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　　　　石橋文化ホール　2 階文化ホール

開会挨拶8:50 ～

会長　社会医療法人天神会　新古賀クリニック　糖尿病センター　看護師長… 石　橋　理津子

座長：…杏林大学　形成外科　兼担教授… 大　浦　紀　彦
演者：佐賀大学医学部　形成外科　准教授　病院診療教授… 上　村　哲　司

座長：久留米大学医学部　形成外科・顎顔面外科学講座　主任教授… 清　川　兼　輔
座長：聖マリア病院　糖尿病…センター長… 布　井　清　秀
シンポジスト：…
　　　ＮＰＯ法人「よりよい地域医療を応援する会」事務局長、株式会社アステム　事業開発部… 岡　橋　伸　浩
　　　社会医療法人喜悦会　那珂川病院　血管外科　部長… 竹　内　一　馬
　　　公益社団法人鹿児島共済会　南風病院　整形外科　部長… 富　村　奈津子
　　　医療法人弘恵会　ヨコクラ病院　東4病棟　看護師主任… 村　上　結　城
　　　宮崎大学形成外科　講師… 守　永　圭　吾
コメンテーター：社会医療法人天神会　新古賀クリニック　糖尿病センター　看護師長… 石　橋　理津子

VAC セミナー
  『地域連携における NPWT の役割と上手な使い方』

11:00 ～
12:00

座長：久留米大学医学部　形成外科・顎顔面外科学講座　主任教授… 清　川　兼　輔
演者：葛西皮膚科医院　副院長… 葛　西　嘉　亮
　　　大分岡病院　創傷ケアセンター　形成外科… 松　本　健　吾
共催：ケーシーアイ株式会社

ランチョンセミナー１『①合併症を考慮した糖尿病薬物療法のポイント
　②糖尿病患者さんの足を守るために知っておきたい 10 のポイント』

12:15 ～
13:15

座長：社会医療法人天神会　新古賀病院　糖尿病センター　名誉センター長… 赤　澤　昭　一
演者：福岡大学医学部　内分泌・糖尿病内科　教授… 柳　瀬　敏　彦
　　　医療法人社団紘和会平和台病院　教育師長… 原　田　和　子
共催：MSD株式会社、日本イーライリリー株式会社

教育講演 1『糖尿病足病変の分類と歴史から何を学ぶべきか？
　－日本のフットケアの今後を考える !! －』

9:00 ～
　10:00

シンポジウム 1
　『地域連携をどう構築したか ～実践フットケア研究会の構築を事例として～』

10:00 ～
　11:00

Ａ会場

プログラム
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特別企画
　『透析患者への運動療法～運動処方の考え方とフットケアの重要性～』

13:45 ～
　14:25

座長：医療法人沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合病院　副院長
　　　腎臓病総合医療センター長・内科統括部長・検査部長… 小　林　修　三

演者：社会医療法人天神会　古賀病院21　院長… 平　松　義　博
　　　社会医療法人　天神会　新古賀病院　リハビリテーション課… 太　田　頌　子

座長：湘南鎌倉総合病院　腎臓病総合医療センター　腎免疫血管内科　主任部長… 大　竹　剛　靖
　　　医療法人弘恵会　ヨコクラ病院　東4病棟　看護師主任… 村　上　結　城
シンポジスト：…
　　　医療法人　行橋クリニック（透析室）… 金　子　洋　介
　　　東京都済生会中央病院　透析室… 高　梨　未　央
　　　医療法人至誠会　至誠会病院（腎センター）　透析療法指導看護師… 永　田　恭　代
　　　医療法人真鶴会　小倉第一病院　理事長・院長… 中　村　秀　敏
　　　医療法人青仁会　池田病院（透析センター）… 日　髙　ひとみ
　　　石川県済生会金沢病院（透析室）　透析療法部… 細　田　夕　子
共催：中外製薬株式会社

教育講演 2
　『足病変の予防に向けた糖尿病診療』

17:00 ～
　18:00

座長：社会医療法人天神会　新古賀病院　糖尿病センター　名誉センター長… 赤　澤　昭　一
演者：永寿総合病院　糖尿病臨床研究センター長… 渥　美　義　仁
共催：田辺三菱製薬株式会社、第一三共株式会社

次期セミナー会長挨拶および閉会挨拶18:00 ～

滋賀医科大学医学部医学科　皮膚科学講座… 中　西　健　史
社会医療法人天神会　新古賀クリニック　糖尿病センター　看護師長… 石　橋　理津子

　　　　石橋文化会館　2 階小ホールＢ会場

EVT ライブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中継施設：新古賀病院9:00 ～
　12:00

オペレーター：社会医療法人天神会　新古賀病院　心臓血管センター　副院長… 川　﨑　友　裕
　　　　　　　社会医療法人天神会　新古賀病院　循環器内科　医員… 新　谷　嘉　章
　　　　　　　時計台記念病院　医員（循環器センター）… 原　口　拓　也
　　　　　　　福岡山王病院　循環器センター長、国際医療福祉大学　教授… 横　井　宏　佳
座長：済生会福岡総合病院　循環器内科　部長… 末　松　延　裕
　　　原三信病院　循環器科　部長（心臓カーテル室長）… 山　本　光　孝
コメンテーター：佐賀大学医学部附属病院　形成外科　助教… 石　原　康　裕
　　　　　　　　東京労災病院　循環器内科　副部長… 宇都宮　　　誠
　　　　　　　　札幌フットケアサークル/…カレスサッポロ…北光記念病院・北光記念クリニック　看護課長… 菅　野　智　美

シンポジウム 2
　『つなげよう！透析患者のフットケア～足病連携の悩みとやりがい～』

15:00 ～
　16:30

9:00 ～
10:30
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　　　　　　　　新古賀病院　看護部… 栗　原　幸　子
　　　　　　　　福岡大学病院　循環器内科　講師… 杉　原　　　充
　　　　　　　　久留米大学病院　心臓・血管内科　助教… 仲　吉　孝　晴
　　　　　　　　岸和田徳洲会病院　循環器内科　医長… 藤　原　昌　彦
　　　　　　　　九州大学大学院　消化器・総合外科（第2外科）　助教… 古　山　　　正
レクチャー：

　　　岸和田徳洲会病院　循環器内科　医長… 藤　原　昌　彦
　　　九州大学大学院　消化器・総合外科（第2外科）　助教… 古　山　　　正

座長：九州大学　第一内科　准教授… 小田代　敬　太
　　　小倉記念病院　循環器内科　部長… 曽　我　芳　光
コメンテーター：

　　　福岡和白病院　循環器内科… 伊　元　裕　樹
　　　聖マリア病院　循環器内科… 大　江　健　介
　　　福岡大学医学部　形成外科　助教… 大　山　拓　人
　　　麻生飯塚病院　循環器内科… 堤　　　孝　樹
　　　宮崎市郡医師会病院　心臓病センター　医長　血管造影室主任… 仲　間　達　也
　　　佐賀大学医学部附属病院　循環器内科　助教… 三　根　大　悟
　　　福岡徳州会病院　循環器内科部長… 守　﨑　勝　悟
レクチャー：

　　　福岡大学医学部　形成外科　助教… 大　山　拓　人
　　　時計台記念病院　医員（循環器センター）… 原　口　拓　也
協賛・協力：アボットバスキュラージャパン株式会社、オーバスネイチメディカル株式会社

　　　　　　株式会社カネカメディックス、Cook…Japan株式会社、ジョンソンエンドジョンソン株式会社

　　　　　　セント・ジュード・メディカル株式会社、テルモ株式会社、株式会社メディコン

　　　　　　ボストン・サイエンティフィックジャパン株式会社、ボルケーノ・ジャパン株式会社

ランチョンセミナー 2
　『PAD の診断と治療』

12:15 ～
　13:15

座長：新古賀病院　心臓血管センター　副院長… 川　﨑　友　裕
演者：小倉記念病院　循環器内科　部長　… 曽　我　芳　光
共催：サノフィ株式会社

ハンズオンセミナー 1　　　　　　　　　　　　　　　　　主催：CVTナースの会
　『ナースのためのハンズオンセミナー　～血管検査実践教室～』

15:00 ～
　17:30

講師：

長崎血管外科クリニック… 長　田　美　雪
熊本労災病院… 鐡　井　博　昭
松戸神経内科… 富　田　則　明
済生会みすみ病院検査室　係長… 中　島　晴　伸
常滑市民病院　看護局… 長　利　麻衣子
熊本労災病院　中央検査部　臨床検査技師… 福　田　健　太
独立行政法人　大阪労災病院　看護部… 溝　端　美　貴
協力：オムロンコーリン株式会社、株式会社カネカメディックス、GEヘルスケア・ジャパン株式会社

　　　東芝メディカルシステムズ株式会社、フクダ電子西部北販売株式会社

10:30 ～
12:00
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　　　　共同ホール　１階共同ホールＣ会場

シンポジウム 3
　『ハイリスク患者のフットケア　－先生、この患者さん私がフットケアして大丈夫ですか？－』

9:00 ～
　10:30

座長：佐賀大学医学部　肝臓・糖尿病・内分泌内科　教授… 安　西　慶　三
座長：社会医療法人敬和会大分岡病院　形成外科　部長… 古　川　雅　英
シンポジスト：

　　　JCHO大阪みなと中央病院　副看護師長… 澤　山　やよい
　　　東京都済生会中央病院　糖尿病・内分泌内科　医員… 富　田　益　臣
　　　公益社団法人有隣厚生会　東部病院　血管外科医長兼フットケアセンター長… 花　田　明　香
　　　北播磨総合医療センター　形成外科　主任医長… 藤　井　美　樹

シンポジウム 4
　『フットケアにゴールはあるのか－その胼胝いつまで削るんですか？－』

10:30 ～
　11:45

座長：佐賀大学医学部附属病院　形成外科　診療准教授… 菊　池　　　守
座長：南カルフォルニア・メソジスト病院　チーフ　ポダイアトリ… 李　家　中　豪
シンポジスト：

　　　八尾徳洲会総合病院　形成外科　部長　創傷ケアセンター長… 綾　部　　　忍
　　　足の診療所　院長… 桑　原　　　靖
　　　JCHO仙台病院… 千　葉　佳　苗
　　　南カルフォルニア・メソジスト病院　チーフ　ポダイアトリ… 李　家　中　豪
共催：株式会社ミレニアメディカル

ランチョンセミナー 3　『創傷ケアの、ここがポイント。ドクターの視点。
　～もう一歩先のチーム医療、ナースがつなぐ点と点～』

12:15 ～
　13:15

座長：医療法人弘恵会　ヨコクラ病院　副理事長・院長代理… 横　倉　義　典
演者：医療法人社団水光会　宗像水光会総合病院　心臓血管外科… 岡　崎　悌　之
共催：スミス・アンドネフューウンドマネジメント株式会社

シンポジウム 5
　『治療時期に合わせたフットケア、フットウェア、リハビリテーション』

14:30 ～
　17:30

○14：30～　企画趣旨説明
新須磨病院　外科部長… 北　野　育　郎
○14：35～　「1部　予防期　糖尿病初期患者の重症化予防」
座長：佐賀大学医学部附属病院　形成外科　診療准教授… 菊　池　　　守
　　　聖マリアンナ医科大学　横浜市西部病院　チーム医療推進担当師長… 西　出　　　薫
演者：東京都済生会中央病院… 佐　藤　和　子
　　　社会医療法人天神会　新古賀病院　リハビリテーション課　理学療法士… 太　田　頌　子
　　　株式会社エヌ・オー・ティー　マネージャー　義肢装具士… 西　山　由　教
○15：25～　「2部　創傷治癒期　血流障害の有無での創傷治療、透析患者の治療、免荷」
座長：新須磨病院　外科部長… 北　野　育　郎
　　　日本フットケアサービス株式会社　代表取締役… 大　平　吉　夫
演者：ストマート株式会社… 古　野　佐由里
　　　株式会社松本義肢製作所　営業部… 岩　田　純　朋
　　　春日部中央総合病院　リハビリテーション科　主任… 久　保　和　也
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○16：15～　「3部　再発予防期　足部小切断後など重症患者の再発・高位切断予防」
座長：佐賀大学医学部附属病院　形成外科　診療准教授… 菊　池　　　守
　　　関西福祉科学大学　保健医療学部　教授… 野　村　卓　生
演者：佐賀大学医学部附属病院　看護部… 酒　井　宏　子
　　　日本フットケアサービス株式会社… 上　口　茂　徳
　　　大分岡病院　創傷センター　係長… 大　塚　未来子
○17：10～　総括
佐賀大学医学部附属病院　形成外科　診療准教授… 菊　池　　　守

　　　　共同ホール　１階研修室Ｄ会場

ハンズオンセミナー 2
　『爪の検査と治療』

9:30 ～
　11:30

座長：地方独立行政法人佐賀県医療センター　好生館　形成外科部長… 増　本　和　之
講師：久留米大学医学部　皮膚科学教室　主任教授… 名嘉眞　武　国
　　　塩之谷整形外科　副院長… 塩之谷　　　香
共催：科研製薬株式会社

ランチョンセミナー 4
　『フットケアにおけるリスクマネジメントとセーフティーマネジメント』

12:15 ～
　13:15

座長：社会医療法人喜悦会　那珂川病院　血管外科　部長… 竹　内　一　馬
演者：足のナースクリニック　代表… 西　田　壽　代
共催：ニプロ株式会社

シンポジウム 6
　『在宅フットケアの現状とこれからを考える』

14:30 ～
　16:00

座長：医療法人真鶴会　小倉第一病院　形成外科… 石　井　義　輝
座長：フットヘルパー・ノマド　代表… 大　場　広　美
シンポジスト：

　　　株式会社マザーライク　訪問看護ステーション　管理者… 池　永　恵　子
　　　医療法人社団守一会　北美原クリニック　理事長… 岡　田　晋　吾
　　　Salon　やまのいえ　オーナー… 奥　田　あきこ
　　　訪問介護事業所オードリー　管理者… 田　辺　美枝子

パネルディスカッション
　『職種ごとのフットケア』

16:20 ～
　17:50

座長：あい太田クリニック　院長… 野　末　　　睦
パネリスト：

　　　医療法人さいとう内科クリニック… 志　賀　佳緒理
　　　医療法人CCR　せんだメディカルクリニック　理事長… 千　田　治　道
　　　ペディ長崎　代表… 柚之原　かおり


