プログラム
10 月 4 日（金）
開 会 式 9：00 〜

会場：潮騒Ⅱ・Ⅲ

❖オープニングセレモニー
司会

末吉 健治

谷山生協クリニック 事務

藤川 真理子

谷山生協クリニック 看護師

❖実行委員長挨拶
蓑輪 一文

谷山生協クリニック 院長

記念講演 9：20 〜 10：30

会場：潮騒Ⅱ・Ⅲ
座長：山下

英俊（鹿児島生協病院

内科・呼吸器科 医師）

日常診療に潜む考え方のエラーについて：
誤り方を知ることの重要性
青木 洋介

佐賀大学医学部 国際医療学講座 臨床感染症分野 教授

分 科 会 10：45 〜 12：15
分科会 AⅠ

感染症

AⅠ-1 〜 AⅠ-8

会場：潮騒Ⅱ

分科会 BⅠ

在宅医療・チーム医療・SDH（1）

BⅠ-1 〜 BⅠ-8

会場：潮騒Ⅲ

分科会 CⅠ

腫瘍・間質・じん肺（1）

CⅠ-1 〜 CⅠ-8

会場：桜島

昼食・休憩 12：15 〜

ランチョンセミナー（医師） 12：30 〜 13：15

会場：潮騒Ⅰ

咳嗽の臨床
山下 英俊

鹿児島生協病院 内科・呼吸器科 医師

―9―

ランチョンセミナー（多職種） 12：30 〜 13：10

会場：潮騒Ⅱ

PICS と多職種連携によるリハビリテーション
～大きく変化した呼吸リハビリ～
坂元 将也

谷山生協クリニック 認定理学療法士 呼吸器

分 科 会 13：45 〜 15：15
分科会 AⅡ

気道疾患・嚢胞性疾患（1）

AⅡ-1 〜 AⅡ-8

会場：潮騒Ⅱ

分科会 BⅡ

腫瘍・間質・じん肺（2）

BⅡ-1 〜 BⅡ-7

会場：潮騒Ⅲ

分科会 CⅡ

呼吸管理・呼吸不全・リハビリ（1）

CⅡ-1 〜 CⅡ-8

会場：桜島

分 科 会 15：30 〜 17：00
分科会 AⅢ

気道疾患・嚢胞性疾患（2）

AⅢ-1 〜 AⅢ-7

会場：潮騒Ⅱ

分科会 BⅢ

呼吸管理・呼吸不全・リハビリ（2）

BⅢ-1 〜 BⅢ-8

会場：潮騒Ⅲ

分科会 CⅢ

在宅医療・チーム医療・SDH（2）

CⅢ-1 〜 CⅢ-8

会場：桜島

代表者会議 17：15 〜 17：45

会場：桜島

懇 親 会 18：00 〜 20：00

会場：潮騒Ⅰ・Ⅱ
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10 月 5 日（土）
学習講演 9：00 〜 10：00

会場：潮騒Ⅱ・Ⅲ
座長：蓑輪

一文（谷山生協クリニック

院長）

呼吸管理と多職種・地域連携
陳 和夫

京都大学大学院医学研究科 呼吸管理睡眠制御学講座 教授

パネルディスカッション 10：10 〜 11：40

会場：潮騒Ⅱ・Ⅲ
コーディネーター：蓑輪

一文（谷山生協クリニック

院長）

地域・多職種連携と呼吸器診療
多職種連携で救命後社会復帰できた肥満低換気症候群の一例
〜看護師の立場から〜
白濱 梨奈

総合病院鹿児島生協病院 集中治療病床看護師

多職種連携で救命後社会復帰できた肥満低換気症候群の一例
〜リハビリテーションの立場から〜
有村 優基

国分生協病院 リハビリテーション部

多職種連携で救命後社会復帰できた肥満低換気症候群の一例
〜ソーシャルワーカーの立場から〜
上田平 巧

総合病院鹿児島生協病院 地域連携室

鹿児島医療生協の在宅人工呼吸管理を支えてきた歴史と現状と課題
岩﨑 亮子

生協訪問看護ステーションこくぶ 所長

鹿児島医療生協における小児在宅気管切開下陽圧人工呼吸の現状と課題
樋之口 洋一

総合病院鹿児島生協病院 院長 小児科

閉会式・座長賞発表・表彰 11：50 〜 12：30

会場：潮騒Ⅱ・Ⅲ

❖座長賞発表・表彰
❖次回開催県連からのあいさつ
❖閉会の挨拶
山下 義仁

国分生協病院 院長
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分科会 プログラム
10 月 4 日（金）
分科会 AⅠ 10：45 〜 12：15

会場：潮騒Ⅱ


［ 感染症 ］

AⅠ-1

成人 RSV 関連肺炎重症例における各種検査値の経時的追跡
宮城民医連

高橋 洋（医師）
坂総合病院 呼吸器科

AⅠ-2

過粘稠性 Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae による肺膿瘍の一例
鹿児島民医連

沖中 友秀（医師）
鹿児島生協病院 総合内科

AⅠ-3

糖尿病コントロール入院 2 日目に急性呼吸不全となり人工呼吸管理を要した
市中発症黄色ブドウ球菌肺炎の一例
鹿児島民医連

山口 浩樹（医師）
鹿児島生協病院

AⅠ-4

当院での「カゼ薬・A 」の舌下投与療法の効果について
石川民医連

清水 巍（医師）
城北病院 内科

AⅠ-5

当院 RST 誤嚥性肺炎対策ワーキンググループ活動報告
〜体位ドレナージグループ〜
長野民医連

宮川 邦成（理学療法士）
長野中央病院

AⅠ-6

誤嚥予防を目的とした経管栄養投与時の体位統一への取り組みについて
福岡・佐賀民医連

梶原 有咲（看護師）
千鳥橋病院 HCU

AⅠ-7

当院 RST よる口腔ケアと誤嚥性肺炎の予防への取り組み
長野民医連

千野 祥太郎（看護師）
長野中央病院 看護部

AⅠ-8

口腔内環境改善に向けた取り組み
福岡・佐賀民医連

田志 沙耶（看護師）
千鳥橋病院 東 3 病棟
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分科会 AⅡ 13：45 〜 15：15

会場：潮騒Ⅱ


［ 気道疾患・嚢胞性疾患（1）］

AⅡ-1

呼気一酸化窒素（ FeNO ）の測定が吸入薬の選択に有用であった 4 症例
北海道民医連

伊志嶺 篤（医師）
勤医協伏古 10 条クリニック 内科

AⅡ-2

モストグラフの有用性
〜当院での症例をとおして〜
熊本民医連

山下 明日（臨床検査技師）
社会医療法人芳和会 くわみず病院 検査科

AⅡ-3

重症喘息患者へのオマリズマブ長期使用例のまとめ
東京民医連

草島 健二（医師）
立川相互ふれあいクリニック 呼吸器内科

AⅡ-4

ステロイド非依存性の重症喘息患者で副腎皮質機能不全を来たした一例
和歌山民医連

畑 伸弘（医師）
和歌山生協病院

AⅡ-5

高齢患者への吸入手技獲得に向けた看護介入
〜評価シートを用いた吸入指導方法〜
岡山民医連

濱野 幹恵（看護師）
水島協同病院 内科

AⅡ-6

病院薬剤師と保険調剤薬剤師の連携により外来吸入指導を行った
現状調査と地域連携への貢献についての検討
大阪民医連

松葉 尚美（薬剤師）
社会医療法人 同仁会 耳原総合病院 薬剤科

AⅡ-7

吸入手技の指導方法再統一にむけて
〜看護師の吸入手技の理解度の調査と対策・評価〜
大阪民医連

濱本 泰葉（看護師）
西淀病院 6 階病棟

AⅡ-8

吸入依存があるアルツハイマー型認知症患者との関わり
福井民医連

松村 直美（看護師）
光陽生協クリニック
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分科会 AⅢ 15：30 〜 17：00

会場：潮騒Ⅱ


［ 気道疾患・嚢胞性疾患（2）］

AⅢ-1

人間ドックで胸部 CT にて気腫性変化を認めながら、
一秒率が正常範囲であった症例の検討
山形民医連

髙橋 牧郎（医師）
鶴岡協立病院 内科

AⅢ-2

間質性肺炎に起因する高齢者続発性気胸に対し、
各種治療を試みた後に在宅で胸腔ドレーン管理を試みた 1 例
東京民医連

中島 拓也（医師）
立川相互病院 呼吸器外科

AⅢ-3

NPPV 管理となり一度は施設退院方針となった COPD 患者が自宅退院に至るまで
長崎民医連

中川 勇樹（理学療法士）
社会医療法人健友会 上戸町病院 一般入院リハ課

AⅢ-4

当院の CPAP 患者における生活習慣とアドヒアランスの関係
熊本民医連

池上 あずさ（医師）
くわみず病院 内科

AⅢ-5

COPD 増悪により入退院を繰り返している症例への生活指導を経験して
大阪民医連

川上 智史（理学療法士）
耳原総合病院 リハビリテーション室

AⅢ-6

終末期を迎えた非がん患者の意思決定支援
新潟民医連

阿部 美咲（看護師）
下越病院 消化器外科

AⅢ-7

外来 COPD 患者で「人生会議」を考える
三重民医連

宮﨑 智徳（医師）
みえ医療福祉生協 津生協病院附属診療所 内科
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分科会 BⅠ 10：45 〜 12：15

会場：潮騒Ⅲ


［ 在宅医療・チーム医療・SDH（1）］

BⅠ-1

当院における多職種連携による CPAP 遠隔モニタリングデータ電子化への取り組み
長野民医連

大野 寛司（事務）
健和会病院 情報システム課

BⅠ-2

当院における呼吸ケアチーム活動の課題について
〜アンケート調査から見えてきたこと〜
東京民医連

小鳥 友見（看護師）
立川相互病院 呼吸ケアチーム

BⅠ-3

多職種と連携し患者の日常生活機能を向上した症例を振り返って
鹿児島民医連

田中 優香（看護師）
国分生協病院 5 階病棟

BⅠ-4

当院の禁煙外来開始からの取り組みを振り返って
鹿児島民医連

淵之上 めぐみ（看護師）
国分生協病院 外来

BⅠ-5

肺癌患者：継続看護の充実をめざして
鹿児島民医連

藤川 真理子（看護師）
谷山生協クリニック 外来

BⅠ-6

終末期患者がその人らしく生きるために
〜家族が抱える不安、患者の希望を考える〜
長野民医連

横山 志野（看護師）
社会医療法人 中信勤労者医療協会 松本協立病院 呼吸器内科総合診療科

BⅠ-7

ネーザルハイフローで在宅生活が実現できた 1 事例からの学び
長野民医連

小林 菜乃（看護師）
松本協立病院 北 3 病棟

BⅠ-8

ハイフローセラピーの在宅継続を目指した 6 症例からの課題考察
長野民医連

三浦 一望（理学療法士）
松本協立病院 訪問看護ステーションすみれ
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分科会 BⅡ 13：45 〜 15：15

会場：潮騒Ⅲ


［ 腫瘍・間質・じん肺（2）］

BⅡ-1

肺癌に対して使用した免疫チェックポイント阻害剤使用にて下垂体障害を発症した 1 例
東京民医連

奥野 衆史（初期研修医）
立川相互病院 初期研修医

BⅡ-2

特発性肺線維症に対する抗線維化薬の治療効果
東京民医連

川村 光夫（医師）
東京勤医会東葛病院 呼吸器科

BⅡ-3

黄芩（オウゴン）含有漢方薬による薬剤性間質性肺炎が疑われた 2 例
鹿児島民医連

平元 良英（医師）
奄美中央病院 内科

BⅡ-4

受動喫煙が原因と考えられた急性好酸球性肺炎の一例
鹿児島民医連

栃木 健太朗（医師）
鹿児島生協病院 総合内科

BⅡ-5

歯科技工士の塵肺症の一例
宮崎民医連

高橋 聡（医師）
宮崎生協病院

BⅡ-6

玉島協同病院および水島協同病院を受診した塵肺患者に合併した肺癌の実態
岡山民医連

道端 達也（医師）
玉島協同病院

BⅡ-7

全日本民医連アスベスト関連疾患診断支援ツールを用いて胸水貯留症例を診断する
鹿児島民医連

山下 義仁（医師）
国分生協病院 内科
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分科会 BⅢ 15：30 〜 17：00

会場：潮騒Ⅲ


［ 呼吸管理・呼吸不全・リハビリ（2）］

BⅢ-1

呼吸サポート委員会の活動 2 年間の取り組み
長野民医連

藤森 貴史（臨床工学技士）
長野医療生活協同組合 長野中央病院 臨床工学科

BⅢ-2

診療科・病院をまたいでの呼吸ケアチーム連携が治療を支援した 1 事例
長野民医連

大澤 拓（看護師）
松本協立病院 看護部

BⅢ-3

人工呼吸器学習会は本当に役に立っているか？
呼吸器ケア委員会による呼吸器学習会の取り組み
岡山民医連

小池 和典（臨床工学技士）
総合病院水島協同病院

BⅢ-4

ICU における離床プロトコール表を使用した早期離床活動の取り組みについて
鹿児島民医連

永田 健二（理学療法士）
鹿児島生協病院 リハビリテーション部

BⅢ-5

抗精神薬中断が呼吸状態に及ぼす影響を考察した一例
鹿児島民医連

楮畑 光平（理学療法士）
国分生協病院 リハビリテーション部

BⅢ-6

当院 ICU での急性期作業療法の早期介入に向けた取り組みについて
鹿児島民医連

脇田 龍仁（作業療法士）
鹿児島生協病院 リハビリテーション部

BⅢ-7

安全な人工呼吸器離脱に向けての振り返りと課題
鹿児島民医連

田中 未来（看護師）
鹿児島生協病院 集中治療室

BⅢ-8

離床プロトコル改正の取り組み
福岡・佐賀民医連

墨谷 咲子（看護師）
千鳥橋病院 ICU
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分科会 CⅠ 10：45 〜 12：15

会場：桜島


［ 腫瘍・間質・じん肺（1）］

CⅠ-1

X 線透視下経気管支肺生検で末梢小型肺癌はどこまで診断可能か
― 診断し得た上皮内腺癌 3 例を含む検討 ―
鹿児島民医連

山下 英俊（医師）
総合病院鹿児島生協病院 呼吸器科

CⅠ-2

肺腫瘤性病変の術中迅速診断のまとめ
東京民医連

布村 眞季（医師）
立川相互病院 病理診断科

CⅠ-3

原発性肺癌病期Ⅰ期症例発見過程の検討
東京民医連

木村 文平（医師）
立川相互病院 呼吸器外科

CⅠ-4

当院における小細胞肺癌患者数の推移
東京民医連

常見 安史（医師）
大田病院

CⅠ-5

術後再発より 15 年間生存中の肺腺癌症例
東京民医連

高野 智子（医師）
大田病院 呼吸器内科

CⅠ-6

腸管転移をきたした悪性胸膜中皮腫の一剖検例
北海道民医連

中川 健太郎（医師）
勤医協中央病院 呼吸器センター 内科

CⅠ-7

多発肝転移を来した二相型悪性胸膜中皮腫の 1 剖検例
北海道民医連

細川 誉至雄（医師）
勤医協札幌病院 外科

CⅠ-8

当院で在宅緩和ケアを実施した肺癌終末期症例の検討
宮城民医連

庄司 淳（医師）
宮城厚生協会 坂総合病院 呼吸器科
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分科会 CⅡ 13：45 〜 15：15

会場：桜島


［ 呼吸管理・呼吸不全・リハビリ（1）］

CⅡ-1

当院におけるネーザルハイフローを使用した呼吸不全患者の臨床的検討
東京民医連

唐沢 知行（医師）
立川相互病院 呼吸器内科

CⅡ-2

当院におけるネーザルハイフロー
（ NHF ）の臨床的検討
大阪民医連

中村 まなび（医師）
淀川勤労者厚生協会附属西淀病院

CⅡ-3

新生児 High Flow Therapy3 症例を経験して
鹿児島民医連

平山 雄大（臨床工学技士）
総合病院鹿児島生協病院 血液浄化室

CⅡ-4

抜管時のリハビリ介入と今後の課題
鹿児島民医連

大村 明日香（理学療法士）
国分生協病院 リハビリテーション部

CⅡ-5

人工呼吸器使用中の SpO2 モニタリング向上への取り組み
鹿児島民医連

寺田 理恵（臨床工学技士）
鹿児島生協病院 血液浄化室

CⅡ-6

経鼻挿管管理が必要な肺腺癌終末期患者の自宅退院支援の一例
鹿児島民医連

湯淺 倫子（看護師）
鹿児島生協病院 4 階西病棟

CⅡ-7

痰や内分泌物貯留による圧迫性無気肺解除を目的に高頻度胸郭振動法を導入した 1 例
福岡・佐賀民医連

吉峯 玄太（臨床工学技士）
千鳥橋病院 臨床工学科

CⅡ-8

NPPV 使用下でのインターバルトレーニングが有効であった重度 COPD の一症例
新潟民医連

伊藤 菜奈（理学療法士）
新潟勤労者医療協会 下越病院 リハビリテーション課
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分科会 CⅢ 15：30 〜 17：00

会場：桜島


［ 在宅医療・チーム医療・SDH（2）］

CⅢ-1

在宅酸素療法患者の退院支援から学んだ看護師の役割
北海道民医連

宮部 瑞規（看護師）
勤医協中央病院 呼吸器センター

CⅢ-2

呼吸器疾患患者の退院についての現状と課題
〜自宅退院困難な患者への退院支援〜
山形民医連

須田 慶（看護師）
鶴岡協立病院

CⅢ-3

当院呼吸器科病棟におけるせん妄ケアチームの取り組み
宮城民医連

菅原 明香里（看護師）
坂総合病院 呼吸器内科

CⅢ-4

健康診断で異常影が指摘されていたが経済的な理由から
精密検査を受ける事ができなかった事例
宮崎民医連

河野 沙貴（看護師）
宮崎生協病院 内科 外来

CⅢ-5

当院病棟の地域での役割、死亡退院患者の分析より
石川民医連

中内 義幸（医師）
石川勤労者医療協会寺井病院 内科

CⅢ-6

患者、家族を取り巻く退院支援
〜安心な暮らしを守るために〜
愛知民医連

河野 久美子（看護師）
協立総合病院 7 東病棟

CⅢ-7

小学生に対する喫煙防止教室の喫煙防止の意識への効果
大阪民医連

福島 啓（医師）
西淀病院 地域総合内科

CⅢ-8

挿管にて病理診断を得、EGFR-TKI が著効した肺腺癌の一例
鹿児島民医連

山下 義仁（医師）
国分生協病院 内科
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