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一般演題　演者へのご案内

1 ．発表形式は Zoom を使用した PC プレゼンテーション（口演発表）となります。
　　マニュアルと手順を運営事務局よりご案内しますので，内容を必ず確認のうえ，当日ご発表ください。
　　また，セッションの開始60分前から接続テストを行います。
2 ．口演時間 7分，討論時間 3分です。時間厳守でお願いいたします。
3 ．発表スライドの 2 枚目にて，発表演題に関する利益相反（COI）の開示を行ってください。
4 ．個人情報保護法に関するお願い
　　2006年4 月より個人情報保護法がご発表に際して適用されております。
　　個人が識別され得る症例の提示に関しては，ご発表内容について患者のプライバシー保護の観点から充

分な注意を払っていただくようお願いいたします。
5 ．「日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌」にはすでに提出されました抄録原稿を掲載いたしますが，

万一訂正のある場合には，差し替え用の Word ファイルを運営事務局（jsrcrkanto@coac.co.jp）宛てに
メール添付でご提出ください。

6 ．会期当日は問い合わせ窓口を設置いたします。連絡先は本学会関東支部のホームページに掲載いたします。

参加者へのご案内

1 ）参加費
　　　会　員【2,000円】
　　　非会員【3,000円】
　　　学　生【無　料】
　・下記 URL より事前参加登録が必要です。
　　https://reg.ibmd.jp/jsrcrkanto7-sanka/reg/new.php
　　【参加登録期間】2022年 5 月10日（火）12時～ 6 月 4 日（土）17時

　・ 学生は無料です。参加登録の完了後に，学生を証明できる書類（証明書，ネームプレートなど）をスキャ
ンまたは撮影したデータ（JPEG，PDF など）を運営事務局（jsrcrkanto@coac.co.jp）宛てにメール添
付にてお送りください。

2 ）単位の取得について
　　本会への出席および発表に際し，下記の単位が取得できます。
　　　◆呼吸ケア指導士認定更新単位取得：出席10単位，筆頭演者10単位
　　　◆ 3 学会合同呼吸療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題の第 1 演者20点，共同演者10点
　　　　　c．講師として講義・講演した場合30点
　　　◆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
　　　※2023年以降の開催について，日本呼吸器学会への単位申請は認定されません。

3 ）参加にあたっての注意事項
　・ 抄録ならびに WEB 視聴で掲載されるスライド，画像，動画等に関して，ビデオ撮影・録音・写真撮影

（スクリーンショットを含む）は禁止いたします。
　・ 参加登録後の取り消しは，お受けいたしかねます。お支払いいただいた参加登録費は理由の如何に関わ

らず返金いたしません。また，二重登録にご注意ください。
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第 7 回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会関東支部学術集会 
日程表

� 11：05～11：40
教育講演 1

慢性呼吸器疾患患者のACP支援のポイント
座長：植木　　純　　演者：竹川　幸恵

� 11：45～12：35
教育セミナー 1

COPD患者のフレイルに対する漢方薬の臨床応用と考察　
座長：桂　　秀樹
演者：相良　博典

共催：クラシエ薬品株式会社

� 12：40～13：30

一般演題　口演 1
01～05

座長：茂木　　孝

� 13：35～14：10
教育講演 2

ハイフローセラピーのこれから
座長：駒瀬　裕子　　演者：堀江　健夫

� 14：15～15：05
教育セミナー 2

多職種のための人工呼吸療法の概要
座長：陳　　和夫
演者：塩田　智美

共催：フクダライフテック東京株式会社

� 15：10～15：45教育講演 3
肺移植待機患者に対する呼吸リハビリテーション
～より良い状態で肺移植を受けるために～
座長：仲村　秀俊　　演者：玉木　　彰

� 15：50～16：30
一般演題　口演 2

06～09
座長：熊澤　文雄

� 16：35～17：25
教育セミナー 3

肺MAC症診療の最新の話題―アリケイス導入における多職種連携―
座長：權　　寧博
演者：高崎　　仁

共催：インスメッド合同会社
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プログラム

開催形式：WEB開催

開会式　11：00～11：05

教育講演 1 　11：05～11：40

慢性呼吸器疾患患者のACP支援のポイント
座長：植木　　純（順天堂大学大学院医療看護学研究科臨床病態学分野呼吸器系）
演者：竹川　幸恵（大阪府立病院機構大阪はびきの医療センター看護部）

教育セミナー 1 　11：45～12：35

COPD患者のフレイルに対する漢方薬の臨床応用と考察
座長：桂　　秀樹（東京女子医科大学内科学講座呼吸器内科学分野）
演者：相良　博典（昭和大学医学部内科学講座呼吸器・アレルギー内科学）
� 共催：クラシエ薬品株式会社

一般演題 口演 1 　12：40～13：30

座長：茂木　　孝（臨床呼吸疾患研究所呼吸ケアクリニック東京）

01� COVID-19に対し覚醒下腹臥位療法を施行した13例の臨床的検討
日本大学医学部附属板橋病院内科学系呼吸器内科学分野1）

東京都保健医療公社豊島病院内科2）

○井
い

戸
ど

田
た

泰
やす

典
のり1），中川　敬志1），神津　　悠1），加藤　愛理2），櫻中　晴康2）�

横田　　峻1），高橋　　英1），伊藝　孔明2），權　　寧博1）

02� 在宅酸素療法導入となった遷延症状の残存する�COVID-19患者へのリハビリテーションの一例
要町病院リハビリテーション科1）

要町病院呼吸器内科2）

〇角
かく

田
た

　　健
たけし1），大山　優喜1），福村　佳子1），杉浦　瑞季1），吉澤　孝之2）

03� 携帯型呼気ガス分析装置を用い 3種の運動負荷試験を行った間質性肺炎の 1例�
― 1 分間起立テストの有用性に関する考察―

神奈川県立循環器呼吸器病センターリハビリテーション科1）

神奈川県立循環器呼吸器病センター呼吸器内科2）

○荒
あら

山
やま

　洋
よう

平
へい1），中澤　篤人2），板倉　涼風1），森本　嵩理1），濵田　真歩1）�

高橋　勇樹1），佐野　大地1），成田　春香1），佐々木琢磨1），山谷　昂史2）�
北村　英也2），小松　　茂2），小倉　高志2）
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04� 肺高血圧症患者に対する外来呼吸リハビリテーションの身体活動性改善効果と長期安全性に
ついて

千葉大学医学部附属病院リハビリテーション科1）

千葉県済生会習志野病院肺高血圧症センター2）

千葉大学大学院医学研究院呼吸器内科学3）

◯稲
いな

垣
がき

　　武
たけし1）��，田邉　信宏2,3），寺田　二郎3），重田　文子3），須田　理香2,3）�

杉浦　寿彦2,3），坂尾誠一郎3）��，巽　浩一郎3），村田　　淳1）

05� 労作時の著しい低酸素血症を呈し理学療法が有効であった気腫合併肺線維症の 1例
埼玉医科大学病院リハビリテーションセンター1）

埼玉医科大学病院呼吸器内科2）

埼玉医科大学病院リハビリテーション科3）

〇手
て

島
じま

　優
ゆう

花
か 1），髙山　絵里1），名嘉　寛之1），山中　徹也1），高谷　侑衣1）�

星野　佑貴2），仲村　秀俊2），永田　　真2），篠田　裕介3）

教育講演 2 　13：35～14：10

ハイフローセラピーのこれから
座長：駒瀬　裕子（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院呼吸器内科）
演者：堀江　健夫（日本赤十字社前橋赤十字病院呼吸器内科）

教育セミナー 2 　14：15～15：05

多職種のための人工呼吸療法の概要
座長：陳　　和夫（日本大学医学部内科学系睡眠学分野睡眠医学・呼吸管理学講座）
演者：塩田　智美（順天堂大学大学院医学研究科呼吸器内科学）
� 共催：フクダライフテック東京株式会社

教育講演 3 　15：10～15：45

肺移植待機患者に対する呼吸リハビリテーション
～より良い状態で肺移植を受けるために～
座長：仲村　秀俊（埼玉医科大学呼吸器内科）
演者：玉木　　彰（兵庫医科大学リハビリテーション学部）
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一般演題 口演 2 　15：50～16：30

座長：熊澤　文雄（赤羽中央総合病院呼吸器内科）

06� マスク変更に難渋した患者への対応
要クリニック1）

要町病院内科2）

日本大学医学部呼吸器内科学分野3）

○船
ふな

山
やま

　欣
よし

弘
ひろ1） ,　柴﨑　佳奈1）,　本間　美香1）,　石黒　俊彦1），吉澤　孝之2,3）�

權　　寧博3）

07� MDPを用いて呼吸困難の質と情動反応の経時的変化を評価したACOの一例
要町病院リハビリテーション科1）

要町病院呼吸器内科2）

〇大
おお

山
やま

　優
ゆう

喜
き 1），角田　　健1），福村　佳子1），杉浦　瑞季1），吉澤　孝之2）

08� CPAP リコール騒動を振り返って�
～当院での取り組みについて～

医療法人社団愛語会要第 2クリニック1）

医療法人社団愛語会要町病院2）

○酒
さか

井
い

　厚
あつ

子
こ 1），吉澤　孝之1,2）

09� 院外調剤薬局より報告された吸入指導報告書の検討
日本大学医学部内科学系呼吸器内科学分野

◯古
ふる

庄
しょう

　菜
な

穂
ほ

，伊藤　玲子，權　　寧博

教育セミナー 3 　16：35～17：25

肺MAC症診療の最新の話題―アリケイス導入における多職種連携―
座長：權　　寧博（日本大学医学部内科学系呼吸器内科学分野）
演者：高崎　　仁（国立国際医療研究センター病院呼吸器内科／国際感染症センター）
� 共催：インスメッド合同会社

閉会式　17：35～17：40
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教育講演 1

慢性呼吸器疾患患者のACP支援のポイント

� 大阪府立病院機構大阪はびきの医療センター看護部　竹川　幸恵

　アドバンス・ケア・プランニングは，将来の意思決定の低下に備えて，今後の治療・療養について患者・

家族とあらかじめ話し合うプロセスであり，予後が不確かな慢性呼吸器疾患患者が，最期まで尊厳を持って

自分らしく生き抜くためには，チームで取り組むことは重要である。

　しかし，医療者は介入することで患者が希望を失うのではないかという懸念をはじめ ACP の取り組みへの

さまざまな不安により，ACPを積極的に実施できていない現状がある。

　当センターでは，「患者さんは，今後起こりうることや終末期医療の説明をうけて衝撃を受けても自己の人

生について考える力を有しており，自分の人生を大切に考え自分らしくて生きて頂くお手伝いをしたい」と

いう想いのもと，積極的に ACP を実践している。本講演では，ACP のプロセスと介入方法，当センターに

おけるACPのシステムや実践を概説しながら，ACP支援のポイントをご紹介したい。
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教育セミナー 1

COPD患者のフレイルに対する漢方薬の臨床応用と考察

� 昭和大学医学部内科学講座呼吸器・アレルギー内科学　相良　博典

　慢性閉塞性肺疾患（COPD）は主に長年にわたる喫煙により生じる肺の慢性的な疾患であり，進行性の気流

閉塞を示す。臨床的には徐々に生じる労作時の呼吸困難や慢性の咳や痰を特徴とし，栄養障害や筋肉量の低

下を伴うことも多く，罹患率並びに死亡率が高いことから国内外において更なる臨床的検討が望まれる疾患

の一つである。

　近年，フレイルの概念が提唱されたが，フレイルと COPD は高齢者に多く，両者の加齢に伴う機能低下の

推移が似ていることから，共通のメカニズムが示唆されている。南イタリアでの12年間の調査では COPD 患

者はフレイル進行に応じた生存率の低下を示し，フレイルが COPD の予後予測因子と報告されている。人参

養栄湯は体力低下や疲労倦怠などのフレイル症状に使用される漢方薬で，COPD に対する臨床報告もあがっ

ている。そこで当施設では，外来通院中で既存の確立された治療を受けているにも関わらず，フレイルある

いはプレフレイル状態である COPD 患者を対象に人参養栄湯の効果を検証した。主要評価項目はフレイル状

態を反映する基本チェックリスト，副次評価項目は食欲，QOL，心理症状としたランダム化比較試験である。

本研究を基に，フレイル状態であるCOPD患者に対する人参養栄湯の多面的な効果について報告する。
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01	 COVID-19に対し覚醒下腹臥位療法を施行した13例の臨床的
検討

○井
い

戸
ど

田
た

泰
やす

典
のり1），中川　敬志1），神津　　悠1），加藤　愛理2）�

櫻中　晴康2），横田　　峻1），高橋　　英1），伊藝　孔明2）�
權　　寧博1）

日本大学医学部附属板橋病院内科学系呼吸器内科学分野1）

東京都保健医療公社豊島病院内科2）

　【背景】COVID-19に対し，鎮静下人工呼吸管理中の腹臥位療法の有効性は多く報告されているが，覚醒下

腹臥位療法についての報告は少ない。

　【目的】13例の COVID-19患者に覚醒下腹臥位療法を施行し，その効果を検討した。

　【結果】腹臥位療法後，11例で SpO2値上昇を認めた。 1 例は不変， 1 例で SpO2値低下を認めたため，人

工呼吸管理を要した。SpO2値上昇した11例中 4 例もその後に人工呼吸管理を要した。腹臥位療法単独群と人

工呼吸管理を要した群で，年齢・性別・BMI・導入病日・体温・白血球数・リンパ球数・CRP値・LDH値・

D-dimer 値に明らかな差はなかったが，腹臥位療法導入による SpO2値上昇は人工呼吸管理を要した群で乏し

かった。胸部 CT 所見で腹臥位療法単独群は背側を中心に病変を認め，人工呼吸管理を要した群は背側から

腹側まで病変を認めた。

　【考察】COVID-19に対する覚醒下腹臥位療法は SpO2値を上昇させ，人工呼吸器管理を回避させる可能性が

示唆された。
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02	 在宅酸素療法導入となった遷延症状の残存する	COVID-19
患者へのリハビリテーションの一例

〇角
かく

田
た

　　健
たけし1），大山　優喜1），福村　佳子1），杉浦　瑞季1）�

吉澤　孝之2）

要町病院リハビリテーション科1）

要町病院呼吸器内科2）

　【はじめに】COVID-19は遷延症状が残存する患者や，在宅酸素療法を導入せざるを得ない患者が一部存在

することが報告されている。今回，遷延症状が残存し，COVID-19の発症を契機に在宅酸素療法が必要となっ

た患者に対するリハビリテーションを行った一例を報告する。

　【症例】80歳台男性。202X 年 Y月 COVID-19発症。急性期治療後，リハ目的でY+ 1 月当院転院。リハ開始

時には遷延症状が複数認められた。入院中は，遷延症状にあわせた運動療法と在宅酸素療法に対するセルフ

マネジメント支援を行い，退院後も外来リハを継続した。在宅酸素療法を用いる生活は，本人にとって受け

入れ難いものであったが，現在は，遷延症状とも折り合いをつけながら自己管理で運動を行い，趣味のゴル

フも再開し始めている。

　【考察】COVID-19感染後の患者の一部には遷延症状にあわせたリハビリテーションや，在宅酸素療法への

セルフマネジメント支援の継続が有用となる可能性がある。
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03	 携帯型呼気ガス分析装置を用い 3種の運動負荷試験を行った
間質性肺炎の 1例

	 ― 1 分間起立テストの有用性に関する考察―
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佐々木琢磨1），山谷　昂史2），北村　英也2），小松　　茂2）�
小倉　高志2）

神奈川県立循環器呼吸器病センターリハビリテーション科1）

神奈川県立循環器呼吸器病センター呼吸器内科2）

　【背景】呼吸リハビリテーションにおける運動耐容能評価として 1 分間起立テスト（1MSTST）が注目され

ているが，運動負荷試験としての検証は不十分である。今回，間質性肺炎（IP）患者 1 例に携帯型呼気ガス

分析装置を用い，1MSTST，心肺運動負荷試験（CPET）， 6 分間歩行試験（6MWT）の 3 種類の運動負荷試

験を行った。

　【症例・方法】78歳男性。間質性肺炎（重症度Ⅰ）の診断でステロイドと抗線維化薬にて治療中。平均活

動量8000歩／日以上でフレイル，サルコペニアなし。携帯型呼気ガス分析装置を装着し CPET，6MWT，

1MSTSTを実施。試験時の呼気ガス，換気量等を比較した。

　【結果】CPET により検出した嫌気性代謝閾値（AT）の VO2は�14.7�mL/kg/min となり，全試験で AT 以

上のVO2を得られた。CPET，6MWT，1MSTSTで peakVO2は20.4，19.5，17.7，nadirSpO2は88％，84％，

91％であった。1MSTSTの peakVO2は CPETの86.8％だった。

　【考察・結語】携帯型呼気ガス分析装置を用いることで CPET と各試験の比較が可能となった。1MSTST

は IP の運動耐容能評価として用いることができる可能性を示した。
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　【目的】安定期肺高血圧症（PH）患者に対して呼吸リハビリテーション（呼吸リハ）を施行し，その効果と

呼吸リハ終了 1年後の肺血行動態への影響について検討した。

　【対象と方法】対象は，2012年から2019年までに当科外来で 3 ヶ月間の呼吸リハを受けた PH 患者12例（女

性11例，男性 1 例，I 群 3 例，IV 群 9 例，平均肺動脈圧�45.8±15.8�mmHg）。評価項目は， 6 分間歩行距離

（6MWD），下肢筋力，健康関連QOL（SGRQ），息切れ，身体活動量，心エコー（TRPG）などとし，呼吸リ

ハ前後で比較・検討した。

　【結果】全例が完遂し，6MWD，下肢筋力，SGRQ の ACTIVITY の項目，身体活動量などで有意な改善を

認めた。また，TRPGで評価する肺血行動態は呼吸リハ終了時，終了 1年後に有意な悪化を認めず安全であっ

た。

　【結語】安定期 PH 患者に対する呼吸リハは，身体活動性や運動耐容能などを改善させ，慎重な症例選択と

リスク管理を行うことで長期の安全性も期待できる。

04	 肺高血圧症患者に対する外来呼吸リハビリテーションの身体
活動性改善効果と長期安全性について
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須田　理香2,3），杉浦　寿彦2,3），坂尾誠一郎3），巽　浩一郎3）�
村田　　淳1）

千葉大学医学部附属病院リハビリテーション科1）

千葉県済生会習志野病院肺高血圧症センター2）

千葉大学大学院医学研究院呼吸器内科学3）
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05	 労作時の著しい低酸素血症を呈し理学療法が有効であった
気腫合併肺線維症の 1例
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埼玉医科大学病院リハビリテーションセンター1）

埼玉医科大学病院呼吸器内科2）

埼玉医科大学病院リハビリテーション科3）

　【諸言】労作時の低酸素血症が認められた気腫合併肺線維症（CPFE）に対し理学療法を行った。

　【症例・経過】56歳男性。労作時呼吸困難感と SpO2低下が認められ，呼吸不全にて他院へ入院し，精査加

療目的に当院へ転院。CPFEと診断。第2病日抗生剤開始。第5病日理学療法開始。第6病日気管支拡張薬開始。

第26病日抗線維化薬開始。

　＜初回評価＞酸素吸入量は安静時・労作時�10�L／分オキシマイザー®。労作時SpO2低下あるが自覚症状なし。

motorFIM：55点。

　＜理学療法＞筋力増強運動，動作指導を実施。第 8病日離床，歩行練習を開始。

　＜最終評価＞酸素吸入量は安静時�5�L ／分・労作時�7�L ／分オキシマイザー®。基本動作自立。motorFIM：

86点。第36病日自宅退院。

　【結語】著しい SpO2低下を呈した CPFE の症例に対し，低負荷・頻回な動作練習を施行したことで，ADL

が向上し自宅退院に寄与できたと考えられる。
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　ハイフローセラピー（HFNC;�high�flow�nasal�canula）は急性期患者における酸素療法の新たなモダリティ

として2016年に入院患者を対象に保険収載された。HFNC には死腔ウォッシュアウト，呼吸仕事量軽減，

PEEP効果や加湿・加温による気道粘膜輸送系の維持等これまでの酸素療法にはない生理学的効果を有してお

り，安定期の慢性呼吸器疾患へ臨床応用が期待されていた。わが国を含め複数の臨床試験が行われ令和 4 年

度診療報酬改定で「在宅ハイフローセラピー」として新規収載の運びとなった。

　一方で患者が望ましい生活習慣のもとで薬物／非薬物療法等の様々な治療を正しく行うための包括的か

つ継続的な支援体制（integrated�care）の提供はいまだ十分とはいえない。本講演では慢性安定期における

HFNCのエビデンスを概説し，在宅ハイフローセラピーを実践するために必要となる呼吸ケア・リハビリテー

ションの提供体制についても触れたい。

教育講演 2

ハイフローセラピーのこれから

� 日本赤十字社前橋赤十字病院呼吸器内科　堀江　健夫
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　近年の人工呼吸器の技術の進歩は著しい。急性期を経て在宅人工呼吸療法に移行，出生時から人工呼吸療

法を継続して学び就労，成人で発症し生涯に渡り人工呼吸療法を継続し寿命に至る時代を迎えている。彼ら

の QOL，生命の維持において，多職種から成る呼吸ケア・リハビリテーション（呼リハ）のチーム医療は，

大きな役割を担う。運動療法中に NPPV を併用すると，呼吸困難の軽減や運動耐用能が向上する。呼リハに

かかわる全ての医療者が人工呼吸療法の概要を知っておくことは，大切であり呼リハの効果にも寄与し得る。

どんな時に必要とするのか？どのように，呼吸療法の種類を選んでいるのか？どんな効果があるのか？夜だけ・

昼も夜も必要な場合の違いは何か？インターフェースにはどんな種類があるのか？医師の視点から，人工呼

吸療法中の呼リハで気をつけることは何か？など，明日からのチーム医療の場で，活かして頂けることを願っ

て紹介する。

教育セミナー 2

多職種のための人工呼吸療法の概要

� 順天堂大学大学院医学研究科呼吸器内科学　塩田　智美
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　肺移植とは，重度な呼吸器疾患患者の肺を取り出し，その替わりに提供者の肺を移植する治療法であり，

終末期呼吸器疾患患者の生命予後や生活の質（QoL）を向上させる救命医療として発展してきた。本邦の肺移

植実施施設は全国に11施設（心肺同時移植施設を含む）と少ないが，肺移植を希望する患者は全国各地にい

るため，移植施設と患者が居住している地域の病院との連携が大切となる。肺移植後のアウトカムには術前

の状態が大きく影響することから，移植待機中いかに身体機能を良好な状態を維持しておくか鍵となる。そ

こで本講演では，肺移植待機患者の呼吸リハビリテーションの必要性やその内容について紹介し，さらに移

植前後における病院間の連携の重要性についても言及したい。

教育講演 3

肺移植待機患者に対する呼吸リハビリテーション
～より良い状態で肺移植を受けるために～

� 兵庫医科大学リハビリテーション学部　玉木　　彰
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06	 マスク変更に難渋した患者への対応
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吉澤　孝之2,3）,　權　　寧博3）

要クリニック1）

要町病院内科2）

日本大学医学部呼吸器内科学分野3）

　【背景】CPAP 治療における継続困難理由には，息苦しさやマスクの違和感など様々ある。今回マスク選択

に難渋した症例を報告する。

　【方法】使用中のマスクに加え，形状の異なる 4 種をマスクフィッティングし試用開始。 1－ 2 週間毎にマ

スクを変え，それぞれのCPAPデータを提示することとした。

　【経過】試用開始した 4 種のうち 3 種は使用時の違和感が多く，試用継続は困難とし除外。残り 1 種と当時

使用中であったマスクを 1－ 2 週間毎に交互に試用し CPAP データを比較したところ，平均リークにのみ有

意差があった。データを提示した上で，試用したネーザルタイプマスクへ変更した。

　【考察】CPAP の継続使用やコンプライアンス向上にはマスクの使用感は欠かせない。今回，マスクフィッ

ティングだけでなく，CPAP データも併せて提示することで，ご納得され，さらなるコンプライアンスの向

上に繋がったと考えられる。
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07	 MDPを用いて呼吸困難の質と情動反応の経時的変化を評価
したACOの一例
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吉澤　孝之2）

要町病院リハビリテーション科1）

要町病院呼吸器内科2）

　【はじめに】呼吸困難の多面的評価の 1 つに Multidimensiona�Dyspnea�Profile（以下 MDP）があり，呼吸

困難の質が評価可能である。今回MDPを使用し，呼吸器疾患患者の主症状である呼吸困難の質や情動反応に

ついてACO患者一例の経時的変化を追ったので報告する。

　【事例】ACOの70歳台男性。2020年 7 月より外来リハビリを開始。 1か月毎にMDPを評価した。呼吸困難

の質は一定した結果とならなかった。情動反応の評価は「ストレス」と記載があった時点で点数が上昇した。

　【考察】呼吸困難の質は，リハビリ内容やセルフマネジメント支援における学習進度に影響される可能性が

ある。また情動反応より挙げられた「ストレス」も呼吸困難へ関与している可能性がある。MDP の定期的な

評価や患者自身の説明から呼吸困難の質を可視化していくことは患者や症状の理解に繋がると考えられる。
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08	 CPAPリコール騒動を振り返って
	 ～当院での取り組みについて～
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こ 1），吉澤　孝之1,2）

医療法人社団愛語会要第 2クリニック1）

医療法人社団愛語会要町病院2）

　【背景】2021年 6 月14日 P 社 CPAP の米国でのリコールについて市場安全通知が発表された。今回 , 日本支

社から情報が通達される前に米国からの市場安全通知が先行したため混乱や患者の不安を招いた。

　【目的】リコール騒動を振り返り当院での取り組みについて検証する。

　【対象】2021年 6 月時点で P社製 CPAPを使用している患者355名。

　【方法】市場安全通知の発表から現在までカルテベースで後ろ向きに検証した。

　【結果】米国でのリコール騒動の詳細と日本国内の現状について正確な情報を収集し当院での考え方と方針

を明示した文書を作成し説明した。事前に情報を知っていた患者は 3名おり電話での問い合わせが 2件あった。

他社への機器交換を希望した患者はいなかった。

　【考察】当院では日本支社を通じて国内の現状と米国との違いについて正確な情報を把握した上で方針を決

定し文書を作成して説明したことで患者の不安や混乱を招くことはなかった。
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09	 院外調剤薬局より報告された吸入指導報告書の検討
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，伊藤　玲子，權　　寧博

日本大学医学部内科学系呼吸器内科学分野

　【背景】2020年に吸入薬指導加算が新しく設定されて以降，吸入指導を院外調剤薬局に依頼し病薬連携を進

めている。

　【目的】院外調剤薬局で吸入指導を行ったことにより，吸入手技の評価に変化があったかを検討する。

　【方法】吸入指導加算新設前に院内で行った吸入指導の報告と，2020年 7 月以降に院外調剤薬局で作成され

た吸入指導報告書を用いて，吸入手技が不十分であると評価された患者の割合，指摘された誤り，デバイス

の種類について比較検討を行った。

　【結果】2015年11月から2019年 9 月の間に，計560人の患者が外来にて吸入指導を受けた。そのうち，36％

に何らかの吸入手技の誤りが報告されていた。一方，2020年 7 月から2021年 1 月までの間に，院外調剤薬局

からの吸入指導報告書297通からは27％に誤りが報告されていた。誤りの項目では，吸入後の息止め（48件），

吸入器の持ち方（19件）に関する誤りが多かった。
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　肺 Mycobacterium avium�complex（MAC）症の患者数は近年増加傾向にある。その進行はおおむね緩徐で

あり，無治療で長期間悪化しない症例もある。しかし，完治は難しく，薬物療法に抵抗性で治療に難渋する

症例にもしばしば遭遇する。進行例においては，喀血，呼吸不全，体重減少，倦怠感などが患者のQOL及び

生命予後を悪化させる。

　2021年，難治性の肺 MAC 症に対するアリケイス® 吸入液が上市された。本剤はリポソーム粒子に封入し

たアミカシンを肺内に直接到達させることができ，在宅での 1 日 1 回の吸入により高い臨床効果が証明され

ている。一方で，高額であることや専用ネブライザの操作が煩雑であることが，本剤導入の障壁となりうる。

導入にあたり，高額療養費制度の活用法，吸入器の使用法及び衛生管理，副作用対策の説明などが必要であり，

多職種連携が極めて重要である。

　本講演では肺MAC症診療の現状・課題とともに，アリケイス導入における多職種連携について紹介する。

教育セミナー 3

肺MAC症診療の最新の話題
―アリケイス導入における多職種連携―

� 国立国際医療研究センター病院呼吸器内科／国際感染症センター　髙﨑　　仁
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　グラクソ・スミスクライン株式会社

　日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

　ノバルティス�ファーマ株式会社

　株式会社フィリップス・ジャパン

� （五十音順）
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