
第 6 回 

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 

近畿支部学術集会 

  

プログラム・抄録集 

  

   

テーマ 

呼吸ケア・リハビリテーションの新たな展開 

  

  

2022 年（令和 4 年）7 月 30 日（土） 

 

 

WEB 開催 

会  長  西村  善博 

北播磨総合医療センター  病院長 

 









 
＜参加者へのご案内＞  

 

1. 参加受付   2022 年 7 月 29 日（金）  正午まで  

事前参加受付のみです。下記 URL より参加登録ください。  

    https://forms.gle/FR9teChTTYuZvqeh8 

 

2.  参加費  

一般（会員・非会員）        3,000 円  

学部学生・初期研修医     無料（証明書をご提出ください。）  

※参加費は参加登録後にお振込みとなります。 

 

3． お振込み先  

銀行名：三井住友銀行    

支店名：神戸営業部（店番：500）    

口座番号：（普）1817543    

口座名義：第 6 回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会近畿支部学術集会 

会長西村善博    

フリガナ：ﾀﾞｲﾛｯｶｲﾆﾎﾝｺｷｭｳｹｱ・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｶﾞｯｶｲｷﾝｷｼﾌﾞｶﾞｸｼﾞｭﾂｼｭｳｶｲ 

ｶｲﾁｮｳﾆｼﾑﾗﾖｼﾋﾛ 

 

4． お振込み時のご注意  

◆お振込みの際は参加登録頂きましたお名前にてお振込みください。  

◆振込み手数料はご負担頂きますようお願い申し上げます。  

◆入金確認後、学会参加証及び参加費の領収書をメールにてお送り致します。  

  入金確認には少々お時間を頂戴致しますので予めご了承ください。 

 

5.  プログラム・抄録集  

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 近畿支部ホームページよりダウンロードが 

可能です。  

http://www.jsrcr.jp/modules/report/index.php?content_id=13 

 

 

 

学術集会のご案内

https://forms.gle/FR9teChTTYuZvqeh8


6．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は日本呼吸器学会への単位申請は認定されません。 

 

7．WEB 視聴について 

 参加登録後にご案内する Zoom URL よりご視聴ください。 

 

＜座長・演者へのご案内＞  

【指定演題】教育講演，シンポジウム，共催セミナー  

【一般演題】口述発表＜1 演題 発表：7 分、質疑応答 3 分＞ 

 

1.  セッション開始「30 分前」 

① 接続確認用 Zoom にログイン 

② 各種設定、操作方法、セッションの流れご説明（約 10 分） 

③ 登壇者同士のお打合せ・進行のご確認（約 10 分） 

※前のセッションの遅延により、受付が少々遅くなる場合がございます。ご了承ください。 

 

2.  セッション開始「10～5 分前」 

① 接続確認用 Zoom から本番用 Zoom へご移動 

② 本番用 Zoom へログイン後は、前セッションが進行中です。 

マイク OFF、ビデオ OFF でお願い致します。 

 

3.  セッション開始「直前」 セッション開始の合図 

① オペレーターより座長へ合図致しますのでセッションを開始してください。 

 

＜関連会議のご案内＞   

    代議員会    7 月 30 日（土） 15：30～16：00    WEB 開催    

 



＜運営事務局＞   

第 6 回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 

近畿支部学術集会運営事務局 

株式会社コンベンションリンケージ内 

〒531-0072 

大阪市北区豊崎 3－19－3 PIAS TOWER11Ｆ 

TEL：06-6377-2188 FAX：06-6377-2075 

E-mail：jsrckinki6@c-linkage.co.jp 

 

＜会期中連絡先＞   

E-mail：jsrckinki6@c-linkage.co.jp 

 

mailto:jsrckinki6@c-linkage.co.jp
mailto:jsrckinki6@c-linkage.co.jp
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シンポジウム：RSTとHFNC

10:00-11:50

【座長】富井　啓介先生（神戸市立医療センター 中央市民病院 ）

【演者】

多職種チームで見る高流量鼻カニュラ酸素療法（HFNC）

   永田　一真先生（神戸市立医療センター 中央市民病院 呼吸器内科）

H F N Cに対する現場の困難性から考えるR S Tの役割

　中西　美貴先生（大阪大学医学部附属病院 看護専門室）

HFNC装置の運用管理（今までの経験からの考察）

   木村　政義先生（兵庫医科大学病院  臨床工学部）

HFNCとリハビリテーション

　原田　惇平先生（神戸市立医療センター 中央市民病院

                             リハビリテーション技術部）

教育講演1

10:00-10:50

【座長】大西　尚先生（明石医療センター）

【演者】

呼吸リハビリテーションをめぐるサービスとサイエンス

   佐藤　晋先生（京都大学大学院医学研究科 呼吸管理睡眠制御学）

日程表

2022年7月30日（土）

第1会場（501） 第2会場（502）

教育講演2

11:00-11:50

【座長】西村　善博先生（北播磨総合医療センター）

【演者】

シームレスな呼吸ケアとリハビリテーション

　石川　朗先生（神戸大学大学院 保健学研究科 パブリックヘルス領域）

開会式

9:50-10:00

閉会式

15:10-15:20

一般演題（口演）　6演題

14:10-15:10

【座長】桂田　直子先生（神戸大学医学部付属病院）

ランチョンセミナー1

12:00-13:00

【座長】富井　啓介先生（神戸市立医療センター 中央市民病院）

喘息治療のUpdate

〜喘息ガイドライン改定を踏まえて〜

【演者】

Triple therapyが適する喘息患者像を考える

松野　治先生（大阪はびきの医療センター アレルギー・リウマチ内科）

協賛：グラクソ・スミスクライン株式会社

ランチョンセミナー2

12:00-13:00

【座長】多田　公英先生（神戸市立西神戸医療センター  呼吸器内科）

【演者】

症状なしから将来のリスク回避を目指す時代へ

最新の喘息治療

　永野　達也先生（神戸大学大学院医学研究科内科学講座 呼吸器内科学講座）

協賛：サノフィ株式会社

教育講演3

13:10-14:00

【座長】坪井 知正 先生（南京都病院 呼吸器センター）

【演者】

呼吸生理と病態を初学者に理解いただくための工夫

　角 謙介 先生（南京都病院 呼吸器センター）

教育講演4

13:10-14:00

【座長】西馬　照明先生（加古川中央市民病院 呼吸器内科）

【演者】

コロナ禍で感じた呼吸ケアの力、看護の力

　阪本 敦子 先生（大阪市立十三市民病院 看護部）



学術集会プログラム 

教育講演１      第２会場 １０：００～１０：５０ 

座長：大西 尚（明石医療センター） 

呼吸リハビリテーションをめぐるサービスとサイエンス 

京都大学大学院医学研究科 呼吸管理睡眠制御学 

佐藤 晋 
 

教育講演２      第２会場 １１：００～１１：５０ 

座長：西村 善博（北播磨総合医療センター） 

シームレスな呼吸ケアとリハビリテーション 

神戸大学大学院 保健学研究科 パブリックヘルス領域 

 石川 朗 
 

教育講演３      第１会場 １３：１０～１４：００ 

座長：坪井 知正（南京都病院 呼吸器センター） 

呼吸生理と病態を初学者に理解いただくための工夫 

南京都病院 呼吸器センター 

  角 謙介 
 

教育講演４      第２会場 １３：１０～１４：００ 

座長：西馬 照明（加古川中央市民病院 呼吸器内科） 

コロナ禍で感じた呼吸ケアの力、看護の力 

大阪市立十三市民病院 看護部 

  阪本 敦子 

 

 



 

シンポジウム      第１会場 １０：００～１１：５０ 

座長：富井 啓介（神戸市立医療センター 中央市民病院 ） 

RST と HFNC 

① 多職種チームで見る高流量鼻カニュラ酸素療法（HFNC） 

神戸市立医療センター 中央市民病院 呼吸器内科 

  永田 一真 

② HFNCに対する現場の困難性から考える R S Tの役割 

大阪大学医学部附属病院 看護専門室 

  中西 美貴 

③ HFNC装置の運用管理（今までの経験からの考察） 

兵庫医科大学病院 臨床工学部 

  木村 政義 

④ HFNC とリハビリテーション 

神戸市立医療センター中央市民病院 リハビリテーション技術部 

  原田 惇平 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ランチョンセミナー１      第１会場 １２：００～１３：００ 

座長：富井 啓介（神戸市立医療センター 中央市民病院） 

喘息治療の Update 〜喘息ガイドライン改定を踏まえて〜 

 

Triple therapyが適する喘息患者像を考える 

大阪はびきの医療センター アレルギー・リウマチ内科 

  松野 治 

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社 
 

ランチョンセミナー２      第２会場 １２：００～１３：００ 

座長：多田 公英（神戸市立西神戸医療センター 呼吸器内科） 

症状なしから将来のリスク回避を目指す時代へ 

最新の喘息治療 

神戸大学大学院医学研究科内科学講座 呼吸器内科学講座 

  永野 達也 

共催：サノフィ株式会社 

 

 

 

 

 

 



   

一般演題・口演      第１会場 １４：１０～１５：１０ 
座長：桂田 直子（神戸大学医学部付属病院） 

 

O-001  神戸大学医学部附属病院における RST 活動の現状報告と今後の展望

１）国立大学法人神戸大学医学部附属病院 呼吸ケアサポートチーム 

別府聖子１）,桂田直子１）,石川朗１）,横山朋大１）,北博志１）,山岡国春１）, 

物袋哲也１） 

 

O-00２  当院外来呼吸リハビリテーションの軌跡と課題 

１）洛和会音羽病院リハビリテーション部,２）洛和会音羽病院呼吸器内科, 

３）洛和 会京都呼吸器センター 

山﨑岳志１）,長山拓未１）,土谷美知子２）,長坂行雄３） 

 

O-00３  無床診療所における呼吸リハビリテーションの取り組み 

１）医療法人啓生会やすだ医院,２）兵庫医科大学大学院 

久堀陽平１）,廣田千香１）,今井裕人１）,樋上サク子１）,安田雄司１）,玉木彰２） 

 

O-00４  呼吸苦を呈した正常圧水頭症の 1 例 

１）北播磨総合医療センター呼吸器内科 

松本正孝１）,百道光亮１）,西井雅彦１）,伊藤彩希１）,徳重康介１）,安井裕美１）, 

金城和美１）,河野祐子１）,高月清宣１）,西村善博１） 

 

O-00５  「MV 管理下 ALS 患者の声を取り戻すための挑戦」  

－スピーチカニューレの選定からエアポンプ陽圧フロー法に辿り着くまで－ 

１）医療法人南労会 紀和病院 看護部 看護支援室 

白石菜保子１） 

 

O-00６  免疫関連有害事象（irAE）による肺臓炎にて著しい呼吸困難感を呈した１症例  

－超音波画像診断装置による客観的評価に基づいた理学療法介入－ 

１）近畿大学病院リハビリテーション部,２）聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部  

3)近畿大学医学部呼吸器・アレルギー内科,4) 近畿大学医学部リハビリテーション医学  

杉谷竜司１）, 有薗信一２）, 白石匡１）, 水澤裕樹１）, 木村保１）, 山﨑亮３）, 

西山理３）, 松本久子３）, 東本有司４） 



抄録 
 

教育講演  

シンポジウム  

ランチョンセミナー  

一般演題・口演  
 



教育講演 1 

呼吸リハビリテーションをめぐるサービスとサイエンス 

   

京都大学大学院医学研究科呼吸管理睡眠制御学 

佐藤 晋 

 

先日、日本呼吸器学会から最新版の COPD 診療と治療のためのガイドライン第 6 版が公開されま

した。そこでは各治療法に関するシステマティックレビューが行われ、結果が収載されました。そこ

で強調されたのは、「呼吸リハビリテーションの有効性は、薬物療法の一部(気管支拡張薬単剤)を

凌駕する」というものでした。実はそんなことは 5 年以上前に既にコクランレビューで「明言」される

など「知る人ぞ知る」事実でした。 

2021 年発表された理学療法ガイドライン第２版には、呼吸理学療法に関する CQ も含め、多数の

CQ が取り上げられましたが、呼吸理学療法に割かれた分量は少なく、理学療法・リハビリテーショ

ン医学における呼吸理学療法・呼吸リハビリテーションの位置づけを窺い知れました。しかしエビ

デンスレベルの高い CQ は、ほとんど呼吸理学療法に関してのみであり、呼吸理学療法は王道の

「理学療法」だと気付かされます。 

こうした事実から「大したエビデンスも示されること無く連綿と続けられた医療」の様に揶揄されるこ

ともある日本における呼吸理学療法・呼吸リハビリテーションは、1960 年代に遡る、理学療法の中

でも歴史のある医療介入であり、エビデンスに裏付けられた科学的に正しい医療介入ということが

出来ます。 

このような認識のギャップを目の当たりにし、患者さんの求めに応じ最大満足を目指し提供するサ

ービスの側面と、しっかりしたエビデンス・根拠に基づくサイエンスの側面を、共に認知・向上するこ

とが、いまの呼吸リハビリテーションに求められているのだと気付かされます。 

本講演では、呼吸リハビリテーションの歴史とその紡がれた成果・エビデンス、そして将来に求めら

れる取り組みについて紹介したいと思います。 



教育講演 2 

シームレスな呼吸ケアとリハビリテーション 

   

神戸大学大学院保健学研究科パブリックヘルス領域 

石川 朗 

 

Ⅰ．はじめに  

 2018 年に本学会などにより、呼吸リハビリテーションに関するステートメントが報告された。そこで

は、呼吸リハビリテーションは原則としてチーム医療であり、対象者の病態に応じて急性期から回

復期、そして維持期から終末期までシームレスな介入が重要と記されている。しかし、現状におい

て十分な連携は取られていない。本講演では、その課題と神戸市における展望を報告する。 

Ⅱ．回復期における課題 

 現状の回復期リハビリテーション病棟において、呼吸器疾患や呼吸障害を対象としたリハビリテ

ーションは、①診療報酬での点数が他疾患と比べて低い、②リハビリテーション実績指数において

呼吸器疾患の多くは入院期間が長期化しやすく FIM 利得が得づらい、③呼吸器専門医が少ない

などの理由により、積極的に実施されているとは言い難い。 

Ⅲ．シームレスな介入 — 神戸市の実践 — 

 神戸市において、呼吸器疾患のシームレスな介入を目的の一つとして、リハビリテーション地域

連携の協議会である、キュア神戸（Consortium of seamless and comprehensive rehabilitation in 

Kobe）が設立された。神戸市と神戸在宅医療・介護推進財団が事務局となり、各医療職能団体、

基幹病院からの委員で構成されている。その主な趣旨は、①急性期・回復期・生活期リハビリテー

ションを包括する一体化プログラムを構築し運用する、②一体化プログラムを通じて各々に関わる

医療機関の機能分化と相互連携を図る、③関係するセラピスト・医師・看護師・地域連携担当職な

どの教育育成と相互連携を図る、④全ての疾患別リハを対象とするが、当面は一体化プログラムが

未熟な内部障害リハをモデル事業とする、⑤一体化プログラムによって医療者のみならず患者本

人が病態とリハビリテーションの見通しを持つことができ、行動変容を期待するものである。 

Ⅳ．おわりに 

 呼吸器疾患のシームレスな介入に関し回復期は不可欠であり、相互連携による実践が切望され

る。 



教育講演 3 

呼吸生理と病態を初学者に理解いただくための工夫 

   

南京都病院呼吸器センター 

大阪医療センター附属看護学校 

京都医療センター附属京都看護助産学校 

角 謙介 

 

初めての分野の学問を勉強するときは、大なり小なり何らかのハードルが存在するものだが、呼吸

生理と病態を学んでいく際には、特にこれを痛感することが多い。 

例えば看護学校の段階でも、「分圧」「気体の溶解」「pH」「化学式の平衡移動」などの用語が頻出

し、さらには入職後、呼吸療法認定士を目指すような段階になると、肺気量の項では「ボイルの法

則」「微分積分の概念」や酸塩基平衡における Hederson-Hasselbalch の式では「log（対数関数）」

の記号まで出てくる。 

医師・薬剤師以外の職種では、そもそも高校時代の文理選択の段階で理系を選択していない方も

多く、そのような方にとって上記のようなある程度専門的な理系の知識が前提になるような事項の

学習は極めてハードルが高いと考える（もちろん頑張って乗り越える人もいるが）。 

演者は臨床業務の傍ら、看護学校の非常勤講師や、看護系の雑誌への執筆などを長年続けてい

る。授業をしたり実際学生さんや若手の看護師さん・理学療法士さんなどのお話を聞いたりすると、

理系の専門的な知識を必要とする場面で大きな壁に当たっている方がとても多いと感じる。結果的

に試験にパスするためだけに無理矢理丸暗記をして試験が終わったら忘れる、実際に職についた

ら知識はほぼゼロに戻っていると現状を吐露する方も多い。 

普通に説明したり、教科書を通読したりするだけでは、確かにとっつきにくくわかりにくい部分が多

い呼吸生理と病態であるが、身近なものに例える、スライドアニメーションの工夫、簡単な模型を使

うなど、少し努力することで初学者の理解を深めることができるのではないかと演者は考えている。 

今回「分圧の概念」「ガス交換のメカニズム」「COPD の病態」「チェストドレーンバッグの構造」など、

初学者が引っ掛かりやすい部分を例にとって、演者の普段の授業や執筆における工夫を紹介す

る。 



教育講演 4 

コロナ禍で感じた呼吸ケアの力、看護の力 

   

地方独立行政法人大阪市民病院機構 大阪市立十三市民病院看護部 

阪本 敦子 

 

COVID-19 はウイルスの変異によって感染拡大と縮小を繰り返し、収束を願いながらも 3 年目を迎

え、第 6 波まで経験した。社会情勢に大きな影響を与え、私達の生活や医療にも多くの変化が生

じている。 

COVID-19患者の対応は、未知のウイルスへの恐怖と感染の不安、風評、日々変化する情報に左

右されることから始まった。急性期分野ではいち早く重症患者看護実践ガイドやリハビリテーション

医療 Q&A が作成された。これらは情報が整理されており、感染予防の観点で制限されるケアに葛

藤を抱きつつ、手探りで工夫しながら行う看護や呼吸ケアの参考となった。また、他施設の看護師

たちとの情報交換によって、自施設のケアの見直しができ、新たな方法として取り入れ、ケアの幅も

広がった。さらに、第 4 波の爆発的な感染拡大時の開業医や訪問看護師たちの苦悩や葛藤を涙

ながらに共感したことは忘れられない。 

COVID-19 患者対応だけではなく、看護外来を行う看護師は、コロナ禍で外出を控える呼吸器疾

患患者に電話やテレビ電話を用いて、在宅療養を支えている。吸入療法のステップアップをめざ

す会では、ICT（情報通信技術）を駆使した吸入指導の企画・検討を繰り返し、状況に合わせて工

夫しながら医療者を支援する取り組みが行われており感銘を受けた。さまざまな医療者たちが、制

限のあるコロナ禍で葛藤を抱きながらも、呼吸器症状を有する患者の最善を考慮して取り組んでい

る「呼吸ケアの力」を実感した。 

当院は、2020年 4月に大阪市長の命を受け「コロナ専門病院」となり、軽症から中等症の COVID-

19 患者約 2000 名が入院した。最初は、COVID-19 以前に呼吸ケアの経験がない看護師も多く、

呼吸ケア経験のある看護師とペアになり、協力・相談しながら取り組んだ。医療者の感染予防から

ケアの中心は看護師となり、呼吸アセスメントで異常の早期発見に努め、患者に寄り添いながら日

常生活を援助し、ADLを低下させないようにベッドサイドでの運動も行っている。コロナ禍で面会制

限があるため、オンライン面会を導入し、患者と家族も支えるよう心がけている。回復する患者、重

症化して転院する患者、人工呼吸器管理を経て転院してくる患者、亡くなった患者と、さまざまなケ

アの中で「看護の力」を体験できた。本講演では、COVID-19 患者の事例を紹介し、コロナ禍での

呼吸ケアや看護、今後の取り組みについて考察したい。 



シンポジウム 

① 多職種チームで見る高流量鼻カニュラ酸素療法（HFNC） 

   

神戸市立医療センター中央市民病院呼吸器内科 

永田 一真 

 

高流量鼻カニュラ酸素療法（HFNC）は新しい呼吸管理方法で近年急速に広まっている。これまで

の呼吸不全の治療ではまずは酸素療法が行われ、それで不十分であれば非侵襲的陽圧換気療

法(NPPV)や気管挿管で人工呼吸管理を行っていた。HFNC は通常の酸素療法とは異なり、十分

な加湿や酸素濃度設定が可能な上、PEEP 効果や呼吸仕事量軽減など、人工呼吸に準ずる管理

を快適に行うことが期待されている。 

2015 年に発表された FLORALI study では HFNC を急性 1 型呼吸不全に用いることで従来の酸

素療法だけではなく、NPPV よりも予後を改善させることが報告された。さらにⅠ型呼吸不全だけで

はなく、換気の障害を伴うⅡ型呼吸不全に対しても有効であることが報告されており、COPDに伴う

急性や慢性のⅡ型呼吸不全に対しても使用されるようになってきている。 

NPPV と HFNC は比較されることが多いが、対象とする疾患や重症度において共通する点が多い

なかでそれぞれの治療法の効果や限界を熟知した上で適切に使いこなすことが重要である。しか

し現時点で明確なエビデンスや指針は存在しないのが実情である。 

それぞれの呼吸管理の役割が重複する中でそれらを適切に使い分けるには、医師だけでなく多

職種で評価を行いながら検討することが重要であり、チームで呼吸管理に関わる意義があると言え

る。 

本セミナーでは急性期から慢性期まで、多職種チームでどのように呼吸管理に関わるのかを、

HFNCを中心に考察したい。 



シンポジウム 

② H F N Cに対する現場の困難性から考える R S Tの役割 

   

大阪大学医学部附属病院 看護部 

中西 美貴 

 

当院では、2019年 3月に集中治療医と慢性呼吸器疾患看護認定看護師にて I C U退室後の

人工呼吸器装着患者を対象に週一回のラウンドを開始し、2020 年 11 月より呼吸器センターの下

部組織として呼吸器内科医・集中治療医・臨床工学技士・理学療法士・呼吸器疾患看護認定看護

師による R S Tが設立され、2021年 1月から診療報酬請求を伴う活動を開始した。 

 当院は急性期病院であり、集中治療部や救命救急センター、C C U、C V C U、M F I C U、N I 

C U などの部署・ユニットでの急性期人工呼吸管理が基本であり、R S T では一般病棟で病態の

安定した長期人工呼吸器装着患者や終末期の患者、そして慢性疾患患者への在宅人工呼吸導

入に対する支援が主となっている。現在は週１回のカンファレンスと回診を行い、病棟スタッフへの

管理方法の助言や困難性への対応を行うとともに、R S T メンバーが自身の職種内で患者情報を

共有し、日々、各職域で介入している。 

 当初 H F N Cは酸素マスクより有効かつ強力な酸素療法として人工呼吸器から抜管・離脱後の

支援として、海外のエビデンスをもとに日本にも導入された。しかし、本邦では急性期から DNI 患

者まで幅広い患者に施行されており適応や費用対効果に関して議論があるが。一方、本年 4月に

一定の基準を満たした COPD 患者の在宅医療として保険収載されるなど適応の拡がりも見せてい

る。現段階では酸素マスクと人工呼吸の中間的な位置づけにありしばしば一般病棟で管理される

が、ブレンダー型とフロージェネレーター型による機器特性や、新規機器の普及に伴う機器性能の

違いを理解した上での病態を考慮した管理方法、管理面でのリスク対策など専門的な支援が必要

である。そこで、当シンポジウムでは、当院における R S Tの活動から見えてきた呼吸サポート支援

への現場のニーズや R S T メンバーが感じる H F N Cへの問題点から、H F N Cに関わる R S T

の役割について意見を述べたい。 



シンポジウム 

③ HFNC装置の運用管理（今までの経験からの考察） 

   

兵庫医科大学病院 臨床工学部 

木村 政義 

 

【はじめに】 

HFNC 導入より現在までに当院で行ってきた HFNC 装置および HFNC に関連する酸素療法デバ

イスの運用管理について考察を交えて紹介する。 

【HFNC装置】 

HFNC 導入当初は ICU・HCU 等集中治療室での使用を想定してブレンダタイプの HFNC 装置を

導入したが、HFNC が慢性期や終末期の患者への使用も広がり病棟での使用も増加した。当院の

病棟における空気配管の数は少なく、室内空気取り込みタイプの HFNC 装置の導入も行った。し

かしながら Covid-19 においては室内空気を取り込むことにより HFNC 装置内部の汚染が指摘さ

れた。単体器においてエアーインテイクフィルタに HEPA フィルタを採用している装置が無く、人工

呼吸器 Servo-air にハイフローオプションを付加することで対応を行った。在宅における HFNC は

適正な装置が無いため、在宅用人工呼吸器にて対応を行わなければならない状況である。 

【酸素療法デバイス】 

HFNC を使用することにより、ネブライザ機能付き酸素吸入器とリザーバーマスクの使用を廃止す

ることができ、酸素療法デバイスの使い分けを単純化することができた。 

【Covid-19の影響】 

Covid-19 により HFNC 使用が一気に広まった。HFNC 装置は大量の酸素を消費するため、院内

での HFNC 使用増加により酸素の供給が十分であるか懸念が生じることとなった。また、HFNC 装

置の製造が需要に追い付かない状況となったため、急性期にも在宅用人工呼吸器を応用すること

も考えた。 

【考察】 

今後も HFNC 装置大量使用に備えて、院内の酸素供給体制を把握しておく必要がある。空気配

管が不要である機種はエアーインテイクフィルタに HEPA フィルタを備えたものを導入するべきで

あるが、現在そのような機能を備えた機種はなく、今後の販売に期待する。HFNC装置は単純な装

置であるが、製品により少しずつ特徴が異なる。2022 年診療報酬改定にて在宅 HFNC が一部認

められるようになり、在宅向きの HFNC装置が販売されだした。今後はこれらの在宅用 HFNC装置

の院内持ち込みの可能性が高くなる。よって、個々の特徴を十分理解していくことが、適正な選択

と安全な環境を提供していくことにつながると考える。 



シンポジウム 

④HFNC とリハビリテーション 

   

神戸市立医療センター中央市民病院 

原田 惇平 

 

増悪した呼吸不全に対する高流量酸素療法の１つとして High-flow nasal cannula oxygen 

therapy (HFNC)が用いられている。 

当院では酸素療法使用下における患者に対して、呼吸リハビリテーションを積極的に導入して

いるが、疾患の病期や特異的な理由が起因する低酸素血症、呼吸困難の程度が大きい場合には

運動量の確保が困難なことがある。HFNC は通常の酸素療法と比較して十分な加湿や必要な安

定した酸素濃度の確保、そして呼吸仕事量の軽減等を労作時に提供することが可能であり、機器

の特性や限界を理解した上で用いることにより、呼吸リハビリテーションにおいてもその有用性の発

揮が期待できる。 

現状、HFNC に関する医学的な報告は増えているものの、リハビリテーションに関する報告は多

くない。そのような中で急性期において安全性を確保し、かつリハビリテーションを進めていくため

には、常に変化する病態及びリスクについて、職種間で相互に理解することが重要である。

Respiratory support team を通して患者の病態だけでなく、リハビリテーションの進捗状況について

も共有することで、フェーズに適したデバイスの調整や運動負荷量のスムーズな設定が可能である。 

本項では、当院を一例としてリハビリテーションの観点から RST と HFNC の在り方について言及し

ていく。 



ランチョンセミナー1 

Triple therapyが適する喘息患者像を考える 

   

大阪はびきの医療センター アレルギー・リウマチ科 

松野 治 

 

要旨 ：気管支喘息に対する長時間作用性抗コリン薬(LAMA)は Tiotropiumが 2014年から喘息治

療ステップ４で保険適応となり、ICS/LABA/LAMA が 1 剤に配合された製剤、いわゆるトリプル配

合剤(Single inhaler triple therapy:SITT)が気管支喘息に使用できるようになった。昨年発表された

喘息予防・管理ガイドライン（JGL）2021 では長期管理ステップ 3 以上で SITT が使用可能となって

いる。喘息治療において、LAMA を ICS/LABA へ追加すると気管支拡張や痰分泌抑制効果に加

えて、リモデリング抑制，抗炎症作用なども示唆されている．中用量 ICS/LABAでコントロール不十

分な場合，増悪については 2 型気道炎症が強い場合に ICS 増量の有用性が示唆されている。一

方、気流閉塞は臨床背景によらず LAMA追加で改善する。治療のステップアップの対象が気流閉

塞なのか増悪であるのかを明らかにすることで、ICS、LAMAのどちらか、または両者をステップアッ

プするか否かを予測できるとされている。喘息治療において LAMA を ICS/LABA へ追加すると高

い効果を得られることが臨床試験で明らかになっているが、実臨床ではロイコトリエン受容体拮抗

薬やテオフィリン薬に比較して，LAMA の使用率はまだまだ低いのが現状である．今後トリプル製

剤の普及により LAMA 導入は増加が予想されるため，LAMA が有用な臨床像についての本講演

で考察したい。 



ランチョンセミナー2 

症状なしから将来のリスク回避を目指す時代へ 最新の喘息治療 

   

神戸大学大学院医学研究科内科学講座呼吸器内科学分野 

永野 達也 

 

喘息患者は日本全国に約 800～1000 万人いるとされます。吸入ステロイドと長時間作用型気管

支拡張剤の吸入合剤による喘息治療は、喘息のコントロールを根本から改善し、喘息による死亡

は年々減ってきています。しかし、きちんと吸入薬を使用していても症状が残存する重症喘息患者

が、喘息患者の 5～10％に存在し、毎日続く症状に苦しんでおられます。近年使用が可能になっ

た気管支サーモプラスティは、気管支鏡の先から熱を出すカテーテルを挿入し、65℃に熱を加え

ることで、気管支の筋肉細胞を減らし、治療効果を発揮します。また、インターロイキン 4 や 13 とい

った喘息の原因となるタンパク質を治療目標としたデュピクセントなどの生物学的製剤が開発され、

日本でも使用が出来るようになりました。デュピクセントは重症喘息患者の症状や喘息発作を減ら

すだけでなく、将来の呼吸機能の低下も防ぐことかできる生物学的製剤で、特に鼻の症状がある

患者やアトピー性皮膚炎の患者にも強い効果を発揮します。このように喘息治療は単なる症状を

取る時代から、将来の喘息死を減らし、呼吸機能を温存することを目標にできる時代に移りました。

このセミナーでは、喘息の一般的な治療法から最新の治療法までを紹介します。より多くの方に喘

息の治療法を知って頂くことで、喘息で苦しむ人が一人でも減っていくように願っています。 



一般演題・口演              O-001 

神戸大学医学部附属病院における RST活動の現状報告と今後の展望 

   

国立大学法人神戸大学医学部附属病院 

別府 聖子 

 

【背景・目的】当院では呼吸ケアチーム加算が新設された 2010年に RSTを発足した。当初は算

定患者を対象とした回診が主体であったが、現在は対象患者を広げ勉強会開催やコンサルテー

ション業務等活動の幅を広げている。今回は 2020年 4月からの 2年間における新たな取り組みか

ら今後の RST活動の示唆を得る。 

【活動報告】①活動の周知を目的としてニュースレターを発行、チーム紹介、インシデント事例の

振り返り、COVID-19 感染症に対する呼吸ケアの取り組みを紹介した。②院内のみならず地域に

おける呼吸ケアの質向上を目指し、オンラインセミナーを企画、各回約 100 名が参加した。③その

他、院内の物品・機器の選定、マニュアルや教材の作成、意思決定支援などが挙げられる。 

【考察】呼吸管理やケアの実践に不安を抱く医療者は多い。呼吸ケアに携わる医療者の負担・

不安の軽減及び知識・スキルの向上のため、今後も多職種との連携を強化しながら RST 活動を発

展させていく。 



一般演題・口演              O-002 

当院外来呼吸リハビリテーションの軌跡と課題 

   

洛和会音羽病院リハビリテーション部 

山﨑 岳志 

 

【はじめに】当院の外来呼吸リハビリテーション（外来 PR）は、2012 年より週 1 回行っている。ここ

5 年間の外来 PRの動向と外来 PRを完遂した COPD患者について報告する。 

【方法】2017 年からの 5 年間で外来 PR を行った 227 例のうち外来 PR を完遂した COPD 患者

29 例を対象とした。初回受診時と３カ月後に握力や膝伸展筋力、6 分間歩行距離、NRADL を測

定した。統計処理には、paired t 検定を行い、有意水準は 5％とした。 

【結果】5 年間で外来 PR に受診した患者 227 例の内訳は、COPD88 例、間質性肺炎 74 例、

NTM12 例、その他 53例であった。外来 PRを完遂した COPD 患者 29 例において、NRADL が介

入前 77点から 82点と有意に上昇した（p=0.002）。 

【考察】COPD 患者では 3 カ月の運動療法中心のアプローチでは身体機能や運動耐容能に有

意な変化はなかったが、NRADLは改善した。外来 PRによる ADL指導・訓練は有効だが、身体機

能の改善は限られていた。病院内での完結でなく、地域との連携を深めていくことが必要であろう。 



一般演題・口演              O-003 

無床診療所における呼吸リハビリテーションの取り組み 

   

医療法人啓生会やすだ医院 

久堀 陽平 

 

【背景】2021 年 10 月より本邦で稀少な無床診療所での外来呼吸リハビリテーション（呼吸リハ）

を導入した。開設の経緯や取り組み、問題点に関し報告する。 

【実施内容】当院では 15 年以上前より健康運動指導士による呼吸器疾患患者への運動療法を

実施してきたが、新たに 105.8m2の機能訓練室と 4名の理学療法士を配備。理学療法士による問

診、運動機能評価、運動療法中の心電図管理、呼吸理学療法や患者教育を含めた呼吸リハを開

始した。適応症例は拡大し、呼吸リハ処方例は現在 73例に上る。COPDが 42例（57.5%）を占め、

運動機能や呼吸困難感、QOLの改善を認める。一方、他院からの紹介は 4例に留まっている。  

【結論】無床診療所における呼吸リハの需要は高く、急性期病院退院後の安定期の呼吸リハの

受け皿として、また潜在的な在宅低肺機能・低活動患者を発掘する場として必要と考える。近隣医

療機関の呼吸リハの認知度の引き上げ、病診・診診連携の強化が今後の課題である。 



一般演題・口演              O-004 

呼吸苦を呈した正常圧水頭症の 1 例 

   

北播磨総合医療センター呼吸器内科 

松本 正孝 

 

【症例】76 歳男性。近医から体動時に加え、安静時の呼吸苦を主訴に当科に紹介となった。喫

煙は 20～60 歳まで 1 日 30 本。70 歳時に肺癌に対して右下葉切除歴あり。 

【検査結果】血液ガス検査： pH 7.479、PaCO2 34.1mmHg、PaO2 73.5mmHg、HCO3－ 

26.3mEq/L。呼吸機能検査：VC 3.93L (97.2%)、FEV1.0 2.18L (69.6%)、FEV1.0％ 63.9%、最大呼

気流量 3.23L/s (33.8%)。FENO 27ppb。胸部 CT にて全肺野に肺気腫性変化を認め、胸郭筋は

菲薄化あり。歩行はやや不安定で歩幅が短く前傾姿勢であった。 

【経過】LAMA/LABA や ICS/LABA を開始するも呼吸機能や症状の改善は見られなかった。歩

行障害、尿失禁、認知機能障害を呈し、脳神経内科にて正常圧水頭症と診断された。 

【考察】呼吸筋力低下の原因の一つとして、正常圧水頭症が考えられた。 



一般演題・口演              O-005 

「MV管理下 ALS患者の声を取り戻すための挑戦」 

－スピーチカニューレの選定からエアポンプ陽圧フロー法に辿り着くまで－ 

   

医療法人南労会 紀和病院 看護部 看護支援室 

白石 菜保子 

 

【背景・目的】 

 筋萎縮性側索硬化症（ALS）は、身体的機能が徐々に低下し、やがて人工呼吸（MV）管理を

要する進行性の神経難病である。本症例患者も前医にて MV 管理となった。患者の QOL を維持

するため、言語という身体環境へアプローチし、患者自身の声による“発声”を取り戻す可能性に

ために挑戦した症例を報告する。 

【実践・結果】 

 SBT 評価を行い、MV 離脱は困難との判断に至った。MV 管理下でカフを脱気せずに人工呼

吸の気流を利用したスピーチカニューレ 2種類を試用したが、発声不可であった。NeckCTの結果

カフ上部に多量の貯留物を認め、効率的なカフ上部吸引が可能なカニューレへ変更。エアポンプ

にてカフ上部より送気する陽圧フロー法にて発声訓練を行った結果、患者の声による発声が可能

となった。 

【考察】 

声門下部の貯留物の量により音量や声質が影響されるため、エアポンプ陽圧フロー法による発

声は、効率的にカフ上部吸引できるカニューレの選定が重要である。 



一般演題・口演              O-006 

免疫関連有害事象（irAE）による肺臓炎にて著しい呼吸困難感を呈した 1症例 

－超音波画像診断装置による客観的評価に基づいた理学療法介入－ 

   

近畿大学病院リハビリテーション部 

杉谷 竜司 

 

【はじめに】離床に難渋した症例に対して，エコー評価に基づいた介入が有用であったため，報

告する． 

【対象】64 歳，男性．肺癌 stageⅣにて免疫チェックポイント阻害薬併用化学療法を施行された

が，免疫関連有害事象による肺臓炎にて入院した（X 日）．X＋4 日より人工呼吸器管理，ステロイ

ドパルス，X＋13 病日より理学療法を開始した．X＋20 日より端座位を試みたが，hoover signを伴

う呼吸困難感により困難であった．エコーにて横隔膜移動距離を評価したが，安静時 16mm，深呼

吸時 26.9mm と低値であった．横隔膜機能の改善のため，徒手・重錘を用いた横隔膜運動，吸気

筋トレーニングを実施した． 

【経過】hoover sign が軽減し，深呼吸時の横隔膜移動距離は，45.2mm に改善した．離床が進

行し，X＋60日に退院した． 

【まとめ】急性期における横隔膜のエコー評価は，治療プログラムの立案に有用であった． 
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