
日　程　表

A 会場
（2階 中ホール）

B 会場
（2階  大ホールホワイエ）

C 会場
（1階 イベントホール）

D 会場
（1階 リハーサル室）

E 会場
（3階 大会議室）

18:00～  受付 ［2 階エントランス］

20:00-21:30  PicaPica（ピカピカ）懇親会 ［2 階ロビー］ 

9:15～開会式

2018 年 10 月 19 日（金）　会場：佐賀市文化会館

2018 年 10 月 20 日（土）　会場：佐賀市文化会館

18:30-19:50  イブニングセミナー ［C 会場  1 階イベントホール］
 座長：安西　慶三
 1 部　18：30 ～ 19：10　「糖尿病足病変の鑑別診断－皮膚科的アプローチから－」　
　演者：天野　正宏　　共催：科研製薬株式会社
 2 部　19：10 ～ 19：50　「佐賀大学における歩行解析から診た免荷・徐圧の有用性」　
　演者：上村　哲司　　共催：アルケア株式会社

16:45- 閉会式

8:30　開場、受付開始

10:00-10:48
一般演題 1「セルフ
ケア、フットケア」
座長：小島　基靖
　　　砂山　裕子

10:48-11:28
一般演題 2「治療 1」
座長：原田　慶美
　　　石橋理津子

14:15-14:47 一般演題 3
「フットウェア・リハビリ・その他」
座長：東盛　貴光
　　　井上　祐子
14:47-15:27
一般演題 4「治療 2」
座長：中川内玲子
　　　原田　和子
15:27-16:07
一般演題 5
「チーム医療連携」
座長：田中　摩弥
　　　江口　　忍

14:15-16:45 フットケア実技広場
「足病変、慢性創傷を持ちながら
生活する人を支えるフットケア」
企画：藤井　純子
講師：小田代敬太
　　　上口　茂徳
　　　石井美紀子
　　　石橋理津子
　　　安藤　恭代
　　　吉田のぞみ
　　　吉村　節子
　　　太田　頌子
　　　中村　美恵

11:50-12:00 地方会連絡会

8:30-16:45

9:20-11:20 大会長特別企画
｢足病変を極める ～足救済のための
多職種連携を考える～」
企画：小田代敬太
司会：山本　光孝、永渕　美樹
演者：伊東　啓行、平松　義博、渡辺　啓子
特別コメンテーター：
　小田代敬太、隈　博政、末松　延裕、
　高木　誠司、佛坂　浩、川﨑　東太、
　石井美紀子、馬場美代子、藤井　純子
コメンテーター：
　吉田のぞみ、吉村　節子、
　太田　頌子、高木　一範

10:00-11:30 ハンズオンセミナー
「How to compress ; 正しく下肢を
圧迫するデバイスの使い方」
企画：上村　哲司
講師：酒井　宏子、水町　麻里
共催：グンゼ株式会社
　　　テルモ株式会社
　　　九州メディカルサービス株式会社
　　　アルケア株式会社

14:15-15:35 実技企画
「足の元気をいつまでも！介護職の
為のフットケア
～脚の筋力を改善するシンプル・
シニア エクササイズと「足と爪の
ケア」から健康を守る～」
司会：竹之下博正
講師：中島さとみ、松田　拓朗
共催：NPO 法人足もと健康サポートねっと
協力：株式会社大塚製薬工場

12:10-13:10 ランチョンセミナーⅠ
「糖尿病療養指導カードシステムミニレクチャー
～カードシステムを用いたフットケア～」
司会：松田やよい
演者：安西　慶三
共催：ノボノルディスクファーマ株式会社
　　　株式会社中島製作所

12:10-13:10 ランチョンセミナーⅡ
「循環器内科医の立場から足を『みる』
～血管内治療の最前線」
座長：伊東　啓行
演者：横井　宏佳
共催：日本メドトロニック株式会社

13:15-14:15 特別講演
「糖尿病と足：足をみて守る」
座長：安西　慶三
演者：渥美　義仁

14:15-15:05 スポンサードセミナーⅠ
「エビデンスからみたアンギオサムコンセプト
―血管内治療におけるアンギオサム意義」
座長：山本　光孝
演者：飯田　　修
共催：カーディナルヘルスジャパン合同会社

11:20-11:50 大会長講演
「足病変を持っている人をみる」
座長：横井　宏佳　演者：安西　慶三

16:05-16:45 スイーツセミナー
「心をケアして、足もケアする
～自分の足で立って歩き続けるために～」
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座長：小野　恭裕
演者：松島　　淳
共催：医療法人社団高邦会
　　　高木病院
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プログラム

10月19日（金）
イブニングセミナー 18：30 ～ 19：50	 　C会場（1階	イベントホール）

座長：安西　慶三（佐賀大学医学部　肝臓・糖尿病・内分泌内科　教授）
１部　18：30 ～ 19：10　「糖尿病足病変の鑑別診断－皮膚科的アプローチから－」
演者：天野　正宏（宮崎大学医学部附属病院　皮膚科　教授）
共催：科研製薬株式会社
２部　19：10 ～ 19：50　「佐賀大学における歩行解析から診た免荷・徐圧の有用性」
演者：上村　哲司（佐賀大学医学部　形成外科　診療教授）
共催：アルケア株式会社

懇親会 20：00 ～ 21：30	 佐賀市文化会館　2階ロビー

（懇親会受付19：45 ～）
「PicaPica(ピカピカ)懇親会」

10月20日（土）
大会長特別企画 9：20 ～ 11：20　	 　A会場（2階	中ホール）

企画責任者：小田代敬太（九州大学大学院医学研究院病態修復内科学（第一内科）応用病態修復学講座　准教授）
　　　司会：山本　光孝（医療法人	原三信病院　循環器科　部長　心臓カテーテル室長）
　　　　　　永渕　美樹（佐賀大学医学部附属病院　看護部　慢性疾患看護専門看護師）

「当院における重症下肢虚血に対する治療の実際：血行再建と創処置」
　　　演者：伊東　啓行（済生会福岡総合病院　血管外科　主任部長）

「全身管理としての多職種栄養連携の重要性」
　　　演者：渡邉　啓子（公立学校共済組合　九州中央病院　医療技術部栄養管理科）

「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―」
　　　演者：平松　義博（社会医療法人天神会　古賀病院21）

特別コメンテーター：
　小田代敬太（	九州大学大学院医学研究院　病態修復内科（第一内科）　応用病態修復学講座　

准教授）
　隈　博政（医療法人明楽会	くまクリニック　外科	 理事長）
　末松　延裕（済生会福岡総合病院　循環器内科　主任部長）
　髙木　誠司（福岡大学医学部　形成外科　准教授）
　佛坂　浩（一般社団法人　佐賀県薬剤師会　会長）
　川﨑　東太（佐賀大学医学部附属病院　先進総合機能回復センター）
　石井　美紀子（福岡赤十字病院　専門外来　師長）
　馬場　美代子（	一般社団法人ライフナビゲート　在宅看護センター佐賀ほっこり　代表理事、

訪問看護師）
　藤井　純子（佐賀大学医学部附属病院　総合・専門外来　糖尿病看護認定看護師）
コメンテーター：
　吉田のぞみ（日本赤十字社　唐津赤十字病院　看護部　3西病棟）
　吉村　節子（社会医療法人財団	白十字会　白十字病院　外来　外来課長）
　太田　頌子（社会医療法人	天神会　新古賀病院　リハビリテーション部　理学療法士）
　高木　一範（一般社団法人	唐津東松浦薬剤師会薬局　薬局長）
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大会長講演 11：20 ～ 11：50　	 A会場（2階	中ホール）	

「足病変を持っている人をみる」
座長：横井　宏佳（福岡山王病院　循環器内科　循環器センター長）
演者：安西　慶三（佐賀大学医学部　肝臓・糖尿病・内分泌内科　教授）

ランチョンセミナーⅠ 12：10 ～ 13：10　	 A会場（2階	中ホール）

「糖尿病療養指導カードシステムミニレクチャ－～カードシステムを用いたフットケア～」
座長：松田やよい（佐賀大学医学部　肝臓・糖尿病・内分泌内科）
　　　　　　　　	（九州大学大学院医学研究院　病態制御内科学　助教）
演者：安西　慶三（佐賀大学医学部　肝臓・糖尿病・内分泌内科　教授）

特別講演 13：15 ～ 14：15　	 　A会場（2階	中ホール）	

「糖尿病と足：足をみて守る」
座長：安西　慶三（佐賀大学医学部　肝臓・糖尿病・内分泌内科　教授）
演者：渥美　義仁（永寿総合病院	糖尿病臨床研究センター）

スポンサードセミナーⅠ 14：15 ～ 15：05　	 　A会場（2階	中ホール）	

「エビデンスからみたアンギオサムコンセプト�–血管内治療におけるアンギオサム意義」
座長：山本　光孝（医療法人原三信病院　循環器科　部長　心臓カテーテル室長）
演者：飯田　修(独立行政法人	労働者健康安全機構　関西労災病院　循環器内科　副部長)

スイーツセミナー 16：05 ～ 16：45	 　A会場（2階	中ホール）	

「心をケアして、足もケアする～自分の足で立って歩き続けるために～」
座長：小野　恭裕	（医療法人社団高邦会　高木病院　内分泌代謝・糖尿病内科　内科部長）	 	

	（国際医療福祉大学　准教授）
演者：松島　　淳（佐賀大学医学部　精神医学講座　助教）
共催：医療法人社団高邦会　高木病院

ランチョンセミナーⅡ 12：10 ～ 13：10　	 　C会場（1階	イベントホール）	

「循環器内科医の立場から足を『みる』～血管内治療の最前線」
座長：伊東　啓行（済生会福岡総合病院　血管外科　主任部長）
演者：横井　宏佳（福岡山王病院　循環器内科　循環器センター長）

フットケア実技広場 14：15 ～ 16：45	 　C会場（1階	イベントホール）	

「足病変、慢性創傷を持ちながら生活する人を支えるフットケア」
企画責任者：藤井　純子（佐賀大学医学部附属病院　総合・専門外来）
講　　　師：小田代敬太（	九州大学大学院医学研究院　病態修復内科（第一内科）　	 	

応用病態修復学講座　准教授）
石橋理津子（佐賀大学医学部　形成外科　技術補佐員看護師）
上口　茂徳（日本フットケアサービス株式会社　義肢装具士）
石井　美紀子（福岡赤十字病院　専門外来　師長）
安藤　恭代（医療法人朝霧会	じんの内医院　透析センター　透析看護認定看護師）
吉田　のぞみ（唐津赤十字病院　3西病棟）
吉村　節子（社会医療法人財団	白十字会　白十字病院　外来　外来課長）
太田　頌子（社会医療法人	天神会　新古賀病院　リハビリテーション部　理学療法士）
中村　美恵（佐賀大学医学部附属病院　看護部）
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ハンズオンセミナー 10：00 ～ 11：30	 　D会場（1階	リハーサル室）	

「How�to�compress�;正しく下肢を圧迫するデバイスの使い方」
企画責任者：上村　哲司（佐賀大学医学部　形成外科　診療教授）
講　　　師：酒井　宏子（佐賀大学医学部附属病院　看護部　皮膚・排泄ケア認定看護師）
　　　　　　水町　麻里（佐賀大学医学部附属病院　リンパ浮腫外来）

実技企画 14：15 ～ 15：35　	 　D会場（1階	リハーサル室）	

「足の元気をいつまでも！介護職の為のフットケア
��～脚の筋力を改善するシンプル・シニア�エクササイズと「足と爪のケア」から健康を守る～」
司会：竹之下博正（たけのしたクリニック　院長）
講師：中島さとみ（フット専門店　a	Sea　代表）
　　　松田　拓朗（福岡大学病院　リハビリテーション部　健康運動指導士）

一般演題 1「セルフケア、フットケア」 10：00 ～ 10：48　	 　E会場（3階	大会議室）	

座長：小島　基靖（済生会唐津病院　内科）
　　　砂山　裕子（財団法人平成紫川会	社会保険　小倉記念病院　看護相談科）

1-1「足病変のある糖尿病患者の下肢自己観察行動へのアプローチにおける変化と効果について」
演者：加藤　洋子（日本海員掖済会　門司掖済会病院　東6病棟）

1-2「慢性創傷患者への特定行為実践と今後の課題　～慢性創傷患者の在宅医療を目指して～」
演者：長友　真弓（JCHO宮崎江南病院　看護部）

1-3「フットケア外来立ち上げの経緯と院内の取り組み」
演者：中尾小夜子（朝倉医師会病院　看護部）

1-4「�足潰瘍をきっかけに糖尿病治療に対する行動変容が認められた1例�
～皮膚科クリニックでのCDEとしての関わり～」
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）

1-5「通院患者のフットケアの認知度と予防的フット」
演者：島袋　夕子（社会医療法人かりゆし会　ハートライフクリニック　糖尿病内科）

1-6「入院を拒否する足潰瘍を持つ糖尿病未治療患者への支援」
演者：原田　和子（医療法人社団　紘和会　平和台病院　看護部）

一般演題 2「治療 1」 10：48 ～ 11：28　	 　E会場（3階	大会議室）	

座長：原田　慶美（佐賀県医療センター好生館　形成外科）
　　　石橋理津子（佐賀大学医学部　形成外科　技術補佐員看護師）

2-1「当科における足底鶏眼に対する外科的治療の検討」
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）

2-2「重症下肢虚血による難治性下肢潰瘍で切断回避を目指した事例�～はちみつを使用した治療効果～」
演者：竹内　優子（友愛記念病院	消化器外科）

2-3「装具による踵免荷中に潰瘍増悪を呈し、踵骨骨折に至った一例
演者：川野　啓成（大隅鹿屋病院　形成外科）

2-4「閉塞性動脈硬化症による重症下肢虚血に対する大切断術後の予後の検討
演者：柳澤　明宏（田川市立病院　形成外科）

2-5「PAT(perifascial�areolar�tissue)移植を用いた難治性下肢潰瘍治療の検討
演者：井野　　康（久留米大学医療センター　足病変・皮膚潰瘍治療外来）
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一般演題 3「フットウェア・リハビリ・その他」 14：15 ～ 14：47　	 　E会場（3階	大会議室）	

座長：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）
　　　井上　祐子（足のナースステーションHigh	Five）

3-1「下肢慢性創傷患者に対する再発予防に向けた作業療法士の関わり」
演者：益田　愛海（社会医療法人　敬和会　大分岡病院　総合リハビリテーション課）

3-2「荷重計測システムF-スキャンⅡから診た足底潰瘍の基礎研究」
演者：渡邊　英孝（佐賀大学医学部附属病院　形成外科）

3-3「足病変を繰り返す患者へフットウエア取り入れたことで症状が改善した1症例」
演者：河野　里沙（医療法人萌誠会　海老原クリニック）

3-4「前足部切断患者の歩行時足底負荷量の傾向」
演者：工藤　元輝（社会医療法人	敬和会	大分岡病院	総合リハビリテーション課）

一般演題 4「治療 2」 14：47 ～ 15：27　	 　E会場（3階	大会議室）

座長：中川内玲子（医療法人中川内医院）
　　　原田　和子（医療法人社団紘和会	平和台病院　看護部）

4-1「壊死性筋膜炎を合併した重症下肢虚血の一例」
演者：西嶋　方展（熊本中央病院　循環器科）

4-2「重症下肢虚血により熱傷が重篤化した2例」
演者：古川　雅英（大分岡病院　創傷ケアセンター　形成外科）

4-3「TCC-EZとVAC�ultaの併用により改善した糖尿病性足潰瘍の治療経験」
演者：春日　　麗（地方独立行政法人大牟田市立病院）

4-4「骨髄炎を伴った糖尿病性足病変を集学的に治療した1例」
演者：宮内　栄治（川内市医師会立市民病院　循環器内科）

4-5「�分子標的薬による下肢爪周囲炎をきたした患者がフットケア外来通院により症状改善した3
事例報告」
演者：濱田　知美（川内市医師会立市民病院）

一般演題 5「チーム医療連携」 15：27 ～ 16：07　	 　E会場（3階	大会議室）	

座長：田中　摩弥（よつばの杜クリニック　皮膚科）
　　　江口　　忍（佐賀県医療センター好生館　看護部）

5-1「フットケアの取り組み及び下肢潰瘍が治癒に至った症例」
演者：西村　悦子（日本郵政株式会社　福岡逓信病院）

5-2「遠隔医療による地域包括の取り組み」
演者：松本　健吾（社会医療法人敬和会大分岡病院　創傷ケアセンター）

5-3「足病センター開設１年間の検討」
演者：石原　康裕（新古賀病院　形成外科）

5-4「足病変に対する当院でのアプローチ」
演者：仲村　和也（ハートライフ病院　リハビリテーション科）

5-5「足病変患者の歩行維持を図る工夫　免荷看護について」
演者：中村　結希（大分岡病院　看護部　４病棟）
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