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プログラム
10月12日（金）

開 会 式　9：30～ 第1会場（3階 鳳）

❖オープニングセレモニー
総合司会　佐藤　なるみ　　　勤医協中央病院 外来主任 看護師

❖実行委員長挨拶
中野　亮司　　　勤医協中央病院 副院長

❖開催県連挨拶（北海道民医連より）

記念講演　9：50～11：40 第1会場（3階 鳳）

座長：伊志嶺　篤（勤医協伏古10条クリニック 院長）

北海道 COPD コホート研究から何を学んだか？

西村　正治	 	北海道大学 名誉教授 
豊水総合メディカルクリニック／北海道呼吸器疾患研究所 所長

昼食・休憩　11：40～

ランチョンセミナー1　12：00～13：00 第1会場（3階 鳳）

座長：大沢　拓（松本協立病院 慢性呼吸器疾患看護認定看護師）

呼吸器疾患患者教育のイ・ロ・ハ 
～患者のセルフマネジメント能力を引き出すために～

大方　葉子	 勤医協中央病院 医療安全室 看護師長 慢性呼吸器疾患看護認定看護師

ランチョンセミナー2　12：00～13：00 第2会場（3階 祥雲）

座長：剱持　喜之（勤医協中央病院 内科副科長）

2018年秋、進行非小細胞肺がんに対する治療戦略

朝比奈　肇	 北海道大学病院 内科Ⅰ 助教
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分 科 会　13：10～15：50

分科会A1 気道疾患・吸入指導 A1-1～A1-9 会場：3階 祥雲

分科会A2 チーム医療 A2-1～A2-9 会場：3階 祥雲

分科会B1 呼吸管理 B1-1～B1-8 会場：3階 孔雀

分科会B2 じん肺・肺がん B2-1～B2-9 会場：3階 孔雀

分科会C1 意思決定支援 C1-1～C1-9 会場：3階 鳳

分科会C2 退院支援・在宅医療 C2-1～C2-8 会場：3階 鳳

分科会D1 呼吸リハビリテーション D1-1～D1-8 会場：23階 白樺

分科会D2 COPD のトータルマネージメント D2-1～D2-8 会場：23階 白樺

分科会E1 感染症・睡眠時無呼吸症候群 E1-1～E1-9 会場：24階 白楊

分科会E2 症例報告 E2-1～E2-8 会場：24階 白楊

市民公開シンポジウム　16：00～17：30 第1会場（3階 鳳）

司会：中野　亮司（勤医協中央病院 副院長）

石綿関連呼吸器疾患について 
～さらなる取り組みを進めよう

 日本の原発性肺癌患者の潜在的なアスベスト曝露 
全日本民医連アスベスト多施設調査より
田村　昭彦	 九州社会医学研究所 所長

 石綿による健康被害者救済の現状と石綿関連訴訟の到達点
長野　順一	 北海道合同法律事務所 弁護士

 石綿（アスベスト）労災認定の概要と当院の状況
小川　浩司	 勤医協中央病院 医事1課係長

 NPO法人いの健北海道センターにおけるアスベスト患者支援の取り組み
細川　誉至雄	 働く人びとのいのちと健康をまもる北海道センター 理事長

代表者会議　17：40～18：00 （23階 桂）

懇親会受付開始　18：00～ 第1会場（3階 鳳）

懇 親 会　18：30～20：30 第1会場（3階 鳳）
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学習講演　9：00～10：20 第1会場（3階 鳳）

座長：福原　正憲（勤医協中央病院 内科医長）

呼吸器疾患の在宅診療と終末期医療

児玉　佳之	 医療法人社団佳生会 こだま在宅内科緩和ケアクリニック 院長

ミニシンポジウム　10：30～11：30 第1会場（3階 鳳）

コーディネーター：中野　亮司（勤医協中央病院 副院長）

呼吸器疾患における地域連携

 在宅医療における呼吸器疾患の診療の実際
西川　就	 医療法人訪友会 さっぽろ在宅医療クリニック 院長

 継続看護からみえてきたこと 
～在宅生活を見越した退院支援の重要性～
降旗　志織	 松本協立病院 看護部

 在宅における呼吸リハビリテーションの現状と課題
伴　正博	 	社会福祉法人 札幌東勤労者医療福祉協会 

勤医協札幌ひがし訪問看護ステーション 理学療法士 副センター長

 患者さんの呼吸器の状況にあわせての在宅調整において心がけるポイント
古田　陽介	 勤医協中央病院 ソーシャルワーカー 医療福祉課 課長

閉会式・座長賞発表・表彰　11：40～12：30 第1会場（3階 鳳）

❖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

中野　亮司　　　　勤医協中央病院 副院長

10月13日（土）
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分科会 プログラム
10月12日（金）

分科会A1　13：10～15：50 （3階 祥雲）

［ 気道疾患・吸入指導 ］	 座長：畑　伸弘（和歌山生協病院 医師）　　	
福原　正憲（勤医協中央病院 医師）

A1-1 立川圏域におけるCOPD認知度調査結果と今後の課題
東京民医連	 小鳥　友見（看護師）

立川相互病院 5階東病棟

A1-2 呼気一酸化窒素検査の導入から一年の総括
北海道民医連	 袰地　啓太（臨床検査技師）

勤医協中央病院 生理検査科

A1-3 当院の呼吸器疾患患者へのモストグラフ検査について
熊本民医連	 渡邉　允（看護師）

くわみず病院

A1-4 重症喘息における生物学的製剤治療の当院での使用経験
和歌山民医連	 畑　伸弘（医師）

和歌山生協病院 内科

A1-5 重症喘息におけるメポリズマブのステロイド減量効果の検討
東京民医連	 高野　智子（医師）

大田病院 呼吸器内科

A1-6 ベストを目指す合剤吸入療法の試み　―アンケート調査から―
石川民医連	 清水　巍（医師）

城北病院 内科

A1-7 薬局と連携しての吸入指導　～お薬手帳を利用して～
福井民医連	 松村　直美（看護師）

光陽生協クリニック

A1-8 Aクリニックにおける吸入手技チェックから見えてきた療養指導の課題
北海道民医連	 今野　沙緒理（看護師）

勤医協伏古10条クリニック

A1-9 薬剤師による吸入手技の統一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
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分科会A2　13：10～15：50 （3階 祥雲）

［ チーム医療 ］	 座長：大方　葉子（勤医協中央病院 看護師）	
島田　聖也（岡山協立病院 看護師）  

A2-1 HOTふれあいの会からみえたこと 
～外来でできるフレイル予防について～

東京民医連	 飯浜　由美（看護師）
立川相互ふれあいクリニック 内科外来

A2-2 HOTレクだよ★全員集合！ 
～呼吸器疾患患者会の取り組み報告～

大阪民医連	 塚本　ゆうこ（看護師）
淀川勤労者厚生協会 西淀病院

A2-3 在宅酸素療法を行っている患者の交流会を開催して
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

A2-4 呼吸ケアチーム（RST）立ち上げと今後の課題
岡山民医連	 高木　美穂（看護師）

総合病院 水島協同病院 呼吸ケアチーム

A2-5 中小規模病院でのRST活動報告、今後の展望や課題について
和歌山民医連	 林　将斗（理学療法士）

和歌山生協病院 リハビリテーション課

A2-6 当院呼吸サポートチームのこれまでとこれから
長野民医連	 岡田　真賢（看護師）

長野中央病院

A2-7 オキシマスク導入に向けた病棟リンクナースの活動報告
長野民医連	 小林　佳奈（看護師）

長野医療生活協同組合 長野中央病院 整形外科 循環器内科

A2-8 当院呼吸器科におけるせん妄ケアチーム立ち上げとその取り組み
宮城民医連	 小嶋　絢子（看護師）

坂総合病院 呼吸器内科

A2-9 所属部署における慢性呼吸器疾患看護認定看護師の役割
岡山民医連	 島田　聖也（看護師）

岡山協立病院 呼吸器内科、一般外科混合病棟
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分科会B1　13：10～15：50 （3階 孔雀）

［ 呼吸管理 ］	 座長：髙橋　牧郎（鶴岡協立病院 医師）	
小林　千穂（下越病院 看護師）  

B1-1 当院における高流量鼻カニュラ酸素療法の検討
広島民医連	 久保田　洋平（医師）

広島医療生活協同組合 広島共立病院 内科

B1-2 当診療所での在宅人工呼吸管理の経験
長野民医連	 松澤　伸洋（医師）

上田生協診療所 内科

B1-3 NPPVマニュアル導入後の評価
福岡・佐賀民医連	 長澤　優（看護師）

福岡医療団千鳥橋病院 救急センター

B1-4 人工呼吸管理の離脱困難症例を考察する
新潟民医連	 小林　千穂（看護師）

新潟勤労者医療協会 下越病院 看護部

B1-5 病棟内の呼吸器機器の理解と学習 
～苦手意識克服に向けての取り組み

大阪民医連	 尾崎　涼介（看護師）
医療法人同仁会耳原総合病院 内科 12階病棟

B1-6 当病棟におけるHOT指導の現状と課題について 
～スタッフが統一した指導を行うためには～

東京民医連	 大原　裕香（看護師）
立川相互病院 5東病棟呼吸器内科

B1-7 当院における酸素流量計の点検結果報告
山形民医連	 髙橋　牧郎（医師）

鶴岡協立病院 内科

B1-8 人工呼吸器の使用環境をカスタマイズしてみた
長野民医連	 前田　萌々子（臨床工学技士）

長野中央病院 臨床工学科
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分科会B2　13：10～15：50 （3階 孔雀）

［ じん肺・肺がん ］	 座長：伊志嶺　篤（勤医協伏古10条クリニック 医師）	
道端　達也（玉島協同病院 医師）             

B2-1 続発性気管支炎合併じん肺患者における呼吸機能の経年変化に関する検討
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

B2-2 当院におけるじん肺石綿健診の取り組み
北海道民医連	 菊地　憲孝（医師）

勤医協苫小牧病院 内科

B2-3 アスベスト相談事例に対する窓口対応での事務職の役割と課題 
―最近の事例を通じて―

北海道民医連	 本村　麻衣美（事務）
勤医協札幌病院 医事課

B2-4 石綿関連肺癌52例の検討　～労災申請の観点から
北海道民医連	 剱持　喜之（医師）

勤医協中央病院 呼吸器内科

B2-5 当院におけるじん肺、石綿健康管理手帳による検診、10年間の成績 
―肺癌発見例を中心に―

東京民医連	 川村　光夫（医師）
東京勤医会東葛病院 呼吸器科

B2-6 水島協同病院および玉島協同病院のじん肺患者における悪性新生物合併の実態 
―記述疫学―

岡山民医連	 道端　達也（医師）
玉島協同病院

B2-7 肺癌切除例からみた石綿関連肺癌の発生頻度と臨床像 
―認定症例を対象として―

北海道民医連	 細川　誉至雄（医師）
勤医協札幌病院 外科

B2-8 原発性肺癌Ⅰ期症例発見の胸部 X線とCTの果たす役割の検討
東京民医連	 木村　文平（医師）

立川相互病院 呼吸器外科

B2-9 当院における気管支内視鏡検査の実態
東京民医連	 安東　沙和（医師）

立川相互病院 呼吸器科
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分科会C1　13：10～15：50 （3階 鳳）

［ 意思決定支援 ］	 座長：浜谷　綾子（勤医協中央病院 看護師）                　　	
津野　美佐子（勤医協札幌北区ポプラクリニック 看護師）

C1-1 筋萎縮性側索硬化症（ALS）患者の看護支援についての気づき
新潟民医連	 阿部　貴宏（看護師）

新潟勤労者医療協会 下越病院 看護部

C1-2 高齢な呼吸器疾患2症例における食支援に重要な倫理
愛知民医連	 近藤　奈美（看護師）

みなと医療生活協同組合 協立総合病院

C1-3 間質性肺炎患者の速やかな苦痛緩和のため看護師に求められる役割
東京民医連	 野田　匡晃（看護師）

立川相互病院

C1-4 急性期病棟での呼吸困難の評価法の検討と非薬物療法の効果
大阪民医連	 小川　菜摘（看護師）

西淀病院

C1-5 人工呼吸器装着に関する意思決定支援を目指した取り組みの再検証
福岡・佐賀民医連	 森　美帆（看護師）

公益社団法人 福岡医療団 千鳥橋病院

C1-6 医療依存度が高く家族関係が複雑な終末期患者の外出支援からの学び
長野民医連	 倉繁　貴文（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

C1-7 ギアチェンジ期における意思決定が困難な肺がん患者家族の心理
北海道民医連	 村井　希（看護師）

勤医協中央病院 呼吸器センター

C1-8 進行がん患者が子供に病気を伝える時 
～終末期患者　家族への外来看護のアプローチ～

北海道民医連	 佐藤　なるみ（看護師）
勤医協中央病院 内科外来

C1-9 呼吸器疾患の終末期ケアを振り返って 
～アンケート調査を行って見えてきた事～

鹿児島民医連	 加納　光津希（看護師）
鹿児島生協病院
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分科会C2　13：10～15：50 （3階 鳳）

［ 退院支援・在宅医療 ］	 座長：黒澤　理穂（勤医協伏古10条クリニック 看護師）	
大澤　拓（松本協立病院 看護師）             　　

C2-1 COPD終末期患者の「家へ帰りたい」思いに寄り添うための倫理的課題
新潟民医連	 渡部　亜有美（看護師）

新潟勤労者医療協会 下越病院 看護部

C2-2 ネーザルハイフロー（HFNC）の在宅導入課題 
～1症例の経験を通して～

長野民医連	 三浦　一望（理学療法士）
松本協立病院 リハビリテーション科

C2-3 カフ上部持続吸引を導入して自宅退院した高齢気切患者の報告
京都民医連	 堀江　晃（看護師）

京都民医連中央病院 看護部

C2-4 非侵襲的人工呼吸器を装着し在宅退院を目指した患者への指導を通して学んだこと
山形民医連	 皆川　萌（看護師）

鶴岡協立病院 

C2-5 COPD・喘息増悪で入院を繰り返す患者と家族への在宅支援について 
～自宅療養困難と考えられたケースで自宅療養を実現するために～

東京民医連	 中澤　楓（看護師）
大田病院 呼吸器科

C2-6 当院での多職種連携システム（Vital LinkⓇ）の活用事例
長野民医連	 大澤　拓（看護師）

松本協立病院 看護部

C2-7 「地元に帰りたい」　～薬剤性間質性肺炎患者の1,200 ㎞移動に同伴して～
鹿児島民医連	 前田　大樹（看護師）

国分生協病院 4階病棟

C2-8 患者の思いに寄り添い短期退院を実現した症例を振り返って
鹿児島民医連	 安田　あゆみ（看護師）

国分生協病院 5階病棟
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分科会D1　13：10～15：50 （23階 白樺）

［ 呼吸リハビリテーション ］	 座長：剱持　喜之（勤医協中央病院 医師）      	
志貴　知彰（勤医協中央病院 理学療法士）

D1-1 間質性肺炎患者への早期離床に向けた取り組み
鹿児島民医連	 林　実咲（看護師）

鹿児島生協病院 集中治療病床 

D1-2 誤嚥性肺炎患者のマウスケアの必要性 
～口腔内環境改善に向けた意識改革～

福岡・佐賀民医連	 中村　愛里（看護師）
千鳥橋病院 東3病棟

D1-3 当院における『呼吸器グループ』の取り組みと今後の課題について
北海道民医連	 君島　菜実絵（理学療法士）

オホーツク勤医協北見病院 リハビリテーション科

D1-4 在宅復帰を目指す呼吸器疾患患者との関わり 
～認知症を呈した症例を通して～

長野民医連	 赤津　尚樹（作業療法士）
松本協立病院

D1-5 認知機能評価より理学療法介入方法を検討した外来呼吸リハビリテーションでの一症例
京都民医連	 藤岡　源太（理学療法士）

京都民医連 第二中央病院

D1-6 外来呼吸器リハビリテーションの検討
三重民医連	 宮﨑　智徳（医師）

津生協病院附属診療所 

D1-7 左肺全摘患者に対し、訪問リハビリの介入により生活活動範囲が拡大した1症例
北海道民医連	 志貴　知彰（理学療法士）

勤医協中央病院 リハビリテーション部

D1-8 フライングディスク競技における心理面への影響
岡山民医連	 種村　留実（理学療法士）

水島協同病院 リハビリテーション科
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分科会D2　13：10～15：50 （23階 白樺）

［ COPD のトータルマネージメント ］	 座長：角銅　しおり（千鳥橋病院 医師）　　　　　　	
湯野　健一（勤医協中央病院 理学療法士）

D2-1 人工呼吸器装着患者さま早期リハビリ介入から ADL拡大を目指して
鹿児島民医連	 大村　明日香（理学療法士）

国分生協病院 リハビリ部

D2-2 当院のCOPD患者に対するリハビリテーションの現状と課題
東京民医連	 菊池　慶樹（理学療法士）

立川相互病院 リハビリテーション科

D2-3 COPD患者への呼吸困難感に対する PTアプローチ
北海道民医連	 八日市　笑子（理学療法士）

勤医協中央病院 リハビリテーション科

D2-4 歩数記録帳を用いたことによりセルフマネジメント力の向上に繋がった 
COPDの一症例

新潟民医連	 大嶋　春乃（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

D2-5 COPD患者の栄養管理を経験して 
～管理栄養士の役割を考える～

北海道民医連	 山本　智香（管理栄養士）
勤医協中央病院 栄養科

D2-6 当院における超高齢者呼吸器疾患のまとめ
福岡・佐賀民医連	 角銅　しおり（医師）

千鳥橋病院 内科

D2-7 豪雨災害の医療支援と呼吸器疾患
岡山民医連	 政岡　幸樹（医師）

総合病院水島協同病院 医師臨床研修センター

D2-8 肺炎球菌ワクチン接種率の向上を目指して 
～呼吸器外来通院患者に対するアンケートを通して～

北海道民医連	 福原　正憲（医師）
勤医協中央病院 呼吸器内科
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分科会E1　13：10～15：50 （24階 白楊）

［ 感染症・睡眠時無呼吸症候群 ］	 座長：加藤　冠（大泉生協病院 医師）    　　	
菊地　憲孝（勤医協苫小牧病院 医師）

E1-1 当院における簡易 PSG検査実施後の経過分析
宮崎民医連	 永友　英之（医師）

宮崎生協病院 内科

E1-2 当院で睡眠ポリグラフ PSG検査で新たに診断された重症閉塞性睡眠時無呼吸症の 
臨床的検討

東京民医連	 草島　健二（医師）
立川相互病院 呼吸器内科

E1-3 当院でのCPAP外来の現状と遠隔モニタリングへの取り組み
新潟民医連	 明田川　清香（臨床工学技士）

新潟勤労者医療協会 下越病院

E1-4 当院における輸入結核症例の報告
宮城民医連	 小西　一央（医師）

坂総合病院

E1-5 当院における抗酸菌感染の診療実態と課題
東京民医連	 加藤　冠（医師）

大泉生協病院

E1-6 上、下気道感染で鼻汁、喀痰培養が陽性で、 
グラム染色で起炎菌が推測できなかった症例の検討

宮城	 佐々木　泰夫（医師）
ささき内科・呼吸器科クリニック

E1-7 当院における市中肺炎症例の臨床像と SOFAスコアについての検討
北海道民医連	 中野　亮司（医師）

勤医協中央病院 呼吸器センター

E1-8 脾臓低形成患者に発症したワクチン非含有血清型肺炎球菌による 
感染性電撃性紫斑病の一剖検例

鹿児島民医連	 山口　浩樹（医師）
鹿児島生協病院

E1-9 インフルエンザ後に急性増悪した S. pyogenesによる肺炎・膿胸の一例
鹿児島民医連	 山口　浩樹（医師）

鹿児島生協病院
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分科会E2　13：10～15：50 （24階 白楊）

［ 症例報告 ］	 座長：箕輪　一文（谷山生協クリニック 医師）	
山下　義仁（国分生協病院 医師）      

E2-1 緑色連鎖球菌（Streptococcus parasanguinis）による肺膿瘍の2例
鹿児島民医連	 山下　義仁（医師）

国分生協病院 内科

E2-2 Actinomyces turicensisによる透析患者の肺孤立結節影
東京民医連	 常見　安史（医師）

大田病院

E2-3 胸水貯留で診断された腹膜透析患者の横隔膜交通症の3例
鹿児島民医連	 吉留　正次（医師）

鹿児島生協病院 内科

E2-4 Endobronchial Watanabe Spigot（EWS）気管支充填術が奏功した 
高齢難治性気胸の1例

鹿児島民医連	 平元　良英（医師）
鹿児島生協病院 内科

E2-5 初診時に気胸と診断された特発性食道破裂の一例
東京民医連	 中島　拓也（医師）

立川相互病院 呼吸器外科

E2-6 前立腺癌に対するホルモン療法中に薬剤性間質性肺炎を合併した1剖検例
鹿児島民医連	 福嶋　崇志（医師）

総合病院 鹿児島生協病院 内科

E2-7 癌性心膜炎、癌性髄膜炎に対し集学的治療が奏功した 
EGFR遺伝子変異陽性のⅣ期原発性肺腺癌の1例

鹿児島民医連	 蓑輪　一文（医師）
谷山生協クリニック

E2-8 局所麻酔下胸腔鏡および胸腔鏡挿入部胸膜全層生検により診断した 
上皮型中皮腫の1例

宮城民医連	 佐藤　幸佑（医師）
坂総合病院 呼吸器科


