日

程

表

2016 年 10 月 28 日（金） 会場：ANA クラウンプラザホテル福岡 2F
19:00

20:00

18:30〜参加登録受付・大交流会受付

［18:30-19:00 評議員会 2Fコーラル］

19:00-20:15 スポンサードセミナーⅠ
「重症下肢虚血における血行再建後の創傷治癒およびその維持
Wound healing and maintenance of wound-free state in revascularization for critical limb ischemia」
座長：石井 義輝
講師：岡崎
仁
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
「診る側から診られる側になった時 〜その経済リスクにいかに備えるか〜」
P19
座長：石井 義輝
講師：坪倉 伸一
共催：株式会社えん
20:15 〜

大交流会

2016 年 10 月 29 日（土） 会場：JR 博多シティ 9F、10F

第 1 会場（9F JR 九州ホール）
10:00

第２会場（10F 会議室）

※受付は第２会場です

9:30〜参加登録受付・その他受付

10:25〜開会挨拶
11:00

10:35-11:12 一般演題１
座長：高木 誠司

P22

11:13-11:50 一般演題２
座長：守永 圭吾
12:00

13:00

10:40-11:40 スポンサードセミナーⅢ
｢古武術の身体運用と発想に学ぶ介助技術」
座長：中村 秀敏
講師：岡田慎一郎
共催：医療法人真鶴会 小倉第一病院

12:00-13:00 ランチョンセミナーⅠ
12:00-13:00 ランチョンセミナーⅡ
｢フットケアにおけるエラーをマネジメントする５つの力」
｢透析患者のフットケアのための仕組み予防のため
座長：竹内 一馬
講師：西田 壽代
の原疾患管理について」
共催：ニプロ株式会社
座長：安西 慶三
講師：石井 義輝
共催：中外製薬株式会社
13:00-13:15 会員連絡会
13:15-14:05 特別講演
「糖尿病性足潰瘍の病態と治療（神戸分類）〜歩行を守る〜」
13:30-16:30 フットケア実技広場
座長：石井 義輝
講師：寺師 浩人
共催：ケーシーアイ株式会社
企画：石橋理津子
P15

14:00

14:05-15:05 スポンサードセミナーⅡ
「CLI 症例検討会 この症例をどうマネージメントするか？」
座長：末松 延裕、山本 光孝
講師：飯田
修、伊元 裕樹
共催：Cardinal Health Japan 合同会社
テルモ株式会社
ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社 P20
15:00

15:15-16:05 教育講演
｢リハビリテーション栄養と下肢救済」
座長：古川 雅英
講師：若林 秀隆
16:00

16:10-16:58 一般演題３
座長：原田 和子、石井美紀子
17:00

18:00

P21

P23

17:00-17:48 一般演題４
座長：竹之下博正、砂山

17:50-18:30 一般演題５
座長：菊池

守

裕子

①13:30-14:30
・「“動作”を診れるようになろう」
講師：太田 頌子

P17

P18

②14:30-15:30
・「静脈疾患における圧迫療法マスターになろう！」
講師：渡辺 直子
P18

P16

P24

P25

P27

18:30-18:45 閉会挨拶
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＊ご自由にご観覧頂けます。
＊会場には、爪切り、角質ケアブースを設けます。
ご自由にお入り下さい。

プログラム
10 月 28 日 ( 金）

スポンサードセミナーⅠ

19:00-20:15



クラウングランドボールルーム（2F）

「重症下肢虚血における血行再建後の創傷治癒およびその維持
Wound healing and maintenance of wound-free state in revascularization for critical limb ischemia」
座長：石井 義輝 ( 医療法人真鶴会 小倉第一病院 形成外科 )
講師：岡崎
仁（一般財団法人 平成紫川会 小倉記念病院 血管外科）
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
「診る側から診られる側になった時 ～その経済リスクにいかに備えるか～」
座長：石井 義輝 ( 医療法人真鶴会 小倉第一病院 形成外科 )
講師：坪倉 伸一（株式会社えん AFP（アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー）
  
TLC（トータル・ライフ・コンサルタント））
共催：株式会社えん

10 月 29 日（土）

一般演題１

10:35-11:12



第１会場（9F  JR 九州ホール）

座長：高木 誠司（福岡大学 医学部 形成外科）
1-1「新しい動脈硬化指標「AVI・API」の有用性」
演者：濵之上暢也（福岡大学病院 内分泌・糖尿病内科）
1-2「緊急下肢救済手術における術前検査の重要性」
演者：藤井 達哉（佐賀県医療センター 好生館 形成外科）
1-3「重傷下肢虚血患者の潰瘍治癒における CONUT SCORE の有用性～福岡大学 foot care team の
取り組み～」
演者：大山 拓人（福岡大学 医学部 形成外科）
1-4「足病変の難治性疼痛に対する末梢神経遮断術の経験」
演者：石原 康裕（新古賀病院 形成外科）

一般演題 2

11:13-11:50



第１会場（9F  JR 九州ホール）

座長：守永 圭吾（宮崎大学 医学部 形成外科）
2-1「佐賀大学病院下肢救済チームによる遠位バイパス症例の検討」
演者：安田 聖人（佐賀大学 医学部 形成外科）
2-2「足を温存するために皮弁移植を行った糖尿病性足潰瘍症例の検討」
演者：清水 史明（大分大学医学部附属病院 形成外科）
2-3「重度下肢創傷患者の歩行機能獲得における遊離組織移植術の有用性」
演者：東盛 貴光（社会医療法人かりゆし会 ハートライフ病院 形成外科）
2-4「重症虚血下肢に対する distal bypass、遊離組織移植同時手術の有用性」
演者：佐藤 精一（社会医療法人 敬和会 大分岡病院）

ランチョンセミナーⅠ

12:00-13:00



第１会場（9F  JR 九州ホール）

「透析患者のフットケアのための仕組み予防のための原疾患管理について」
座長：安西 慶三（佐賀大学医学部内科学講座 肝臓・糖尿病・内分泌内科）
講師：石井 義輝（医療法人真鶴会 小倉第一病院 形成外科）
共催：中外製薬株式会社
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特別講演

13:15-14:05



第１会場（9F  JR 九州ホール）

「糖尿病性足潰瘍の病態と治療（神戸分類）～歩行を守る～」
座長：石井 義輝（医療法人真鶴会 小倉第一病院 形成外科）
講師：寺師 浩人（神戸大学医学部附属病院 形成外科）
共催：ケーシーアイ株式会社

スポンサードセミナーⅡ

14:05-15:05



第１会場（9F  JR 九州ホール）

「CLI 症例検討会 この症例をどうマネージメントするか？」
座長：末松 延裕（済生会福岡総合病院 循環器内科）
山本 光孝（原三信病院 循環器科）
講師：飯田
修（独立行政法人 労働者健康安全機構 関西労災病院）
伊元 裕樹（社会医療法人財団 池友会 福岡和白病院 循環器内科）
コメンテーター：
飯田
修（独立行政法人 労働者健康安全機構 関西労災病院）
門田 英輝（九州大学病院 形成外科）
竹内 一馬（社会医療法人喜悦会 那珂川病院 血管外科）
林田由美子（社会医療法人喜悦会 那珂川病院 栄養部）
古山
正（九州大学大学院消化器・総合外科 （第二外科））
安田哲二郎（はかたペインクリニック外科・麻酔科）
吉田のぞみ（日本赤十字社 唐津赤十字病院 看護部）
共催：Cardinal Health Japan 合同会社
テルモ株式会社
ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

教育講演

15:15-16:05



第１会場（9F  JR 九州ホール）

「リハビリテーション栄養と下肢救済」
座長：古川 雅英（社会医療法人敬和会 大分岡病院 形成外科）
講師：若林 秀隆（横浜市立大学附属市民総合医療センター リハビリテーション科）

一般演題３

16:10-16:58



第１会場（9F  JR 九州ホール）

座長：原田 和子（医療法人社団紘和会 平和台病院 看護部）
石井美紀子（日本赤十字社 福岡赤十字病院 看護部）
3-1「震災時のフットケア ー 熊本地震を経験して ー」
演者：千田 治道（医療法人 CCR せんだメディカルクリニック）
3-2「熊本地震におけるフットケア」
演者：山本智恵子（訪問ボランティアナースの会 キャンナス熊本）
3-3「皮膚科クリニックにおける糖尿病療養指導士 (CDE) の役割と課題」
演者：井上 順子（医療法人ホームケア よつばの杜クリニック）
3-4「看護師とリハビリスタッフで行うカンファレンスの有用性について～ ADL 維持を目指して」
演者：浜野真里菜（大分岡病院 看護師）
3-5 演題取り下げ
3-6「大分岡病院、ワークショップしています ～ワークショップを開催して見えてきたこと～」
演者：山口 祐希（大分岡病院 看護部）
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一般演題４

17:00-17:48



第１会場（9F  JR 九州ホール）

座長：竹之下博正（唐津赤十字病院 内科）
砂山 裕子（一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院 糖尿病看護認定看護師）
4-1「当院糖尿病透析患者のフットケアに関する意識調査」
演者：井手 章子（医療法人財団はまゆう会 新王子病院）
4-2「当院におけるフットケアシステムの課題と構築を、フットケア担当者への依頼内容から考える」
演者：平塚 元一（医療法人 八女発心会 姫野病院）
4-3「合併症を持つ重症下肢虚血患者の生活支援についての取り組み」
演者：杉下 綾佳（熊本中央病院 下肢血管病・創傷ケアセンター）
4-4「重症下肢虚血（CLI）の足潰瘍 ～早期介入によって重症化を予防できた一例～」
演者：坂 さとみ（医療法人 心信会 池田バスキュラーアクセス・透析・内科 透析室）
4-5「熊本地震における静脈血栓塞栓症の現況ー当院のデータからー」
演者：野田 勝生（熊本中央病院 循環器内科）
4-6「関節リウマチ患者の足病変について」
演者：古川 雅英（大分岡病院 創傷ケアセンター 形成外科）

一般演題５

17:50-18:30



第１会場（9F  JR 九州ホール）

座長：菊池
守（下北沢病院 形成外科）
5-1「当院における足病変に対する高気圧酸素治療の実態」
演者：上本 哲也（社会医療法人 喜悦会 那珂川病院 臨床工学室）
5-2「下肢バイパス術後に繰り返す下肢動脈閉塞および狭窄に対し、グラフトを介し血管内治療を
行った症例」
演者：西嶋 方展（熊本中央病院 循環器科）
5-3「TCC-EZ の使用経験」
演者：春日
麗（地方独立行政法人 大牟田市立病院）
5-4「関節リウマチ患者に対するフットウェアの効果」
演者：上口 茂徳（日本フットケアサービス株式会社）
5-5「歩行維持のためのチームアプローチ」
演者：松本 健吾（社会医療法人敬和会大分岡病院）

スポンサードセミナーⅢ

10:40-11:40



第２会場（10F  会議室）

「古武術の身体運用と発想に学ぶ介助技術」
座長：中村 秀敏（医療法人真鶴会 小倉第一病院 院長）
講師：岡田慎一郎（東京富士大学 特別講師 理学療法士）
共催：医療法人真鶴会 小倉第一病院

ランチョンセミナーⅡ

12:00-13:00

第２会場（10F  会議室）

「フットケアにおけるエラーをマネジメントする５つの力」
座長：竹内 一馬（社会医療法人喜悦会 那珂川病院 血管外科）
講師：西田 壽代（足のナースクリニック 代表）
共催：ニプロ株式会社

フットケア実技広場

13:30-16:30



企画：石橋理津子（社会医療法人 天神会 新古賀病院
① 13：30-14：30
・“ 動作 ” を診れるようになろう
講師：太田 頌子（社会医療法人 天神会 新古賀病院
② 14：30 ～ 15：30
・「静脈疾患における圧迫療法マスターになろう！」
講師：渡辺 直子（佐賀大学医学部附属病院 看護部）
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第２会場（10F  会議室）
看護部）
リハビリテーション課）

