーション部 安達  仁 

 共催： 帝人ヘルスケア株式会社 

 

教育講演２ 

13:30-14:30  第１会場 あじさいホール 

  座長： 社会医療法人愛仁会 明石医療センター 循環器内科 民田 浩一 

EL2 脳心腎血管保護を見据えた最新の高血圧治療 ―夜間から早朝を含めて― 

 自治医科大学 内科学講座循環器内科 苅尾 七臣 

 共催： ノバルティス ファーマ株式会社／大塚製薬株式会社 

 

教育講演３ 心臓核医学で診る虚血と心不全 

13:30-14:30  第２会場 舞子１ 

  座長： 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 平田 健一 

EL3-1 ガイドラインから心筋血流シンチの使い方を再考する ―血行再建を見据えて― 

  兵庫県立はりま姫路総合医療センター 総合内科・循環器内科 谷口 泰代 

EL3-2 心不全・弁膜症診療における心臓交感神経活性評価 

 兵庫県立はりま姫路総合医療センター 循環器内科／超音波センター 大西 哲存 

 共催： PDRファーマ株式会社 

 

アップグレードセミナー 

13:30-14:30  第３会場 舞子２ 

  座長： 国立循環器病研究センター 野口 暉夫 

UGS これだけは知っておきたい心臓植え込みデバイスの知識 

  兵庫県立淡路医療センター 山下宗一郎 

  共催： 日本メドトロニック株式会社 



CPX・運動処方講習 

15:00-16:30  第１会場 あじさいホール 

 CPX ライブデモンストレーション 

 京都府立医科大学大学院医学研究科 循環器内科学・腎臓内科学 白石 裕一 

   共催： ミナト医科学株式会社／フクダ電子兵庫販売株式会社 

 

シンポジウム３ 次世代の心臓リハビリテーションを考える 

15:00-16:30  第２会場 舞子１ 

座長： 兵庫県立尼崎総合医療センター 循環器内科 谷口 良司 

 武庫川女子大学 健康・スポーツ科学部  松尾 善美 

S3-1 高齢者の ICT利用についての TIPS～めいまい体操教室オンライン化の経験から～ 

 清水メディカルクリニック／愛仁会 明石医療センター 総合内科 金子 昌裕 

S3-2 遠隔心臓リハビリテーション 

  関西医科大学 健康科学センター 木村   穣 

S3-3 サテライト型心臓リハビリテーションにおける連携と課題～心リハ看護師の立場から～  

 西宮渡辺脳卒中・心臓リハビリテーション病院 川内麻里子 

S3-4 Life style medicine としての心臓リハビリテーション  

 京都大学大学院医学研究科医学専攻 循環器内科 鷲田 幸一 

S3-5 当院における腫瘍循環器診療と腫瘍循環器リハビリテーションへの取り組み 

 神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科 村井 亮介 

 

パネルディスカッション２ 心不全患者の怒りをアセスメントし、対応策を考える 

15:00-16:30  第３会場 舞子２ 

 座長： 六甲アイランド甲南病院 循環器内科 水谷 和郎 

  兵庫県立はりま姫路総合医療センター 看護部 竹原   歩 

 症例提示 神戸市立医療センター中央市民病院 看護部  仲村 直子 

 ミニレクチャー： “怒り”を読み解く 

 国立循環器病研究センター 心臓血管内科 庵地 雄太 

  兵庫サイコカルディオロジー研究会共催 

 

表彰式・閉会のあいさつ 

16:40-17:10  第１会場 あじさいホール 

 

  会長： 社会医療法人愛仁会 明石医療センター 循環器内科 民田 浩一 

  



プログラム・一般演題（口演） 
 
口演 1 心不全・心筋症 

10:10-11:00  第４会場 舞子３ 
 

座長： 国立循環器病研究センター 心臓血管内科  北井   豪 

 兵庫医科大学病院 リハビリテーション技術部  笹沼 直樹 
 
O1 就労継続を希望する末期重症心不全患者に対し外来心臓リハビリテーションを実

施する意義を症例から考察する 

 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 綾川 耀介 

O2 乳がん治療中のがん治療関連心機能障害に対して腫瘍循環器リハビリテーション

(CORE) を実施した一例 

  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 吉田 貴信 

O3 右心不全を発症後、回復期リハビリテーション病棟での介入にて ADL能力が改善

した第 3群肺高血圧症の一例  

  神戸リハビリテーション病院 リハビリテーション部/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 大塚 脩斗 

O4 心アミロイドーシス症例に対する心臓リハビリテーションの効果と影響を与える因

子の検討  

 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 島田 幸洋 

O5  呼吸器疾患を合併した心疾患に対する心臓リハビリの取り組み 

 あき循環器心臓リハビリクリニック 北村 アキ 
 
口演２ 虚血・弁膜症 

11:10-12:00  第４会場 舞子３ 
 

座長： 和歌山県立医科大学 循環器内科/教育研究開発センター  谷本 貴志 

 （公財）田附興風会医学研究所北野病院 リハビリテーション科  上坂 建太 
 
O6 Type 4a心筋梗塞を発症した高齢患者に心肺運動負荷試験に基づいた運動療法

を行った一例 

 有田市立病院 循環器科/和歌山県立医科大学 循環器内科 里神 慶亮 

O7 開心術後の離床遅延因子を多数有する患者への段階的な離床による介入の検討 

  滋賀医科大学医学部附属病院 リハビリテーション部 木戸脇昌宏 

O8 心臓リハビリテーションが有用であった、心原性ショックと重症心不全を併発した急

性心筋梗塞の 1例 

  八尾市立病院 リハビリテーション科 近藤 修輔 

O9 急性心筋梗塞発症後、低活動となるも、心リハ外来により水泳に参加できるように

なった一例 

 社会医療法人愛仁会 愛仁会リハビリテーション病院 岡田 直樹 

O10 外来心リハに参加し、アドヒアランスが維持されたことで、運動耐容能、QOLの改

善に至った一例 

 天理よろづ相談所病院 リハビリテーション部 岩佐 精志 
 
口演３ フレイル・サルコペニア・ACP 

13:40-14:30  第４会場 舞子３ 
 

座長： 公益財団法人甲南会 甲南医療センター 循環器内科  大久保英明 

 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  岩田健太郎 
 
O11 心不全ステージ Cの患者に対し症状緩和を行い ADL向上につなげた一例  

 ～IPOSを活用した評価と支援～  

 済生会滋賀県病院 勝木 哲郎 



O12 回復期リハビリテーション病棟の入院対象となる心大血管疾患患者の傾向と課題

について 

  医療法人はぁとふる 八尾はぁとふる病院 久保田祐介 

O13 終末期を見据えた維持期心臓リハビリテーション期の関わり ～終末期の家族受

容が困難であった心不全症例～ 

  西宮渡辺心臓脳・血管センター 看護部 藤井 裕士 

O14 早期の退院支援介入が入院関連機能障害を生じた急性心不全患者の転帰に及

ぼす影響 

 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 滝本 龍矢 

O15 低侵襲心臓手術（MICS）における心臓リハビリテーションの役割 

 北播磨総合医療センター 心臓血管外科 森本 喜久 

 

口演４ 維持期リハビリ 

14:40-15:30  第４会場 舞子３ 

座長： 医療法人社団ゆみの のぞみハートクリニック  岡田健一郎 

 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  岩津弘太郎 

O16 心疾患患者の退院後の復職状況と患者背景因子の比較 

 西宮渡辺脳卒中心臓リハビリテーション病院 川内麻里子 

O17 パーソナリティ特性に着目して患者指導を実施した心不全患者 

  滋賀医科大学医学部附属病院 リハビリテーション部 久野 智之 

O18 維持期心臓リハビリテーション時の新規不整脈の発見状況と対応 

  医療法人医仁会武田総合病院 疾病予防センター 中島 友里 

O19 当院の在宅運動実施率向上のための取り組みとその効果 

 大津赤十字病院 手島 健一 

O20 維持期心臓リハビリテーションの今後の課題 

 医療法人優心会 きのうクリニック 喜納 直人 

 

口演５ 多職種協働・心リハ運営 

15:40-16:30  第４会場 舞子３ 

座長： 兵庫医科大学 医療クオリティマネジメント学  高橋 敬子 

 関西医科大学附属病院 栄養管理部  吉内佐和子  

O21 低頻度の外来心臓リハビリテーションの継続効果について 

 医療法人同仁会（社団）京都九条病院 リハビリテーション部 今井 嵩人 

O22 当院における多職種情報共有ツール「外来心リハ評価表」の紹介 

  JCHO 滋賀病院/滋賀医科大学医学部附属病院 大石 理奈 

O23 心臓移植待機患者への心理的支援 

  国立循環器病研究センター 移植医療部 松田有希子 

O24 当院における心大血管リハ料対象患者の実績指数に関わる因子の検討 

 天理よろづ相談所病院 白川分院 リハビリテーション部 後藤 総介 

O25 回復期リハビリテーション病棟における心臓リハビリテーションの現状と課題 

 ～兵庫県アンケート調査より～ 

 （一社）兵庫県理学療法士会/神戸リハビリテーション病院 リハビリテーション部 前川健一郎 

 

  



プログラム・一般演題（ポスター） 
 

発表会場： シーサイドホテル舞子ビラ神戸 3F ポスター会場 

発表時間： 11:00-12:00  ポスターの前でフリーディスカッション 

13:40-14:40  座長の進行のもと、ポスター発表 

 

ポスター１ 心不全・心筋症 

ポスター会場 

座長： 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 中根 英策 

P1 低心機能により活動範囲が狭小した拡張型心筋症患者の一例～回復期病院心リ

ハ外来での治療経験～ 

 社会医療法人愛仁会 愛仁会リハビリテーション病院 後山 祐二 

P2 趣味活動の再開に向けて外来通院型心臓リハビリテーションを実施した急性心筋

炎による心不全増悪の一例 

  兵庫医科大学病院 リハビリテーション技術部 中尾 汐美 

P3 当院における経皮的僧帽弁形成術後の身体機能と運動耐容能の変化に関する報告 

  兵庫県立はりま姫路総合医療センター リハビリテーション部 吉田 安伸 

P4 運動療法による筋力向上を行い運動耐容能の改善を得た心筋炎の一例 

 日本赤十字社和歌山医療センター 循環器内科 原   訓子 

P5  不安傾向の強い拡張型心筋症患者への公認心理師の心リハカウンセリング例 

 関西医科大学附属病院 健康科学センター 大島 康寛 

P6 高齢心不全患者診療において総合内科医と協働している診療看護師(NP)の取り組み 

   社会医療法人愛仁会 明石医療センター 総合内科 渡部 秀悟 

  

ポスター２ 心不全・心臓術後・大血管術後 

ポスター会場 

座長： 滋賀医科大学医学部附属病院 リハビリテーション科  川口 民郎 

P7 高齢心不全症例を通して考える当院での心臓リハビリテーションの今後の課題 

 公益財団法人甲南会六甲アイランド甲南病院 佐々木志保 

P8 MoCA-J と心不全手帳記録状況との関連に関しての検討 

  洛和会丸太町病院 リハビリテーション部 海野 智也 

P9 急性大動脈解離 StandfordA型術後、B型解離残存及び左下肢不全麻痺を呈した

患者の職場復帰を目指した一症例 

  医療法人友紘会 友紘会総合病院 宮崎 敬士 

P10 回復期リハビリテーションを経て自宅退院に至った運動器疾患を有する弁膜症術

後患者の一症例 

 天理よろづ相談所病院 白川分院 リハビリテーション部 福原悠里子 

P11 残存大動脈瘤への血圧管理とせん妄対策が奏功した一症例 

 滋賀医科大学医学部附属病院 リハビリテーション部 朝倉友里奈 

 

ポスター３ 多職種協働 

ポスター会場 

座長： 大阪府済生会吹田病院 循環器内科/心不全センター  川上 利香 

P12 クラスターゼロの入院・外来心リハ継続について 

 神戸市立医療センター中央市民病院 津村可奈子 



P13 当院外来心臓リハビリテーション終了後の半年後フォローアップの取り組み  

  洛和会音羽病院 佐伯   慧 

P14 心不全患者のアドヒアランス確保に向けた病院と保険薬局における薬剤師連携の

構築 

  神戸市立医療センター中央市民病院 薬剤部/循環器内科 登 佳寿子 

P15 当院での CPX運用についての取り組みと課題 

 社会医療法人愛仁会明石医療センター 野田 穂高 

P16 外来心臓リハビリテーションに参加した患者の看護外来の効果 

 洛和会音羽病院 榎本 あや 

P17 多職種で心不全患者の暮らしを支える患者指導体制の強化～多職種連携（ＩＰＷ）

心不全チームを立ち上げて～ 

 社会医療法人愛仁会明石医療センター 櫻井 裕美 

 

 

 

 

 

 


