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会長挨拶 

第 8回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 

九州・沖縄支部学術集会 

会長 川山智隆 

（久留米大学医学部 内科学講座 呼吸器・神経・膠原病内科部門） 

 

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会九州・沖縄支部学術集会を久留米の地で開催できることをう

れしく思っておりますが、完全web開催になったこと申し訳なく、また残念でなりません。開催に際しま

してご支援を賜りました九州・沖縄支部理事長をはじめ多くの学会員および代議員の皆さま、さらに

関係者やスタッフに御礼申し上げます。 

 

 2019 年年末から 2021 年にかけまして猛威を振るいました新型コロナウイルス（COVID-19）感染

症の対応にあたられました医療スタッフの皆さまには敬意を表します。一方で、感染された方にはご

自愛いただき、感染で命を落とされた方にご冥福をお祈り申し上げます。 

 

 本学会では、エビデンスに基づいた医療と言うよりは、エビデンスから外れた患者あるいは場面で、

どのように攻めて医療を遂行していくかを参加された皆さまと討論出来たらと企画させていただきまし

た。“Challenge the future respiratory care and rehabilitation”の精神です。コロナ禍の中でも呼吸ケ

アやリハビリテーションに対する学術的向上心を忘れずに少しでも前進できたらと考えております。 

 さて基調講演では、これもチャレンジングな話題ですが、われわれがいつでも宇宙に行けることを想

定した夢のような現実の話を、JAXA や NASA との共同研究で有名な久留米大学医学部整形外科

教授志波直人先生にご講演頂く予定です。教育講演として、鹿児島大学の井上博雅教授から GINA

あるいはガイドラインからのお立場で、今後の asthma-COPD overlap（ACO）はどのような取り扱いに

なるのかをお話しいただき、ワークショップとして、認知症の問題を取り上げました。呼吸器の領域でも

高齢者のみならず、認知機能低下併存例へのアプローチを多職種で各エキスパートに介入のコツを

伝授していただこうと考えております。シンポジウムとしては、エビデンスに捉われない各分野のリハビ

リテーションの実際を討論したいと思っています。さらには当学会では初の試みで男女共同参画企画

を掲載しました。コロナで若手の講演機会が失われている中、13 演題もの一般演題をいただきまし

た。その他、共催セミナーや共催メーカーからもスライドをいただき、多方面から学習できるような内

容にしています。 

 

 本会が、本日ご出席いただいた皆様の日ごろに診療にお役立ちできる一助となれたら幸いに存じま

す。それでは、新しい形の学会がみなさまに受け入れられることを祈念して、わたくしの挨拶に代えさ

せていただきます。 

  



3 

 

ご案内 

Web視聴登録期間 2021年 3 月 1 日正午（月曜日）～3 月 26 日正午（金曜日）  

Web視聴可能期間 2021年 3 月 1 日正午（月曜日）～3 月 26 日正午（金曜日）  WEB開催 

参加登録費 一律 500円（カード決済のみ） 

代議員会 2月 16 日（火） 18時からリモート会議 

会場内での撮影や 

録音について 

原則、撮影や録音は禁止とさせていただきます。 

単位について １）呼吸ケア指導士資格認定更新単位取得： 

出席者 10単位、発表者 10 単位 

２）3学会合同呼吸慮法認定士資格認定更新単位取得 

a. 出席：20点 

b. 呼吸療法に直接関連した演者の第一演者：20 点 

c. 呼吸療法に直接関連した演題の共同演者：10 点 

d. 講師として講義・講演した場合：30 点 

３）日本呼吸器学会呼吸器専門医資格認定更新単位取得：出席者 2単位 
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プログラム（一覧）（敬称略） 

開会挨拶 

川山智隆（久留米大学医学部内科学講座呼吸器・神経・膠原病内科）  

基調講演 

運動の効果について考える ―国際宇宙ステーション利用研究の成果から― 

演者：志波直人（久留米大学医学部整形外科学講座） 

教育講演  

「Asthma-COPD overlap (ACO)の概念の変化」 

演者：井上博雅（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科呼吸器内科学） 

共催セミナー① 共催：帝人ヘルスケア株式会社 

「慢性呼吸不全の酸素療法と呼吸管理」 

演者：𠮷田誠（国立病院機構福岡病院） 

共催セミナー② 共催：日本ベーリンガー株式会社 

「身体活動性と薬物療法」 

演者：高橋浩一郎（佐賀大学医学部附属病院 呼吸器内科） 

共催 Webハンズオンセミナー（企業による吸入指導スライドおよび商品説明など） 

杏林製薬株式会 

アストラゼネカ株式会社 

グラクソ・スミスクライン株式会社 

ノバルティスファーマ株式会社、 

（順不同） 

 

ワークショップ 「認知症併存例に挑む～介入のコツを教えて～」 

演者 1. 医師から見た治療の工夫：平田奈穂美（熊本中央病院 呼吸器内科） 

演者 2. 吸入療法教育（薬剤師）：杉岡勇樹（久留米三井薬剤師会 常務理事） 

演者 3. 理学療法士の立場でリハビリテーション：田中貴子（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科） 

演者 4. 地域医療連携の進め方：下川満美（国立病院機構福岡病院） 

 

シンポジウム 「エビデンスに捉われないチャレンジングな呼吸リハビリテーションのトピックス」 

演者 1. 周術期とリハビリ：江里口杏平（飯塚病院リハビリテーション部） 

演者 2. 間質性肺炎とリハビリ：松元信弘（宮崎大学医学部内科学講座神経呼吸内分泌代謝学分野） 

演者 3. 当院における肺癌呼吸リハビリテーションの検討：伊井敏彦（国立病院機構宮崎東病院呼吸器

内科） 

演者 4. 非がん性呼吸器疾患の終末期リハビリテーション：玉城仁（はごろも会仲本病院） 
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男女共同参画企画 「理学療法士から見た男女共同参画とは？働き方改革の理想と現状」 

理学療法士から見た男女共同参画とは？働き方改革の理想と現状」 

演者：中元洋子（産業医科大学若松病院リハビリテーション部） 

 

一般演題（順不同） 

１ Triple吸入療法への変更が呼吸理学療法効果を及ぼした COPD2症例 

日高晴菜¹⁾²⁾,白仁田秀一¹⁾²⁾,猿渡聡¹⁾²⁾, 﨑谷亜美¹⁾²⁾,渡辺尚¹⁾²⁾ 

長生堂渡辺医院 1), NPO法人はがくれ呼吸ケアネット 2) 

２ 動作指導によって IADL が改善した COPDの１例 

矢野志帆理¹⁾，六反田雄一¹⁾，池内智之¹⁾²⁾，神津 玲²⁾，津田 徹¹⁾ 

霧ヶ丘つだ病院 1)，長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 2) 

３ CPFE に対して腹臥位が有効であった 1症例 

下川 遼¹⁾， 徳永伸一¹⁾，本村紀博¹⁾，木下正治²⁾ 

医療法人清和会 長田病院リハビリテーション科 1），同呼吸器内科 2） 

４ 職場復帰が困難であった COPD患者の 1症例 

内村 壮¹⁾，森駿一朗¹⁾，池内智之¹⁾²⁾，神津 玲²⁾，津田 徹¹⁾ 

霧ヶ丘つだ病院１），長崎大学大学院医歯薬学総合研究科２） 

５ 円背と喫煙により混合性換気障害を呈し LABA/LAMA 導入後に手術治療を行った非小細胞肺癌の

1例 

野田直孝¹⁾、稲田一雄²⁾、若松謙太郎¹⁾、川崎雅之¹⁾ 

独立行政法人国立病院機構大牟田病院 呼吸器内科 1)、呼吸器外科 2) 

６ 症状の日内変動を契機に診断に至った ACOの 1例 

野田直孝、若松謙太郎、川崎雅之 

独立行政法人国立病院機構大牟田病院 呼吸器内科 

７ 慢性呼吸不全患者のアドヒアランスが向上する関わり ―スタッフとの関係性に着目して― 

羽根田瑞輝, 島田美加, 山田真理子 

楽らくサポートセンター レスピケアナース 

８ 看護職, リハ職の協働による訪問看護利用者の行動変容 

福地亮太・亀谷涼子・山田真理子 

楽らくサポートセンター レスピケアナース 

９ 市中肺炎で入院した高齢患者の身体機能と転帰の関係 

岡本一紀¹⁾ 前田久美¹⁾ 東泰幸²⁾ 

北九州総合病院リハビリテーション科 1)、北九州総合病院呼吸器内科 2) 

10 当院における COPD 患者に対する吸入指導短期効果の検討 

独立行政法人国立病院機構大牟田病院 呼吸器内科 1)、看護部 2) 

野田直孝¹⁾、髙畑和裕²⁾、若松 謙太郎¹⁾、川崎 雅之¹⁾ 
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11 男性 COPDの握力は全身状態を反映するか？ 

白仁田秀一¹⁾²⁾,日高晴菜¹⁾²⁾,猿渡聡¹⁾²⁾, 﨑谷亜美¹⁾²⁾,林真一朗²⁾、渡辺尚¹⁾²⁾ 

長生堂渡辺医院 1)、NPO法人はがくれ呼吸ケアネット 2) 

12 呼吸器疾患患者の機能維持を目的とした通所リハビリテーションの効果 

板木雅俊¹⁾，鈴木拓海¹⁾，永田郁弥¹⁾，吉野友恵¹⁾ 

小森康寛¹⁾，濱部美子¹⁾，宮城昭仁¹⁾，田中貴子²⁾，神津 玲²⁾ 

田上病院 1)、長崎大学大学院 2) 

13 男性 COPDの握力と軽度認知障害(MCI)との関連 

白仁田秀一¹⁾²⁾,日高晴菜¹⁾²⁾,猿渡聡¹⁾²⁾, 﨑谷亜美¹⁾²⁾,林真一朗 2),渡辺尚¹⁾²⁾ 

長生堂渡辺医院 1)、NPO法人はがくれ呼吸ケアネット 2) 

 

次期会長挨拶 

津田 徹（霧ヶ丘つだ病院） 

 

閉会式 

川山 智隆（久留米大学医学部内科学講座呼吸器・神経・膠原病内科） 


