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プログラム
11月1日（金）

受付開始　13：30～　（1階 ホワイエ）

開 会 式　14：00～ 第1会場（1階 ピノノアール）

❖オープニング	 総合司会　石井 ひづる　勤医協中央病院 看護師

❖実行委員長あいさつ	 奥山 道記　勤医協中央病院 心臓血管センター長

❖開催県連あいさつ	 北海道民医連会長からのメッセージ

❖世話人会代表あいさつ	 鈴木 隆司　勤医協中央病院 院長

❖	第36回懇話会のテーマ	
「民医連循環器3.0	～未来に向かってバージョンアップ～」

  第36回全日本民医連循環器懇話会 in北海道 実行委員長 

奥山 道記　　勤医協中央病院 心臓血管センター長

特別講演　14：30～15：45 第1会場（1階 ピノノアール）

座長：奥山 道記（勤医協中央病院 心臓血管センター長）

健康医療 IoT社会の実現のための非侵襲センシング

三林 浩二	 国立大学法人東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 教授

休　　憩　15：45～16：00

シンポジウム　16：00～17：45 第1会場（1階 ピノノアール）

超少子高齢社会における民医連循環器医療のアプローチ

医  師： 中野 治      鹿児島・国分生協病院 診療部長
ソーシャルワーカー： 古田 陽介    北海道・勤医協中央病院 事務次長
理学療法士： 橋本 司      山梨・甲府共立病院
看  護  師：  井原 ひとみ  島根・松江生協病院
医  師： 川口 篤也    北海道・函館稜北病院 副院長
コーディネーター：  内藤 貴之    あおもり協立病院 医長 

郡司 尚玲    	勤医協中央病院 医長 
（第36回全日本民医連循環器懇話会 in北海道 副実行委員長）
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休憩・移動・チェックイン　17：45～18：30

交流会受付開始　18：00～ （1階 メルロ）

交 流 会　18：30～20：30 （1階 メルロ）

進行  	大江 勇太郎  勤医協中央病院 医師 

小原 愛      勤医協中央病院 看護師
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11月2日（土）

受付開始　8：30～　（各会場）

分 科 会　9：00～11：45

分科会A1 心不全・緩和 A1-01～A1-07 第1会場（1階 ピノノアール）

分科会A2 心不全・緩和 A2-08～A2-15 第1会場（1階 ピノノアール）

分科会B1 患者指導・チーム医療 B1-01～B1-07 第2会場（1階 メルロ）

分科会B2 患者指導・チーム医療 B2-08～B2-14 第2会場（1階 メルロ）

分科会C1 不整脈関連+エコー C1-01～C1-07 第3会場（3階 ピオーネ）

分科会C2 不整脈関連+エコー C2-08～C2-14 第3会場（3階 ピオーネ）

分科会D1 リハ D1-01～D1-07 第4会場（3階 リースリング）

分科会D2 リハ D2-08～D2-15 第4会場（3階 リースリング）

分科会E1 虚血 E1-01～E1-07 第5会場（3階 マスカット A）

分科会E2 虚血 E2-08～E2-14 第5会場（3階 マスカット A）

分科会 F1 カテ関連・その他 F1-01～ F1-08 第6会場（3階 マスカット B）

分科会 F2 カテ関連・その他 F2-09～ F2-15 第6会場（3階 マスカット B）

休憩・移動　11：45～12：00

閉会式・優秀演題の発表・表彰　12：00～12：30 第1会場（1階 ピノノアール）

総合司会：石井 ひづる（勤医協中央病院 看護師）

❖優秀演題の発表・表彰	 プレゼンター：�鈴木 隆司	
全日本民医連循環器懇話会 世話人代表 
勤医協中央病院 院長

❖次回開催県連からのあいさつ

❖閉会のあいさつ	 	第36回全日本民医連循環器懇話会 in北海道　実行委員長�
奥山 道記　勤医協中央病院　心臓血管センター長
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分科会 プログラム
11月2日（土）

分科会A1　9：00～11：45 第1会場（1階 ピノノアール）

［	心不全・緩和	］	 座長：川畑 恵（勤医協中央病院）  	
鈴木 康崇（勤医協中央病院）

A1-01 循環器疾患に潜むCOPD 
～キーワードは心肺連関～

福岡・佐賀民医連	 豊田 文俊（医師）
千鳥橋病院

A1-02 心不全患者の最大酸素摂取量は推算糸球体濾過量に相関する
長野民医連	 須永 義弘（理学療法士）

松本協立病院

A1-03 心疾患を合併した糖尿病患者の糖尿病性腎症の病期進行に関する実態調査
沖縄民医連	 赤嶺 勝（看護師）

協同にじクリニック

A1-04 心不全入院患者の経口利尿薬に関する実態調査
沖縄民医連	 澤紙 秀太（医師）

沖縄協同病院

A1-05 トルバプタン導入後の使用状況調査
大阪民医連	 村田 衣梨（薬剤師）

耳原総合病院

A1-06 当院心不全患者における服薬数と服用回数の現状調査
沖縄民医連	 平識 ゆき（薬剤師）

沖縄協同病院

A1-07 慢性心不全患者の内服自己中断が一因で再入院となってしまった一例
群馬民医連	 町田 恵美（薬剤師）

利根中央病院
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分科会A2　9：00～11：45 第1会場（1階 ピノノアール）

［	心不全・緩和	］	 座長：澤紙 秀太（沖縄協同病院）	
豊田 文俊（千鳥橋病院）  

A2-08 アドバンスケアプランニングに対する取り組み　 
～心臓リハビリ通院患者に対して～

沖縄民医連	 山城 智恵子（看護師）
沖縄協同病院

A2-09 心不全患者・家族のライフストーリーからナラティブに意思決定支援について考える
沖縄民医連	 山城 美香（看護師）

沖縄協同病院

A2-10 末期心不全の緩和ケアを考える　 
～ ACP導入後の患者・家族のケアを通して～

鹿児島民医連	 吉松 桃香（看護師）
鹿児島生協病院

A2-11 当院における心不全緩和ケアの現状と今後の課題
千葉民医連	 佃 陽子（看護師）

船橋二和病院

A2-12 心不全終末期患者における緩和ケア病棟の役割
北海道民医連	 川畑 恵（医師）

勤医協中央病院

A2-13 終末期である A氏を「最期まで見送ってあげたい」という家族の思い
東京民医連	 小野里 将江（看護師）

東葛病院

A2-14 終末期ケアを心不全チームで考える� ※シンポジウムにて発表 
～デスカンファレンスで振り返る～

島根民医連	 井原 ひとみ（看護師）
松江生協病院

A2-15 地方一般病院における心不全入院患者の実態� ※シンポジウムにて発表 
―社会的背景に着目した登録研究

島根民医連	 中野 治（医師）
国分生協病院
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分科会B1　9：00～11：45 第2会場（1階 メルロ）

［	患者指導・チーム医療	］	 座長：鈴木 隆司（勤医協中央病院）  	
石井 ひづる（勤医協中央病院）

B1-01 心不全の状態把握と情報利用に関するアンケート調査報告 
～Nohria-Stevensonを使いこなせるか？～

鹿児島民医連	 中野 治（医師）
国分生協病院

B1-02 心不全実態調査を通して見えてきたもの 
～心不全再発予防に向けた取り組み～

沖縄民医連	 呉屋 美咲（看護師）
沖縄協同病院

B1-03 有効な心不全手帳の活用を目指して 
～セルフモニタリングの重要性～

福岡・佐賀民医連	 村上 茉友香（看護師）
千鳥橋病院

B1-04 心不全指導の方法を考えてみる 
～在宅調査を行なって～

大阪民医連	 平田 陽奈（看護師）
耳原総合病院

B1-05 栄養指導の充実に向けて
大阪民医連	 梁 晶子（管理栄養士）

耳原総合病院

B1-06 心不全アナム聴取における管理栄養士の取り組みとその改善にむけて
北海道民医連	 桑原 佳恵（管理栄養士）

勤医協中央病院

B1-07 心不全患者の再入院とその生活背景
福岡・佐賀民医連	 明時 洸佑（看護師）

健和会大手町病院

分科会B2　9：00～11：45 第2会場（1階 メルロ）

［	患者指導・チーム医療	］	 座長：吉村 喬樹（勤医協中央病院）  	
大江 勇太郎（勤医協中央病院）

B2-08 抑うつを合併した心不全患者に対する看護 
～頑張る力のために～

島根民医連	 西河内 美希（看護師）
松江生協病院
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B2-09 慢性心不全で入退院を繰り返す患者への療養支援
北海道民医連	 田中 尚子（看護師）

勤医協中央病院

B2-10 入退院を繰り返す心不全患者との関わり
福岡・佐賀民医連	 近藤 誠（看護師）

健和会大手町病院

B2-11 腎不全を合併した心不全入院を繰り返す患者へ透析導入までの 
チームアプローチに難渋した症例

大阪民医連	 西野 遼太（理学療法士）
耳原総合病院

B2-12 多職種協働での心不全チームの活動
福岡・佐賀民医連	 佐々木 拓也（医師）

千鳥橋病院

B2-13 下肢虚血患者の退院時指導の効果
北海道民医連	 石井 ひづる（看護師）

勤医協中央病院

B2-14 足趾切断術前の認知症患者へのチームアプローチ
北海道民医連	 安藤 千晶（看護師）

勤医協中央病院

分科会C1　9：00～11：45 第3会場（3階 ピオーネ）

［	不整脈関連+エコー	］	 座長：上原 拓樹（勤医協中央病院）	
柿崎 正詞（勤医協中央病院）

C1-01 当院における心房細動アブレーション治療導入に向けての取り組み
山梨民医連	 奥平 千世子（看護師）

甲府共立病院

C1-02 アブレーションパスの作成　～よりよい看護の提供を目指して～
福岡・佐賀民医連	 小城 麻美（保健師）

千鳥橋病院

C1-03 カテーテルアブレーション術後患者へのパンフレットを用いた退院指導
島根民医連	 山本 真衣（看護師）

松江生協病院

C1-04 国分生協病院でのペースメーカー・不整脈デバイス管理の歩みと今後の課題
鹿児島民医連	 松田 直子（看護師）

国分生協病院
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C1-05 当院における心臓植込型デバイス遠隔モニタリングデータ電子化への取り組み
長野県民医連	 大野 寛司（事務）

健和会病院

C1-06 当院における遠隔モニタリング運用について
大阪民医連	 林 直輝（臨床工学技士）

耳原総合病院

C1-07 植込み型心臓モニタによる失神の精査によって徐脈性不整脈を検出できた1例
北海道民医連	 高橋 優介（臨床工学技士）

勤医協中央病院

分科会C2　9：00～11：45 第3会場（3階 ピオーネ）

［	不整脈関連+エコー	］	 座長：郡司 尚玲（勤医協中央病院） 	
奥平 知世子（甲府共立病院）

C2-08 院内にてCPAとなった Brugada症候群の1例
大阪民医連	 飯田 和貴（医師）

耳原総合病院

C2-09 徐脈依存性 LQTSに苦痛を伴い、Torsades de Pointesを来した高齢女性 
―看取りの方針から、緩和治療を契機に改善へと繋がった1症例―

群馬民医連	 小林 祐介（看護師）
利根中央病院

C2-10 退院した患者を救えるのか～あなたに生きていてほしい～
大阪民医連	 田中 理沙（看護師）

耳原総合病院

C2-11 心臓CTにて発見された左心耳血栓
鹿児島民医連	 德満 美帆（放射線技師）

鹿児島生協病院

C2-12 セクタ型プローブにおけるカラードプラ法と赤血球数の相関の有無についての検討
北海道民医連	 清水 雄介（臨床検査技師）

勤医協中央病院

C2-13 トラスツマブ投与患者における心エコー検査のまとめ
北海道民医連	 西野 有香（検査技師）

勤医協中央病院

C2-14 川崎病による冠動脈瘤形成を通して考えさせられた超音波検査のピットホール
鹿児島民医連	 鮎川 佳生（臨床検査技師）

鹿児島生協病院
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分科会D1　9：00～11：45 第4会場（3階 リースリング）

［	リハ	］	 座長：平田 雅子（鳥取生協病院）    	
石島 めぐみ（勤医協中央病院）

D1-01 認知機能検査に伴い不整脈が出現した外来心不全症例を経験して　 
～認知機能検査実施時のリスク管理の必要性～

新潟民医連	 五十嵐 徹（作業療法士）
下越病院

D1-02 外来心リハ患者の口腔内実態調査
群馬民医連	 髙橋 佐知子（歯科衛生士）

利根中央病院

D1-03 外来心臓リハビリテーション利用患者における栄養障害と身体機能評価
福岡民医連	 土田 沙夕（理学療法士）

千鳥橋病院

D1-04 病棟看護師による心臓リハビリテーション拡大への取り組み
群馬民医連	 柴崎 芳光（看護師）

利根中央病院

D1-05 心臓リハビリテーションの標準化を目指した評価表の作成
福岡・佐賀民医連	 末武 佑一（理学療法士）

米の山病院

D1-06 集団心臓リハビリテーションを実施した高齢心不全患者における 
腎機能障害が歩行自立度へ及ぼす影響

福岡・佐賀民医連	 中西 雄紀（理学療法士）
健和会大手町病院

D1-07 当院心臓リハビリテーション外来の現状と課題
山梨民医連	 前嶋 康路（理学療法士）

甲府共立病院

分科会D2　9：00～11：45 第4会場（3階 リースリング）

［	リハ	］	 座長：佐宗 真由美（甲府共立病院）	
橋本 司（甲府共立病院）    

D2-08 疾病管理に関心が無いにも関わらず外来心臓リハビリテーションを 
長期継続できた心筋梗塞の1症例

福岡・佐賀民医連	 松本 稜（理学療法士）
千鳥橋病院
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D2-09 拡張型心筋症と塵肺 +COPD患者の心不全増悪による再入院予防に向けた 
アプローチの報告

長野民医連	 宮坂 和幸（理学療法士）
松本協立病院

D2-10 自営業復帰を目指した心筋梗塞の症例
青森民医連	 清野 恭平（作業療法士）

あおもり協立病院

D2-11 末期心不全患者に対する作業療法の関わり
北海道民医連	 小坂部 圭二（作業療法士）

勤医協中央病院

D2-12 ABC認知症スケールを使用した作業療法士の一経験 
～慢性心不全患者を通して～

新潟民医連	 田村 梨紗（作業療法士）
下越病院

D2-13 社会的困難さを背景に持つ40代の拡張型心筋症患者への 
心臓リハビリテーションの取り組み

鳥取民医連	 平田 雅子（医師）
鳥取生協病院

D2-14 心臓手術後の高齢維持透析患者に対する終末期心臓リハビリテーションの一例
千葉民医連	 関口 紗千（医師）

船橋二和病院

D2-15 心リハ外来患者会活動『リ・スマイル』班参加の有無と� ※シンポジウムにて発表 
心臓リハビリテーション継続率について

山梨民医連	 橋本 司（理学療法士）
甲府共立病院

分科会E1　9：00～11：45 第5会場（3階 マスカット A）

［	虚　血	］	 座長：鈴鹿 裕城（耳原総合病院） 	
阿部 孝（勤医協中央病院） 

E1-01 EES留置5年後に PSSを伴う VLSTを発症した病変に対し、 
PCIを試みた結果、経時的に瘤状の構造物を形成した1例

福岡・佐賀民医連	 真鍋 徹也（臨床工学技士）
千鳥橋病院 

E1-02 RFRによる虚血診断の評価
山梨民医連	 深澤 宏基（臨床工学技士）

甲府共立病院
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E1-03 機能的心筋虚血評価を施行することの重要性
宮城民医連	 橋本 将太（臨床工学技士）

坂総合病院

E1-04 より良い ECPRを目指して
大阪民医連	 増井 亮仁（臨床工学技士）

耳原総合病院

E1-05 心臓カテーテル検査及び治療における遠位橈骨アプローチを導入して
宮城民医連	 湯田 真由美（看護師）

坂総合病院

E1-06 心臓カテーテル時の遠位橈骨動脈穿刺についての比較調査
山梨民医連	 井上 良（看護師）

甲府共立病院

E1-07 より低侵襲を目指した心臓カテーテル検査及び治療における遠位橈骨動脈アプローチ
宮城民医連	 平澤 樹（医師）

坂総合病院

分科会E2　9：00～11：45 第5会場（3階 マスカット A）

［	虚　血	］	 座長：田場 正直（健和会大手町病院）	
濱田 一路（坂総合病院）      

E2-08 急性心筋梗塞後の左室心尖部壁在血栓に対し、DOACにて治療した症例
福岡・佐賀民医連	 京山 一樹（医師）

健和会大手町病院

E2-09 LMTの高度石灰化を伴う急性心不全患者に対し左上腕動脈から 
IABP挿入し PCIし得た1例

大阪民医連	 鈴鹿 裕城（医師）
耳原総合病院

E2-10 完全内臓逆位に対する PCIの一例
千葉民医連	 大賀 真緒（医師）

船橋二和病院

E2-11 診断に苦慮したNSTEMIの1例
福岡・佐賀民医連	 和泉 遼（医師）

健和会大手町病院
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E2-12 RCA AMIに primary PCI後、LCX入口部をDCA+DCB、LAD入口部に 
DES留置を施行した LMT分岐部病変

群馬民医連	 山口 実穂（医師）
利根中央病院

E2-13 急性心筋梗塞を発症した冠動脈拡張症の1例
鹿児島民医連	 春田 弘昭（医師）

鹿児島生協病院

E2-14 労作時失神の精査で入院し、右冠動脈狭窄を認め冠動脈形成術（PCI）を施行した一例
山梨民医連	 笹本 なごみ（医師）

甲府共立病院

分科会 F1　9：00～11：45 第6会場（3階 マスカット B）

［	カテ関連・その他	］	 座長：鈴木 健太郎（松江生協病院）	
佐藤 理恵（勤医協中央病院） 

F1-01 心筋梗塞クリニカルパス改訂への取り組み
福岡・佐賀民医連	 佐藤 真衣（看護師）

千鳥橋病院

F1-02 当院緊急カテーテル検査におけるDoor to balloon timeについて
福岡・佐賀民医連	 荒木 紀吏（看護師）

千鳥橋病院

F1-03 カテ記録電子化、簡素化への取り組み
福岡・佐賀民医連	 川口 陽子（看護師）

千鳥橋病院

F1-04 モニター心電図学習会の取り組み～スキルアップ～を目指して～
東京民医連	 髙橋 春奈（看護師）

立川相互病院

F1-05 コミュニケーション技法から検査治療における術前術後訪問の改善が必要と考えた事例 
～視聴覚障害者との関わりから学んだ事

青森民医連	 八木橋 生美（看護師）
あおもり協立病院

F1-06 カテ室における医療安全への取り組み「Final check」を始めました
大阪民医連	 森本 貴大（看護師）

耳原総合病院
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F1-07 気持ちの良い環境作り　 
～5S活動を通して～

島根民医連	 白石 理愛（看護師）
松江生協病院

F1-08 当院でのカテーテルカンファレンスの取り組みについて
島根民医連	 小草 由枝（看護師）

松江生協病院

分科会 F2　9：00～11：45 第6会場（3階 マスカット B）

［	カテ関連・その他	］	 座長：奥山 道記（勤医協中央病院）	
今野 大輔（勤医協中央病院）

F2-09 水晶体防護してますか？
山梨民医連	 萩原 裕（診療放射線技師）

甲府共立病院

F2-10 プロテクターの管理方法
山梨民医連	 河西 佑樹（放射線技師）

甲府共立病院

F2-11 カテ室新装置における新機能CBCTの使用報告
北海道民医連	 脇坂 謙一郎（診療放射線技師）

勤医協中央病院

F2-12 当院の透析患者に対する冠動脈CT検査の調査
大阪民医連	 前田 純（放射線技師）

耳原総合病院

F2-13 初期研修医のよりスムーズな「On The Job Training」を可能にする取り組みの報告
島根民医連	 間口 大公（医師）

松江生協病院

F2-14 たこつぼ型心筋症に心タンポナーデを合併した一症例
大阪民医連	 鷲見 宗一郎（医師）

耳原総合病院

F2-15 重度大動脈弁狭窄症患にに対するバルーン形成術を施行した3症例の検討および 
当院初の施行にいたるまでの経過報告

島根民医連	 鈴木 健太郎（医師）
松江生協病院


