第２回関西心臓リハビリテーション研究会
2014 年２月 1 日(土)

ブリーゼプラザ 7F

＜セッション B ＞
座長：京都桂病院

小ホール

プログラム
コメディカルセッション・口述発表（１５：３５～１６：０５）
座長： 兵庫県立尼崎病院
循環器内科
医長
谷口 良司
先生
「ミトコンドリア脳筋症に対する運動療法の経験」
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 1 心臓血管内科 2

移植部

3

「心不全患者に対する運動療法による認知機能改善の可能性」
淀川キリスト教病院 循環器内科

「心不全患者における骨格筋量と運動能力指標との関連 」
京都府立医科大学附属病院 リハビリテーション部1) 循環器内科2)
棟近麻衣1白石裕一1)2)山端志保1福嶋秀記1)堀井基行1)久保俊一1)

座長： 関西医科大学大学院医学研究科健康科学 教授
木村 穣
先生
「大動脈瘤・大動脈解離に対するステントグラフト内挿術と心臓リハビリテーション」
近畿大学医学部附属病院 循環器内科1) リハビリテーション部2)
心臓血管外科3) リハビリテーション科4)
「慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対する肺動脈血栓内膜摘除術後の
心臓リハビリテーションによる運動耐容能改善効果の予測因子」
国立循環器病研究センター 心臓血管内科 移植部
藤原玲子 中西道郎 荒川鉄雄 熊坂礼音 大原貴裕
福井重文 簗瀬正伸 野口輝夫 高木洋 後藤葉一

３》

(各発表 8 分・総合討論 21 分)

座長：西宮渡辺心臓･血管センター
副院長
民田 浩一 先生
京都府立医科大学附属病院
循環器内科 講師
白石 裕一 先生
１》「デバイス植え込み後心不全症例のデバイス患者活動度を疾患管理に生かす」
京都府立医科大学附属病院 リハビリテーション部循環器内科 1) 循環器内科学 2)
臨床検査部循環器内科 3)
白石裕一 1) 白山武司 2) 中村猛 2)山野哲弘 3) 松室明義 2)

２》「重症慢性心不全における運動療法の有効性」
国立循環器病研究センター
中西道郎 熊坂礼音 荒川鉄雄

大石

小笹寧子 梅田陽子 吉田路子 小野原明子 鮑炳元 雛田知子

野口輝夫

福井重文 大原貴裕 簗瀬正伸 後藤葉一

醒悟

★総合討論（21分）

ポスター発表＆コーヒーブレイク（１６：３５～１７：０５）各発表 5 分・討論 2 分
＜セッション A ＞
１》

高岡万伊 1)渡辺典子 1)蘭翔奈 1)田頭美沙 1)平野真衣 1)
佐藤千賀 1)鯰谷雅志 1)仲村直子 1)北井豪 2)

３》「多様な顔つきを示す心不全症候群への多面的アプローチ 」
兵庫県立姫路循環器病センター 循環器内科

「重症心不全患者に対する２.５Mets 未満の低強度運動」
京都大学医学部附属病院 循環器内科

座長：神戸市立医療センター中央市民病院 循環器内科 副医長
「CCUにおける重症心不全患者に対する
急性期心臓リハビリテーション導入への取り組み」
国立循環器病研究センター

３》「右室梗塞を合併した重症心筋梗塞患者の
心臓リハビリテーションの効果と取り組む姿勢の変化」
神戸市立医療センター中央市民病院 心臓センター1)循環器内科 2)

『心不全の心臓リハビリをどうおこなうか？』

谷口貢1)4)濱村和恵2)永吉理香2)寺田勝彦2)佐賀俊彦3)福田寛二4)宮崎俊一1)

２》

先生

千佳

【ミニシンポジウム】（１７：０５～１７：５０）

医師セッション（１６：０５～１６：３５）
１》

博子

２》「外来通院型心臓リハビリテーション開始後 1 年間の経過報告
～患者のニーズに着目した理学療法士の関わり～」
兵庫県立姫路循環器病センター リハビリテーション科
杉本

岡田光代 田中康史 島田皓平 竹原美樹 八木啓恵子 久保一光 大和昭子 猪之奥香織
加藤直子 大菊麻貴子 小澤牧人 片岡俊哉 松本大典 米田直人 高石博史

３》

宮﨑

金田恵美1)山田信子1)久保麻友子1)井上裕子1)永原守1)福田美由紀1)
山内利香1)三輪花蓮1)志水晃介1)飯田淳2)中根英策2)猪子森明2)

山本壱弥 1)福井教之 1)鈴木裕二 1)小西治美 1)熊坂礼音 1)2)荒川鉄雄 1)2)
中西道郎 1)2)大原貴裕 2)野口輝夫 2)瀨口理 3)簗瀬正伸 3)中谷武嗣 3)後藤葉一 1)2)

２》

部長

１》「心臓リハビリテーション実施中の食欲不振患者への取り組み」
公益財団法人田附興風会 医学研究所 北野病院
栄養指導部1)心臓センター2)

【一般演題】(各発表 7 分・討論 3 分)

１》

リハビリテーションセンター

北井

豪

玉城雄也、高田弥寿子、小西治美、山本壱弥、上薗惠子、山根崇史、後藤葉一

２》 「心臓血管外科術後の離床拡大期において換気補助が有効であった症例」
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1) 心臓センター2)
名古屋大学大学院 医学系研究科 3)

先生

【教育講演】（１７：５０～１８：４０）

（講演 40 分・質疑 10 分）

座長：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
部長 後藤 葉一 先生

『心臓リハビリテーションの基礎と臨床』
枚方公済病院

院長

野原

隆司

先生

上坂建太１)作井大介 1)足立拓史 1)萩原悠太 1)飯田淳 2)森島学 2)
中根英策 1)2)植山浩二 2)山田純生 3)

３》 「EVAHEART 植込み術後血液ポンプケーブル皮膚貫通部の治癒に
難渋している症例のリハビリテーション 」
桜橋渡辺病院 心臓血管センター リハビリテーション科 1)
循環器内科 2) 心臓血管外科 3)
村上幸一 1)迎山加奈 1)藤岡明子 1)安田雅則 1)金城正昭 1)
芝 和弘 1) 岩倉克臣 2)吉龍正雄 3)正井崇史 3)藤井謙司 2)

閉会の辞（1８：４０～）
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

部長

後藤

主催：

葉一

先生

第一 三 共 株 式 会 社

第２回
関西心臓リハビリテーション研究会

日

時：２０１４年２月１日（土）１５：３０～
【製品情報提供

場

１５:２０～１５:３０】

所：ブリーゼプラザ

７F

小ホール

〒530-0001 大阪市北区梅田 2-4-9 ブリーゼタワー７階
電話 06-6344-4888
FAX 06-6344-4666
世話人：国立循環器病研究センター
最寄り駅
◎四つ橋線西梅田駅→徒歩 3 分
◎阪神梅田駅（西改札）→徒歩 5 分 ◎JR 大阪駅（桜橋口）→徒歩 5 分
◎JR 東西線北新地駅→徒歩 5 分
JR 大阪駅からお越しの場合（徒歩約 5 分地上ルート）
JR 大阪駅桜橋口改札を出て、右側へ。横断歩道を渡り、旧大阪中央郵便局を左折して直進してください。次の交差
点を右折、1 つ目の信号を左折し（角に大阪モード学園があります）、ハービス ENT とハービス OSAKA の間を
抜けた正面がブリーゼタワーです。
エスカレーターもしくは、タワーダイニング用のエレベーター（奥のエレベーター）をご利用ください。
阪神梅田駅からお越しの場合（徒歩約 5 分地下通路）
阪神梅田駅西改札を出て、まっすぐお進みいただき、オオサカガーデンシティ 6-47 出口よりブリーゼタワーB1 に
直結しています。
エスカレーターもしくは、タワーダイニング用のエレベーター（奥のエレベーター）をご利用ください。
地下鉄西梅田駅からお越しの場合（徒歩約 3 分地上ルート）
地下鉄西梅田駅南改札を出て、10 番出口より地上へ。まっすぐ国道 2 号線を西方面に 100 メートル程お進みいた
だくと右手にブリーゼタワーがございます。
エスカレーターもしくは、タワーダイニング用のエレベーター（奥のエレベーター）をご利用ください。

循環器病リハビリテーション部
部長
後藤 葉一
枚方公済病院
院長
野原 隆司
関西医科大学大学院医学研究科健康科学
教授
木村 穣
西宮渡辺心臓･血管センター
副院長
民田 浩一
兵庫県立尼崎病院
循環器内科 医長
谷口 良司
京都府立医科大学附属病院
循環器内科
講師
白石 裕一

先生
先生
先生
先生
先生
先生

・当日、参加費として【１０００円】を受付にてお支払い下さい。
・当日はご参加頂いた確認のため、ご施設名、ご芳名のご記帳をお願い申し上げます。なお、ご
記帳頂いたご施設名、ご芳名は医薬品及び医学・薬学に関する情報提供のために利用させて
頂くことがございます。何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
・日本心臓リハビリテーション学会指導士資格更新単位認定：5 単位

問い合わせ先： 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
関西心臓リハビリテーション研究会事務局
〒565-8565 吹田市藤白台 5-7-1
TEL: 06-6833-5012
E-mail： yamamoto@hsp.ncvc.go.jp

主催

第一三共株式会社

