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会長企画

5 月 25 日（木）17:30 〜 18:30 B 会場（5 階 501）

座長：横井 宏佳（福岡山王病院 循環器センター）
大浦 紀彦（杏林大学医学部形成外科）
アジアの CLI 事情

How we manage CLI patients in Asian countries

Seung-Whan Lee（Asan Medical Center（Korea））
Hsuan-Li Huang（Taipei Tzu Chi General Hospital（Taiwan））
Bryan Yan（Prince of Wales Hospital（Hong Kong））
仲間 達也（宮崎市郡医師会病院 心臓病センター 循環器内科）

会長講演

5 月 26 日（金）13:15 〜 13:30 A 会場（3 階 メインホール）

司会：小林 修三（湘南鎌倉総合病院 腎臓病総合医療センター）
PL

日本における重症下肢虚血診療の過去・現在・未来
横井 宏佳（福岡山王病院 循環器センター）

理事会企画シンポジウム

5 月 26 日（金）13:30 〜 15:15 A 会場（3 階 メインホール）

司会：大浦 武彦（日本下肢救済・足病学会 理事長 / 医療法人社団廣仁会 褥瘡・創傷治癒研究所）
横井 宏佳（福岡山王病院 循環器センター）

足病分野の法制化に向けて
BD-1

基調講演
下肢末梢動脈疾患指導管理加算の創設と今後の法整備に向けて
秋野 公造（参議院議員・医学博士）

BD-2

足病のガイド作成に向けて
大浦 紀彦（杏林大学医学部形成外科）

BD-3

治療の適正化、標準化
中村 正人（東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科）

BD-4

重症化予防と遠隔医療相談―専門医への迅速なアクセス実現に向けて―
東 信良（旭川医科大学 外科学講座血管外科学分野）

BD-5

腎移植の現状と問題点〜足病重症化予防の可能性〜
谷口 雅彦（聖マリア病院 移植外科）

特別発言

わが国の臓器提供の現状と献腎移植の意義
湯沢 賢治（日本移植学会 副理事長 / 国立病院機構水戸医療センター長）

特別講演 1

5 月 26 日（金）11:15 〜 12:05 B 会場（5 階 501）

座長：古森 公浩（名古屋大学大学院 医学系研究科 血管外科）
SL1

糖尿病足壊疽に対する下肢救済外科治療
笹嶋 唯博（江戸川病院 血管病センター）
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特別講演 2

5 月 26 日（金）17:50 〜 18:20 B 会場（5 階 501）

座長：大浦 紀彦（杏林大学医学部形成外科）
鈴木 由香（独立行政法人 医薬品医療機器総合機構）
横井 宏佳（福岡山王病院 循環器センター）
SL2

医療イノベーションの PDCA サイクル
福島 雅典（（公財）先端医療振興財団 臨床研究情報センター）

特別講演 3

5 月 27 日（土）11:00 〜 11:50 B 会場（5 階 501）

座長：中村 正人（東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科）
SL3

重症虚血肢に対する血管内治療の現状と問題点
横井 良明（岸和田徳洲会病院 循環器内科）

教育講演 1

5 月 26 日（金）9:00 〜 10:00 D 会場（4 階 409+410）

座長：市岡 滋（埼玉医科大学 形成外科）
EL1

糖尿病患者の歩行を守る
寺師 浩人（神戸大学 医学部附属病院 形成外科）

教育講演 2

5 月 26 日（金）10:10 〜 11:10 D 会場（4 階 409+410）

座長：佐藤 勝彦（カレスサッポロ時計台記念病院 循環器センター）
EL2

糖尿病足潰瘍の予防・治療と血糖コントロール
渥美 義仁（永寿総合病院 糖尿病臨床研究センター）

教育講演 3

5 月 26 日（金）16:20 〜 17:00 D 会場（4 階 409+410）

座長：吉川 公彦（奈良県立医科大学 放射線科・IVR センター）
EL3

慢性腎臓病患者における血管石灰化
小林 修三（湘南鎌倉総合病院 腎臓病総合医療センター）

教育講演 4

5 月 26 日（金）17:00 〜 17:50 D 会場（4 階 409+410）

座長：宮本 明（総合高津中央病院 心臓血管センター）
EL4

膝下動脈病変に対する血管内治療の現状
浦澤 一史（社会医療法人社団カレスサッポロ 時計台記念病院 循環器センター）

教育講演 5

5 月 26 日（金）17:50 〜 18:30 D 会場（4 階 409+410）

座長：加藤 理賀子（川崎市立川崎病院 看護部）
EL5

特定行為に係る看護師の研修制度は創傷医療をどう変えるか？
溝上 祐子（公益社団法人日本看護協会 看護研修学校 認定看護師教育課程）
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教育講演 6

5 月 26 日（金）18:30 〜 19:10 D 会場（4 階 409+410）

座長：森 小律恵（公益社団法人日本看護協会 看護研修学校 認定看護師教育課程）
EL6

慢性疾患看護とフットケア
瀬戸 奈津子（関西医科大学 看護学部 設置準備室）

教育講演 7

5 月 27 日（土）8:30 〜 9:15 D 会場（4 階 409+410）

座長：中西 健史（滋賀医科大学 皮膚科）
EL7

重症下肢虚血における創傷治療―形成外科が考える新しいチーム医療―
大浦 紀彦（杏林大学医学部形成外科）

教育講演 8

5 月 27 日（土）9:15 〜 10:00 D 会場（4 階 409+410）

座長：太田 敬（大雄会第一病院 血管外科）
EL8

アウトカムを見据えた下肢血行再建選択
東 信良（旭川医科大学 外科学講座血管外科学分野）

教育講演 9

5 月 27 日（土）10:00 〜 11:00 D 会場（4 階 409+410）

座長：中西 秀樹（田岡病院 形成外科・創傷治癒センター）
EL9

特別企画 1

下肢の感染症予防
岩田 健太郎（神戸大学大学院医学研究科 感染治療学）

JET 合同企画（ビデオライブ・ショートレクチャー）

JET 合同企画 1：膝下血管と戦う！ EVT の基本戦略とその攻略方法
5 月 26 日（金）9:00 〜 10:30 第 2 会場（2 階 多目的ホール）

座長：河原田 修身（国立循環器病研究センター 心臓血管内科）
山本 光孝（原三信病院 循環器科）
EVT1-1

膝下血管への EVT の基本戦略 - simple one straight line 新谷 嘉章（新古賀病院 心臓血管センター循環器科）

EVT1-2

アンギオサムとは何か、アンギオサムガイド EVT の実際
鈴木 健之（東京都済生会中央病院 循環器科）

EVT1-3

たくさん開ける事は良い事だ？ Multi-vessel revascularization の実際
伊元 裕樹（福岡和白病院 循環器内科）

EVT1-4

より末梢へ、これからの Challenge（Below-the ankle, pedal intervention）
椿本 恵則（京都第二赤十字病院 循環器内科）
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JET 合同企画 2：複雑病変への EVT どのテクニックを、どこで、どの様に活用するか？
5 月 26 日（金）10:30 〜 12:00 第 2 会場（2 階 多目的ホール）

座長：浦澤 一史（カレスサッポロ時計台記念病院 循環器センター）
末松 延裕（済生会福岡総合病院 循環器内科）
EVT2-1

Distal puncture をいつどのように、どうやって活用するか
仲間 達也（宮崎市郡医師会病院 心臓病センター 循環器内科）

EVT2-2

Peroneal puncture 適応とテクニック
佐藤 友保（あかね会土谷総合病院 放射線科）

EVT2-3

More distal puncture 適応とテクニック
金子 喜仁（春日部中央総合病院 循環器科）

EVT2-4

Trans-collateral / trans-pedal retrograde approach 適応とテクニック
原口 拓也（時計台記念病院 心臓血管センター）

JET 合同企画 3：全部魅せます！バイパス手術の全て（外科手術ビデオライブ）
5 月 26 日（金）15:20 〜 16:50 第 2 会場（2 階 多目的ホール）

座長：北野 育郎（新須磨病院 外科）
三井 信介（済生会八幡総合病院 血管外科）
EVT3-1

外科手術以外に選択なし！総大腿動脈内膜摘除
伊東 啓行（済生会福岡総合病院 心臓血管・大動脈センター 血管外科）

EVT3-2

バルーン or ステント？いえいえ大腿膝窩はバイパスでしょ（FP バイパス）
児玉 章朗（名古屋大学大学院 血管外科）

EVT3-3

他に選択肢なし！血栓にはフォガティカテーテル（ALI へのフォガティ）
藤村 直樹（東京都済生会中央病院 血管外科）

EVT3-4

全て魅せます、外科の奥義、Distal bypass
北野 育郎（新須磨病院 外科）
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JET 合同企画 4：全て見せます、重症下肢虚血の創傷管理
5 月 26 日（金）16:50 〜 18:20 第 2 会場（2 階 多目的ホール）

座長：田中 克己（長崎大学医学部 形成外科）
富村 奈津子（公益社団法人鹿児島共済会 南風病院 整形外科）
EVT4-1

内科でどこまで介入するか？局所麻酔下での足趾離断
平野 敬典（済生会横浜市東部病院 循環器内科）

EVT4-2

感染創に対する debridement の実際 〜いつ、どこまで開けるか〜
古川 雅英（大分岡病院 創傷ケアセンター 形成外科）

EVT4-3

R6、どこまで頑張る？

〜 TMA、リスフラン、ショパールなど

〜 Minor amputation & Gait salvage が良いと思います
寺部 雄太（東京西徳洲会病院 形成外科）
EVT4-4

見せます！骨髄炎合併 CLI に対する最適な足趾切断術
藤井 美樹（北播磨総合医療センター 重症虚血肢センター 形成外科）
共催：アボット バスキュラー ジャパン株式会社 / カーディナル ヘルス ジャパン /
日本メドトロニック株式会社 / ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

JET 合同企画

ランチョンセミナー：Olive Registry を読み解く
5 月 26 日（金）12:10 〜 13:10 第 2 会場（2 階 多目的ホール）

座長：大浦 紀彦（杏林大学医学部形成外科）
中村 正人（東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科）
JLS-1
JLS-2

Olive Registry とは
中村 正人（東邦大学医療センター大橋病院

循環器内科）

Olive Registry は本邦の CLI 治療に何をもたらしたか
血行再建の視点から
飯田 修（関西ろうさい病院 循環器内科）
創傷治療の視点から
大浦 紀彦（杏林大学医学部形成外科）

JLS-3

創傷治療の為の EVT 至適エンドポイントは？
岡本 慎（関西ろうさい病院 循環器内科）
佐々木 伸也（公益財団法人宮城厚生協会 坂総合病院 循環器科）

JLS-4

総合討論
共催：アボット バスキュラー ジャパン株式会社 / カーディナル ヘルス ジャパン /
日本メドトロニック株式会社 / ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

ショートレクチャー

5 月 26 日（金）18:20 〜 18:35 第 2 会場（2 階 多目的ホール）

The accurate vessel puncture lead to successful EVT procedure
講師：藤原 昌彦（岸和田徳洲会病院 循環器内科）
共催：Cook Japan 株式会社
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特別企画 2 日本靴医学会合同シンポジウム
5 月 26 日（金）16:20 〜 17:50 A 会場（3 階 メインホール）

座長：塩之谷 香（塩之谷整形外科）
竹内 一馬（社会医療法人喜悦会 那珂川病院 血管外科・循環器科）

救肢における靴の重要性
SE2-1

糖尿病足病変患者の履物の意識調査
遠藤 拓（バン産商株式会社 フスウントシュー インスティテュート）

SE2-2

わが国における糖尿病靴の現状
関 耕二（有限会社 バイタルフス高知）

SE2-3

救肢につなげる患者教育と靴に対する意識
杉田 和枝（高村内科クリニック）

SE2-4

糖尿病患者の足を守る靴の重要性 〜たかが靴、されど靴〜
家城 恭彦（富山市立富山市民病院 内分泌代謝内科）

SE2-5

救肢における靴の重要性 - 整形外科医の立場から 門野 邦彦（南奈良総合医療センター 整形外科）

特別企画 3 日本フットケア学会合同企画
5 月 27 日（土）15:00 〜 16:30 A 会場（3 階 メインホール）

司会：上村 哲司（2018 年度日本フットケア学会年次学術集会 会長）
横井 宏佳（第 9 回日本下肢救済・足病学会学術集会 会長）

足救済の為の団結
SE3-1

日本フットケア学会の歩み
加納 智美（日本フットケア学会）

SE3-2

日本下肢救済・足病学会の歩み
佐藤 勝彦（日本下肢救済・足病学会）

SE3-3

両学会の認定師、指導士制度について
寺師 浩人（日本下肢救済・足病学会）
小笠原 祐子（日本フットケア学会）

SE3-4

両学会で目指す将来
司会：上村 哲司
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シンポジウム 1

5 月 26 日（金）16:20 〜 17:50 B 会場（5 階 501）

座長：富田 益臣（下北沢病院 糖尿病センター）
柳瀬 敏彦（福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科）

PAD の早期発見・治療のための糖尿病診療
SY1-1

糖尿病患者における足関節上腕血圧比（ABI）と脈波伝播速度（PWV）を用いた
PAD スクリーニングの意義
前田 泰孝（九州大学大学院医学研究院 病態制御内科学）

SY1-2

糖尿病性腎症、透析患者における PAD のリスクマネジメント
中村 秀敏（医療法人真鶴会小倉第一病院）

SY1-3

PAD 治療における薬物治療の効果と限界
西部 俊哉（東京医科大学 医学部心臓血管外科）

SY1-4

チーム医療としての糖尿病フットケア外来：ゲートキーパーとしてのナースの役割
内田 みさ子（茨城県厚生連 総合病院土浦協同病院 看護部）

シンポジウム 2

5 月 26 日（金）9:00 〜 10:30 C 会場（5 階 502+503）

座長：上村 哲司（佐賀大学医学部 形成外科）
前川 二郎（横浜市立大学 形成外科）

下肢リンパ浮腫の病態と治療
SY2-1

リンパ移植術
山下 修二（東京大学 医学部形成外科）

SY2-2

リンパ管静脈吻合術
古川 洋志（北海道大学 形成外科）

SY2-3

リンパ浮腫に対する先進的医療
齊藤 幸裕（旭川医科大学 医学部外科学講座血管外科）

SY2-4

リンパ浮腫の看護ケア
作田 裕美（大阪市立大学大学院 看護学研究科）

SY2-5

リンパドレナージと弾性ストッキングー外来で行う集中排液治療戦略ー
戸崎 綾子（東神奈川とさき治療院）
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シンポジウム 3（スポンサードシンポジウム）

5 月 26 日（金）10:30 〜 11:45 C 会場（5 階 502+503）

座長：星野 俊一（日本静脈学会 名誉会長 / 社会医療法人福島厚生会 福島第一病院 理事長 /
福岡県立医科大学

心臓血管外科学講座

名誉教授）

下肢静脈の世界 - このシンポを聞けばすべて分かります SY3-1

静脈は流れるー下肢静脈疾患の基礎とその歴史
孟 真（横浜南共済病院）

SY3-2

静脈うっ滞症状を呈する一次性下肢静脈瘤に対する治療法について
小川 智弘（福島第一病院 心臓血管外科）

SY3-3

静脈うっ滞を原因とする下腿難治性潰瘍の病態理解と治療選択
春田 直樹（仁鷹会たかの橋中央病院 血管外科）

SY3-4

深部静脈不全に対する治療
星野 祐二（福岡山王病院 血管外科）
協賛：日本コヴィディエン株式会社

シンポジウム 4

5 月 27 日（土）8:30 〜 10:00 A 会場（3 階 メインホール）

コーディネーター：石井 義輝（医療法人真鶴会 小倉第一病院 形成外科）

救肢の地域包括ケア〜医療の『外』を理解する〜
SY4-1

基調講演
人口減少社会における医療と介護
高橋 泰（国際医療福祉大学大学院）

SY4-2

下肢救済に係わる医療マネージメント−４つの視点で、３つの下肢疾患を整理するー
高水 勝（スリーエムジャパン株式会社 ヘルスケアカンパニー）

SY4-3

フォーマルフットケアとインフォーマルフットケアを考える
大場マッキー 広美（株式会社マザーライク フットケアセンター山形 /
一般社団法人フットヘルパー協会 /

一般社団法人日本トータルフットマネジメント協会）

SY4-4

face to face で “ 真の連携 ” を目指す！
古野 佐由里（ストマート株式会社 皮膚・排泄ケア支援事業部）
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シンポジウム 5

5 月 27 日（土）13:30 〜 15:00 A 会場（3 階 メインホール）

司会：大浦 紀彦（杏林大学医学部形成外科）
溝上 祐子（公益社団法人日本看護協会 看護研修学校 認定看護師教育課程）

フットケアと創傷管理の融合を目指してー下肢救済のために結集する看護の力ー
SY5-1

救肢後の足を守る足病ケア外来の現状と課題
松岡 美木（埼玉医科大学病院 褥瘡対策管理室）

SY5-2

地域で行う看護師の下肢創傷管理
間宮 直子（大阪府済生会吹田病院 看護部）

SY5-3

下肢創傷の管理と生活の調和を目指した看護の再考
藤井 純子（佐賀大学医学部附属病院 看護部 総合・専門外来）

SY5-4

チームで関わるフットケアとその効果
原田 和子（医療法人社団紘和会 平和台病院 看護部）

シンポジウム 6 第 4 回糖尿病足病変手術研究会シンポジウム
5 月 27 日（土）8:30 〜 10:20 B 会場（5 階 501）

1. 糖尿病足病変患者における予防的手術の適応とは？〜症例フォローを通じて〜
座長：菊池 守（下北沢病院 形成外科）
SY6-1

Claw toe に対する屈筋腱切離術の 7 年経過報告
藤井 美樹（北播磨総合医療センター形成外科・重症虚血肢センター）

SY6-2

患者にとっての糖尿病足病変手術とは
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）

SY6-3

低侵襲下経皮的アキレス腱延長術の効果と方法
寺部 雄太（東京西徳洲会病院 形成外科）

2. 重症虚血肢に対する膝下切断術を再考する
座長：早稲田 明生（荻窪病院 整形外科）
SY6-4

重症虚血肢に対する膝下切断術を再考する
木村 浩彰（広島大学病院 リハビリテーション科）

SY6-5

外傷とは違う糖尿病、重症下肢虚血の大切断
寺部 雄太（東京西徳洲会病院 形成外科）
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シンポジウム 7

5 月 27 日（土）13:30 〜 15:00 B 会場（5 階 501）

座長：大浦 武彦（医療法人社団廣仁会 褥瘡・創傷治癒研究所）
横井 宏佳（福岡山王病院 循環器センター）

CLI 患者の下肢血流評価〜レーザースペックルフローグラフィー（LSFG-PFI）の臨床応用〜
SY7

基調講演
レーザースペックルフローグラフィーの開発経緯と現状
藤居 仁（ソフトケア（有））

SY7-1

下肢バイパス術症例の使用経験
菊地 信介（旭川医科大学 外科学講座 血管・呼吸・腫瘍病態外科学分野）

SY7-2

下肢血管内治療症例の使用経験
仲間 達也（宮崎市郡医師会病院 心臓病センター 循環器内科）

SY7-3

創治療を見越した血管内治療の使用経験
金子 匡行（社会医療法人敬和会 大分岡病院 循環器内科）
松本 健吾（社会医療法人敬和会 大分岡病院 形成外科）

SY7-4

透析症例の使用経験
村上 雄二（福岡山王病院 循環器内科）

シンポジウム 8

5 月 27 日（土）15:00 〜 16:40 B 会場（5 階 501）

座長：秋田 定伯（福岡大学医学部 寄付研究連携形成外科学・創傷再生学講座）
室原 豊明（名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科学）

下肢救済・足病と再生医療
SY8-1

慢性重症下肢虚血に対する自家末梢血 CD34 陽性細胞移植による血管再生治療
川本 篤彦（先端医療振興財団 先端医療センター 再生治療ユニット）

SY8-2

人工真皮 + 増殖因子 + 自家培養表皮移植による質的改善を伴う下肢部創傷再生医療
吉本 浩（長崎大学 形成外科）

SY8-3

使用予定のヒト羊膜同種移植片（EpiFlx®、AmnioFlx）を用いた下肢再生治療
大山 拓人（福岡大学 医学部形成外科）

SY8-4

細胞成長因子徐放効果を持つ新規人工真皮の製品化
森本 尚樹（関西医科大学 形成外科）

SY8-5

Diabetic Foot Care in Taiwan
Yur-Ren Kuo（Professor and Chief, Division of Plastic Surgery；Vice-Chairman, Department of Surgery,
Kaohsiung Medical University Hospital, Taiwan）

SY8-6

虚血肢治療用低侵襲ナノ粒子製剤の実用化臨床試験
江頭 健輔（九州大学 循環器病未来医療研究センター）

SY8-7

自己皮下脂肪組織由来再生細胞を用いた重症四肢虚血の血管再生療法
近藤 和久（名古屋大学大学院医学系研究科 循環器内科）
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シンポジウム 9

5 月 27 日（土）13:30 〜 15:00 C 会場（5 階 502+503）

座長：菰田 哲夫（医療法人こもたクリニック）
末松 延裕（済生会福岡総合病院 循環器内科）

透析患者の下肢末梢動脈指導管理
SY9-1

透析患者における末梢動脈疾患の管理および下肢血流評価に関するアンケート
（下肢末梢動脈指導管理加算の説明、透析室での下肢末梢動脈管理加算運用の実情）
菊地 勘（医療法人社団豊済会 下落合クリニック 腎臓内科）

SY9-2

福岡県透析医会における下肢末梢動脈管理に関するアンケートまとめ
内田 裕士（福岡赤十字病院 腎臓内科）

SY9-3

形成外科医から見た透析患者の下肢病変について
古川 雅英（大分岡病院 創傷ケアセンター 形成外科）

SY9-4

まだまだ発展途上 ?! 当院フットケアの現状 〜透析室看護師から地域へ発信しよう〜
北 和子（社会医療法人明陽会 成田記念病院）

SY9-5

透析患者の下肢病変に対する血管内治療の実情と限界
安藤 弘（春日部中央総合病院 心臓病センター 循環器科）

シンポジウム 10

5 月 27 日（土）13:30 〜 15:10 D 会場（4 階 409+410）

座長：岡田 匡（マミ皮フ科クリニック）
三井 秀也（ツカザキ病院 心臓血管外科）

マゴットセラピーの達人たちに聞く
マゴットセラピーはこのように使う！（各診療科の立場から）
SY10-1

マゴットセラピーの適応とその実際
三井 秀也（ツカザキ病院 心臓血管外科）

SY10-2

マゴットセラピーはこのように使う！：整形外科の立場から
吉田 桂（JA 新潟厚生連 豊栄病院 整形外科）

SY10-3

マゴットセラピーにおける下肢温存治療の実際 〜整形外科医の立場から〜
星 亨（東大和病院 整形外科）

SY10-4

重症虚血肢に対するマゴットセラピー
東田 隆治（横浜総合病院 心臓血管外科）

SY10-5

足関節ブロック〜マゴットセラピーを活用するために知っておきたい診療ツール
〜皮膚科の立場から
竹本 啓伸（つがる西北五広域連合 つがる総合病院 皮膚科）

SY10-6

マゴットセラピー 〜形成外科医の立場から〜
西嶌 暁生（新東京病院 形成外科・美容外科）
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シンポジウム 11

5 月 27 日（土）13:30 〜 15:00 F 会場（4 階 413+414）

座長：大谷 則史（製鉄記念室蘭病院 心臓血管外科）
富村 奈津子（公益社団法人鹿児島共済会 南風病院 整形外科）

重症虚血肢に対して整形外科医はどう向き合うべきか
〜足病変に対する救肢治療への関わり・救肢、救命できない場合の対応について〜
SY11-1

救肢不能例への strategy
花岡 英二（JCHO 千葉病院 整形外科）

SY11-2

地域の整形外科診療における虚血肢治療の現状について
門野 邦彦（南奈良総合医療センター整形外科）

SY11-3

過疎地域の整形外科の救肢に対する現状
川添 泰臣（米盛病院 整形外科）

パネルディスカッション 1

5 月 26 日（金）9:00 〜 11:00 B 会場（5 階 501）

座長：大浦 紀彦（一般社団法人 Act Against Amputation/ 杏林大学医学部形成外科）
竹内 一馬（NPO 法人足もと健康サポートねっと / 社会医療法人喜悦会 那珂川病院 血管外科・循環器科）

地域啓発と多業種連携
PD1-1

足育研究会
高山 かおる（足育研究会 / 済生会川口総合病院 皮膚科 / 東京医科歯科大学大学院 医学部 皮膚科）

PD1-2

地域を超える多業種連携
千田 治道（介護予防フットケアサポートねっと / 医療法人 CCR せんだメディカルクリニック）

PD1-3

健康な足を維持するためのフットケア啓発活動の取り組みの効果
長谷部 文直（NPO 法人予防的あしケアサポート）

PD1-4

非医療職と共に学ぶフットケアの重要性〜札幌フットケアサークルの活動から〜
菅野 智美（札幌フットケアサークル / 社会医療法人 カレスサッポロ 北光記念病院）

PD1-5

垣根のない連携「福岡モデル」がつなぐ足の未来
松田 拓朗（NPO 法人 足もと健康サポートねっと）

PD1-6

Act Against Amputation ー下肢切断を減らすためにー
富田 益臣（一般社団法人 Act Against Amputation/ 下北沢病院 糖尿病センター）
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パネルディスカッション 2

5 月 26 日（金）16:20 〜 17:50 C 会場（5 階 502+503）

座長：半田 宣弘（医薬品医療機器総合機構）
横井 宏佳（福岡山王病院 循環器センター）

サーベイランスを考えよう
PD2-1

Using Real-World Evidence（RWE）to Support Marketing, Post-marketing safety measures
and Regulatory Decisions. Methods to gather and analyze RWE.
Kenneth J. Cavanaugh Jr（マンスフィールト財団）

PD2-2

From OLIVE registry to Priority registry
飯田 修（関西労災病院 循環器内科）

PD2-3

SPINACH Registry の役割
東 信良（旭川医科大学 外科学講座血管外科学分野）

PD2-4

血管外科学会 CLI registry（JCLIMB）
宮田 哲郎（山王病院・山王メディカルセンター）

PD2-5

既存入力データ活用によるサーベイランス
岩崎 博之（メディカル・データ・ビジョン株式会社）

PD2-6

重症虚血肢の医療機器レジストリの構築における国際協調（RAPID Project）
半田 宣弘（医薬品医療機器総合機構）

パネルディスカッション 3

5 月 27 日（土）10:00 〜 11:30 A 会場（3 階 メインホール）

座長：大浦 武彦（医療法人社団廣仁会 褥瘡・創傷治癒研究所）
横井 宏佳（福岡山王病院 循環器センター）

下肢末梢動脈疾患重症化予防から１年〜地域医療連携の重要性〜
PD3-1

医療連携ネットワークのこれまでと今後
大浦 武彦（医療法人社団廣仁会 褥瘡・創傷治癒研究所）

PD3-2

透析専門病院の立場から

下肢末梢動脈疾患重症化予防の現状と課題

中村 秀敏（医療法人真鶴会小倉第一病院）
PD3-3

血行再建・創傷センターの立場から 下肢末梢動脈疾患重症化予防の現状と課題
古川 雅英（大分岡病院 創傷ケアセンター 形成外科）

PD3-4

医療経済（費用対効果比）の立場から
田倉 智之（東京大学）

PD3-5

遠隔連携ソフトを活用した医療連携の取り組み

下肢末梢動脈疾患重症化予防の現状と課題

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）
菊池 守（下北沢病院 足病総合センター）
PD3-6

遠隔医療の推進に関する総務省の取り組み
吉田 宏平（総務省 情報流通行政局 情報流通高度化推進室 室長）

PD3-7

スペシャルコメンテーター：秋野 公造（参議院議員・医学博士）
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パネルディスカッション 4

5 月 27 日（土）8:30 〜 10:00 C 会場（5 階 502+503）

座長：伊東 啓行（済生会福岡総合病院 心臓血管・大動脈センター）
松本 拓也（国際医療福祉大学医学部 血管外科）

究極の救肢
PD4-1

CABG 術直前に腎動脈下大動脈閉塞による重症虚血を解除した症例
- 術前低侵襲下肢血行再建の意義
三岡 博（静岡市立静岡病院 心臓血管外科）

PD4-2

苦労した救肢症例（CLI,ALI, その他）
荒田 憲一（鹿児島大学 心臓血管・消化器外科）

PD4-3

Critical Hand Ischemia に対する救肢の経験
山岡 輝年（松山赤十字病院 血管外科）

PD4-4

当院における時間を必要とした救肢例
石田 敦久（社会医療法人社団十全会 心臓病センター榊原病院 心臓血管外科）

PD4-5

救命センターを有する当院における救肢に賭ける総力戦
岡留 淳（済生会福岡総合病院 心臓血管・大動脈センター 血管外科）

パネルディスカッション 5

5 月 27 日（土）15:00 〜 16:30 C 会場（5 階 502+503）

座長：池田 潔（池田バスキュラーアクセス・透析・内科）
山本 光孝（原三信病院 循環器科）

下肢末梢動脈疾患指導管理加算へのコメディカルからのアプローチ方法を透析室で考える
PD5-1

透析患者における生理機能検査
田中 一弘（社会医療法人天神会 新古賀クリニック 診療支援部 臨床検査課）

PD5-2

血液透析患者の下肢末梢動脈疾患に対する血管診療技師（CVT）の役割
山本 裕也（大川バスキュラーアクセス・腎クリニック）

PD5-3

透析看護における足病認定師としての役割と活動報告
永田 恭代（医療法人至誠会 なゆたの森病院）

PD5-4

下肢末梢動脈疾患指導管理加算から始まった透析室の下肢救済
高梨 未央（東京都済生会中央病院 透析室）

PD5-5

フットケアにおける透析室での取り組み
鍋山 千帆（医療法人秋桜会 新中間病院 看護部）

PD5-6

透析看護におけるフットケア
愛甲 美穂（湘南鎌倉総合病院 血液浄化センター）
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パネルディスカッション 6

5 月 27 日（土）15:00 〜 16:00 F 会場（4 階 413+414）

座長：菊池 守（下北沢病院）
石橋 理津子（社会医療法人天神会新古賀病院 看護部）

「症例提示〜どこからリハビリテーション介入？
リハビリテーションスタッフはどこを診るべき？どう介入する？他部門は何を求めている？
患者はなにがしてほしい？」
〜他部門から〜リハビリテーションスタッフから〜言いたい放題 ディスカッション〜
PD6-1

下肢慢性創傷患者に対する理学療法士の関わり

‐ oﬀ loading と歩行機能への関わり ‐

岡本 貢一（下北沢病院 リハビリテーション科）
PD6-2

歩行だけが移動手段ではない。多職種連携により自宅退院へ繋げられた１症例
大山 将平（社会医療法人敬愛会 中頭病院）

コメンテーター：菊池 守（下北沢病院）
矢野 晶子（東京西徳洲会病院 看護部）
田中 成子（力武医院）
大塚 未来子（社会医療法人 敬和会 大分岡病院）
猪熊 美保（下北沢病院）
砂田 和幸（（有）砂田義肢製作所）
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タウンホールミーティング

5 月 26 日（金）18:20 〜 19:50 B 会場（5 階 501）

座長：大浦 紀彦（杏林大学医学部形成外科）
鈴木 由香（独立行政法人 医薬品医療機器総合機構）
横井 宏佳（福岡山王病院 循環器センター）

重症下肢虚血における創傷治癒〜適切な評価項目とは〜
1. 基調講演
THM-1 医療機器審査部における重症下肢虚血における血管内治療デバイス、
創傷治癒デバイス審査の基本的考え方
松田 達弥（独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 医療機器審査第一部）
岩元 真（独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 医療機器審査第二部）
形成外科の立場から
田中 里佳（順天堂大学医学部 形成外科学講座）
血管内治療の立場から
中村 正人（東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科）
THM-2

重症下肢虚血における創傷の治癒を目的とした再生医療等製品の審査等の基本的考え
河西 正樹（独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 再生医療等製品審査部）
創薬の立場から
米満 吉和（九州大学大学院薬学研究院 革新的バイオ医薬創成学）
再生医療の立場から
川本 篤彦（先端医療振興財団 先端医療センター病院 再生治療ユニット）

2. 議論
テーマ：重症下肢虚血創傷への介入治療の効果を適切に評価するためには
・主要評価項目をどう設定するか？
・比較対照をどうするか？
・
「条件」を揃えるためにはどうすれば良いか？
・交絡因子を排除するためにはどうしたら良いか？
パネリスト
各講演者
池田 浩治（東北大学病院 臨床試験推進センター 開発推進部門）
城倉 洋二（Cook Japan 株式会社 臨床開発部）
高谷 篤義（株式会社カネカ 医療器事業部 技術統括部 臨床・学術グループ）
樋口 芳明（スミス・アンド・ネフュー株式会社 薬事統括部）

エキスパートレクチャー

5 月 27 日（土）10:20 〜 11:00 B 会場（5 階 501）

座長：小山晃英（京都府立医科大学 地域保健医療疫学）
EXL

医療広報 Frontier - 病院 web ブランディングの新たな展開 竹田 陽介（株式会社ヴァイタリー 先端医療コミュニケーション研究所）
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在宅・介護フットケアセミナー

5 月 26 日（金）15:20 〜 16:20 H 会場（4 階 405+406）

座長：石橋 理津子（社会医療法人天神会新古賀病院 看護部）

「在宅・介護に大きく関与するフットケア
〜足病変を知っている、知らないでは大きく違います〜」
SM-1

「在宅フットケアの必要性」〜歳だから…と諦めないで〜
池永 恵子（訪問看護ステーション 夢歩）

SM-2

生涯歩けるフットケア，サロンからの視点
奥田 晶子（一般社団法人フットヘルパー協会 /Salon やまのいえ）

SM-3

介護現場でのフットケアの 1 事例として
小柳 幸治（通所リハビリテーションふれあい）

実技企画 1・2 バスキュラーナーシング〜血管エコーのハンズオン〜
実技企画 1：5 月 26 日（金）17:00 〜 19:00 H 会場（4 階 405+406）
実技企画 2：5 月 27 日（土） 8:30 〜 10:30 H 会場（4 階 405+406）

企画責任者：石橋 理津子（社会医療法人天神会新古賀病院 看護部）

血管エコーの基礎から所見が書けるまで
講師：溝端 美貴（大阪労災病院 看護部）
中島 晴伸（済生会みすみ病院 検査室）
中野 明子（福岡山王病院 診療技術部）
渡辺 直子（佐賀大学医学部附属病院 看護部）
共催：日本脈管看護師会
使用機器：汎用超音波診断装置 LOGIQS7 with XDclear、LOGIQ e Premium（GE ヘルスケア・ジャパン株式会社）
汎用超音波画像診断装置 Aplio300、Viamo（東芝メディカルシステムズ株式会社）

実技企画 3 日本フットケア学会合同企画 フットケア実技リレー
5 月 27 日（土）11:00 〜 16:00 H 会場（4 階 405+406）

企画責任者：石橋 理津子（社会医療法人天神会新古賀病院
日本下肢救済・足病学会認定師
日本フットケア学会認定フットケア指導士）

「全国の足病認定師・フットケア指導士による実技リレー」
〜拡げよう！フットケアの輪。繋げよう足病認定師・フットケア指導士の輪〜
【実践内容】 ①爪切り
②コーンカッター
③甘皮削り
④レヂューサ
⑤グラインダー（協力：ジェイ・シー・ティー株式会社）
⑥スキンケア（協力：持田ヘルスケア株式会社）
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特別連携企画

第 3 回下肢慢性創傷の予防・リハビリテーション研究会
5 月 26 日（金）15:20 〜 19:20 F 会場（4 階 413+414）

下肢慢性創傷患者における再発予防とリハビリテーション
〜臨床的介入方法とそのエビデンス〜
15:20 〜 15:30

下肢慢性創傷の予防・リハビリテーション研究会の活動について
演者：河辺

15:30 〜 16:00

信秀（城西国際大学）

講演 1 「下肢慢性創傷患者の再発予防における oﬀ loading の意義」
座長：門野 邦彦（南奈良総合医療センター）
演者：菊池 守（下北沢病院）

16:00 〜 16:55

シンポジウム 1 「足底負荷量が上昇する因子とその対処に関して」
座長：見木 太郎（P.O. イノベーション）
松本 純一（春日部中央総合病院）
演者１：再発予防に必要なフットウエアとその効果
大平 吉夫（日本フットケアサービス）
演者２：関節機能の影響と関節可動域練習の効果
河辺 信秀（城西国際大学）
演者３：歩行形態による影響と歩行指導の効果
榊 聡子（春日部中央総合病院）

16:55 〜 17:25

講演 2 「下肢慢性創傷患者の歩行機能」
座長：泉 有紀（NHO 京都医療センター）
演者：寺師 浩人（神戸大学）

17:25 〜 18:05

シンポジウム 2 「下肢慢性創傷患者に対するリハビリテーションが歩行維持率と
医療費に及ぼす影響について」
座長：河辺 信秀（城西国際大学）
演者１：後ろ向き研究での検討
前重 伯壮（神戸大学）
演者２：前向き研究での検討
林 久恵（星城大学）

18:05 〜 19:15

シンポジウム 3 「下肢慢性創傷を合併した透析患者の生活機能と QOL を考える」
座長：佐藤 精一（大分岡病院）
佐藤 浩二（大分岡病院）
演者１：透析患者の在宅生活における生活機能の障害とは？
高島 千敬（広島都市学園大学）
演者２：透析室における作業療法士の生活機能への介入
上谷 耕平（青仁会池田病院）
演者３：下肢慢性創傷を合併した透析症例に対する生活機能への介入
作業療法士の立場から
加藤 恒一（大分岡病院）
演者４：下肢慢性創傷を合併した透析症例に対する生活機能への介入
看護師の立場から
麻生 百花（大分岡病院）
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学会関連企画

九州バスキュラージョイントミーティング
5 月 26 日（金）18:40 〜 20:10 第 2 会場（2 階 多目的ホール）

座長：古山 正（九州大学病院 血管外科）
末松 延裕（済生会福岡総合病院 循環器内科）
GM

EVT 症例検討会
演者：児玉 章朗（名古屋大学 血管外科）
藤村 直樹（東京都済生会中央病院 心臓血管外科）
仲間 達也（宮崎市郡医師会病院 循環器内科）
協力：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

ランチョンセミナー 1

5 月 26 日（金）12:10 〜 13:10 B 会場（5 階 501）

座長：重松 宏（国際医療福祉大学 / 山王病院 血管外科）
LS1

Critical Limb Ischemia,-what can be done ?
Lars Norgren（Department of Surgery, Faculty of Medicine and Health, Örebro University, Sweden）
共催：三菱ケミカル・クリンスイ株式会社

ランチョンセミナー 2

5 月 26 日（金）12:10 〜 13:10 C 会場（5 階 502+503）

座長：東 信良（旭川医科大学 外科学講座血管外科学分野）
LS2

糖尿病：最新の薬物治療
渥美 義仁（永寿総合病院 糖尿病臨床研究センター）
共催：大正富山医薬品株式会社

ランチョンセミナー 3

5 月 26 日（金）12:10 〜 13:10 D 会場（4 階 409+410）

座長：米村 克彦（富士宮市立病院）
LS3

透析患者の CVD
藤﨑 毅一郎（九州大学病院 腎・高血圧・脳血管内科）
共催：中外製薬株式会社

ランチョンセミナー 4

5 月 26 日（金）12:10 〜 13:10 E 会場（4 階 411+412）

座長：横井 良明（岸和田徳洲会病院 循環器内科）
LS4

CLI に対する治療戦略
横井 宏佳（福岡山王病院 循環器センター）
共催：株式会社メディコン
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ランチョンセミナー 5

5 月 27 日（土）12:00 〜 13:00 B 会場（5 階 501）

座長：館 正弘（東北大学医学部 形成外科学）
横井 宏佳（福岡山王病院 循環器センター）
LS5-1

DM 足病変治療のベストプラクティス in USA 2017
鈴木 一雄（Department of Surgery, Cedars-Sinai Medical Center, USA）

LS5-2

末梢動脈疾患患者に対する抗血小板治療の現状
中村 正人（東邦大学医療センター大橋病院 循環器内科）
共催：第一三共株式会社

ランチョンセミナー 6

5 月 27 日（土）12:00 〜 13:00 C 会場（5 階 502+503）

座長：安西 慶三（佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科）
LS6

糖尿病診療 THE NEXT 〜 beyond the BG control 〜
野見山 崇（福岡大学医学部 内分泌・糖尿病内科）
共催：田辺三菱製薬株式会社

ランチョンセミナー 7

5 月 27 日（土）12:00 〜 13:00 D 会場（4 階 409+410）

座長：寺師 浩人（神戸大学医学部附属病院 形成外科）
LS7

足の総合病院としての下肢救済の取り組みと実際の治療
菊池 守（下北沢病院）
共催：スミス・アンド・ネフュー株式会社

ランチョンセミナー 8

5 月 27 日（土）12:00 〜 13:00 E 会場（4 階 411+412）

座長：山本 光孝（原三信病院 循環器科）

重症下肢虚血に対する脊髄刺激療法（SCS）
LS8-1

SCS の病院内連携と今後の課題
堀澤 士郎（東京女子医科大学病院 脳神経外科）
中尾 優（東京女子医科大学病院 循環器内科）

LS8-2

SCS の基礎と病診連携について
伊達 久（仙台ペインクリニック）
共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

ランチョンセミナー 9

5 月 27 日（土）12:00 〜 13:00 F 会場（4 階 413+414）

座長：飯田 修（関西ろうさい病院 循環器内科）
LS9

CLI に EVT で挑む
新谷 嘉章（新古賀病院 循環器科）
伊元 裕樹（福岡和白病院 循環器内科）
共催：テルモ株式会社
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スイーツセミナー 1

5 月 26 日（金）15:20 〜 16:20 B 会場（5 階 501）

座長：大浦 武彦（医療法人社団廣仁会 褥瘡・創傷治癒研究所）
横井 宏佳（福岡山王病院 循環器センター）

起立・歩行を目指して - 重症下肢虚血の血行再建と潰瘍治療に必要な事 SS1-1

CLI 患者に対する予後を見据えた血行再建
新谷 嘉章（新古賀病院 循環器内科）

SS1-2

重症化予防とフットケア - 当院における下肢末梢動脈疾患指導管理加算の影響
古川 雅英（大分岡病院 形成外科）
共催：日本メドトロニック株式会社

スイーツセミナー 2

5 月 26 日（金）15:20 〜 16:20 C 会場（5 階 502+503）

座長：上村 哲司（佐賀大学医学部 形成外科）
溝上 祐子（公益社団法人 日本看護協会 看護研修学校 認定看護師教育課程）
SS2

創傷管理のスキルアップ 〜特定行為活用の現場から〜
安田 聖人（佐賀大学医学部 形成外科）
原田 慶美（佐賀大学医学部 形成外科）
酒井 宏子（佐賀大学医学部附属病院 看護部）
共催：ケーシーアイ株式会社

スイーツセミナー 3

5 月 26 日（金）15:20 〜 16:20 D 会場（4 階 409+410）

座長：平野 敬典（済生会横浜市東部病院 循環器内科）
SS3

Save the Legs Project
足を救うために！ 済生会福岡総合病院の挑戦
末松 延裕（済生会福岡総合病院 循環器内科）
大塚 佳代（済生会福岡総合病院 看護部）
共催：カーディナル ヘルス ジャパン

スイーツセミナー 4

5 月 26 日（金）15:20 〜 16:20 E 会場（4 階 411+412）

座長：宮田 哲郎（山王病院・山王メディカルセンター）
SS4

重症下肢虚血患者の創治癒予測
〜 CLI の診断と治療、補助療法の役割を踏まえて〜
杉原 充（福岡大学医学部 心臓・血管内科学）
共催：持田製薬株式会社
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ハンズオンセミナー 1

5 月 26 日（金）9:30 〜 12:00 G 会場（4 階 402+403）

現場で役立つ〜糖尿病性足潰瘍における免荷療法〜
講師：寺部 雄太（東京西徳洲会病院 形成外科）
木下 幹雄（TOWN キズの訪問診療所）
共催：アルケア株式会社

ハンズオンセミナー 2

5 月 27 日（土）10:00 〜 12:00 G 会場（4 階 402+403）

PAD4000 を使いこなす！〜皮膚灌流圧 (SPP) 測定のコツ、裏技教えます〜
講師：三木 俊（東北大学病院

生理検査センター）

共催：株式会社カネカメディックス

ハンズオンセミナー 3 第 4 回糖尿病足病変手術研究会ハンズオンセミナー
5 月 27 日（土）14:00 〜 16:00 G 会場（4 階 402+403）

アキレス腱延長術の実際
① アキレス腱延長術
（切開および内視鏡下アキレス腱延長術について）
② ワークショップ：アキレス腱延長術
（下腿模型を用いて）
講師：早稲田 明生（荻窪病院 整形外科）
補助：菊池 恭太（下北沢病院 整形外科）
吉原 正宣（下北沢病院 形成外科）
木下 幹雄（東京西徳洲会病院 形成外科）
共催：Arthrex Japan 合同会社

スポンサードセミナー

5 月 27 日（土）10:00 〜 11:00 C 会場（5 階 502+503）

座長：春日 麗（独立行政法人大牟田市立病院 形成外科）
SP

足病変ハイリスク症例に対する巻き爪治療 3TO 法の活用と実演
竹内 一馬（社会医療法人喜悦会那珂川病院 血管外科 / 日本赤十字社福岡赤十字病院 /
特定医療法人順和 長尾病院）

共催：バン産商株式会社
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市民公開講座

5 月 27 日（土）13:30 〜 16:30 第 2 会場（2 階 多目的ホール）

主

催：第 9 回日本下肢救済・足病学会学術集会

共

催：NPO 法人足もと健康サポートねっと、一般社団法人 Act Against Amputation

後

援：福岡県、福岡市、福岡県医師会、福岡市医師会、福岡県透析医会、福岡県看護協会、福岡県薬剤師会、
福岡県栄養士会、福岡県理学療法士会、福岡県作業療法協会、福岡県言語聴覚士会（順不同）

事務局：アンプロデュース株式会社
ミニレクチャー
13:00 〜

受付

司会：竹内 一馬（那珂川病院 血管外科）
13:30-13:50 「思い違いで悪化する足トラブル」 今村 幸宏（フットケアサロン 楽人）
13:50-14:10 「下肢切断回避のために」

関山 琢也（杏林大学病院 形成外科）

14:10-14:30 「糖尿病を悪化させないコツ」

吉村 節子（白十字病院 看護部）

14:30-14:50 「下肢の血流障害について」

山本 光孝（原三信病院 循環器科）

14:50-15:10

休憩

司会：竹之下 博正（唐津赤十字病院 糖尿病内科）
15:10-15:30 「糖尿病と怖い合併症の話」

富田益臣（下北沢病院 糖尿病内科）

15:30-15:50 「フットウェアの重要性について」 有薗泰弘（有園義肢株式会社）
15:50-16:10 「透析患者さんの足病変について」 林田佳子（福岡赤十字病院 透析室）
16:10-16:30 「下肢の運動療法について」

林 慎一（とよた整形外科クリニック）
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一般演題 1

5 月 26 日（金）9:00 〜 10:00 E 会場（4 階 411+412）

座長：石田 敦久（心臓病センター榊原病院 外科）
髙木 元（日本医科大学 循環器内科）

血行再建 1
O-1-1

血行再建に対する患者の期待
瀬戸 聡（市立函館病院 看護局 看護科）

O-1-2

両側 CLI に対し片側は distal bypass、片側は EVT にて両下肢救肢した一症例
岩佐 憲臣（松山赤十字病院 血管外科）

O-1-3

超高齢者（91 歳）の感染を伴った重症虚血肢に対して Distal bypass 術を施行し救肢を得た 1 例
佐藤 雅信（神戸労災病院 心臓血管外科）

O-1-4

重症虚血肢膝下動脈病変に対する薬剤溶出性冠動脈ステント留置が長期的に有効であった
高齢者 1 症例
神田 大輔（鹿児島大学病院 心臓血管内科）

O-1-5

遠隔地での CLI 症例の治癒に成功した１例
井澤 和眞（名寄市立総合病院 循環器内科）

O-1-6

ゴールデンタイムの超過した 94 歳急性動脈閉塞に対しトラブルを生じながらも
血行再建した一例
佐藤 弘樹（市立函館病院 初期研修医）

一般演題 2

5 月 26 日（金）10:00 〜 11:00 E 会場（4 階 411+412）

座長：浜中 一郎（洛和会丸太町病院 / 洛和会京都血管内治療センター・心臓内科）
山岡 輝年（日本赤十字社 松山赤十字病院 血管外科）

血行再建 2
O-2-1

当院にて救肢できなかった CLI 症例の検討
水上 浩行（湯浅報恩会寿泉堂綜合病院 循環器内科）

O-2-2

発症早期に外科的血行再建を行なったが大切断に至った右下肢急性動脈閉塞の一例
原口 信輔（上尾中央総合病院 循環器内科）

O-2-3

Balloon angioplasty 2 か月後に急性閉塞を来した重症下肢虚血の 1 例
金剛寺 謙（杏林大学 第二内科学教室 循環器内科）

O-2-4

PAD 合併重症 CAD 患者に対し CABG を施行後重症下肢虚血となった 1 例
土井尻 達紀（大和成和病院 循環器内科）

O-2-5

術中に Type Ⅲの解剖学的亜型が判明、血行再建しえた膝下動脈慢性完全閉塞による
重症虚血肢の 1 例
伊藤 孝仁（王子総合病院 循環器内科）

O-2-6

Distal bypass 困難で EVT 等で下肢救済治療するも、1 年後に下腿切断に至った CLI の 1 例
瀧波 裕之（高松赤十字病院 下肢救済チーム（循環器内科））
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一般演題 3

5 月 26 日（金）11:00 〜 12:00 E 会場（4 階 411+412）

座長：宮本 明（総合高津中央病院 心臓血管センター）
太田 敬（大雄会第一病院 血管外科）

血行再建 3
O-3-1

Stanford B 型慢性大動脈解離の遠隔期増悪による CLI に対して、EVT を施行した一例
加藤 伸郎（医療法人 王子総合病院 循環器内科）

O-3-2

下腿切断に伴い bypass graft の re-routing を行った１例
山本 暢子（関西医科大学総合医療センター 血管外科）

O-3-3

透析重症下肢虚血患者における長期的予後の考察
小林 隆広（JCHO 千葉病院 循環器内科）

O-3-4

糖尿病閉塞性動脈硬化症による重症虚血肢に対する大腿 - 膝窩 - 足関節部 sequential bypass
荒田 憲一（鹿児島大学心臓血管・消化器外科学）

O-3-5

HD 症例の CLI に対する外科的血行再建術
谷村 信宏（（医）蒼龍会 井上病院 血管外科）

O-3-6

人工血管はもう捨てた - 外科医の勧める SFA TASC D への血行再建 柴田 豪（市立函館病院 心臓血管外科）

一般演題 4

5 月 26 日（金）16:20 〜 17:20 E 会場（4 階 411+412）

座長：佐藤 紀（埼玉医科大学総合医療センター 血管外科）
山本 光孝（原三信病院 循環器科）

血行再建 4
O-4-1

Predictors of Successful Tibial Artery Endovascular Interventions for
Chronic Total Occlusion Lesions in Critical limb Ischemia
牧野 憲嗣（済生会横浜市東部病院 循環器内科）

O-4-2

重症下肢虚血患者における腰部交感神経節ブロックの有用性と皮膚潅流圧の関係
井上 琢海（兵庫県立淡路医療センター 足のきず総合治療センター 循環器内科）

O-4-3

側副血行路を評価した上での足部への血行再建−重症下肢虚血（CLI）に対する血行再建の
一手技−
洞口 哲（国際医療福祉大学病院 血管外科）

O-4-4

重症虚血肢に対する経皮的血行再建術前後における組織酸素飽和度についての検討
木村 雅喜（京都第一赤十字病院 心臓センター循環器内科）

O-4-5

吻合困難な重度動脈硬化症例に対する遠位バイパス術の工夫 中膜摘除を併用した
血管吻合術の有用性
奈良 誠之（東京西徳洲会病院 形成外科 / 杏林大学 形成外科）

O-4-6

CLI に対する BTK intervention における、Collateral angioplasty の有用性
檀浦 裕（市立札幌病院 下肢救済センター / 市立札幌病院 循環器センター 循環器内科）
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一般演題 5

5 月 26 日（金）17:20 〜 18:20 E 会場（4 階 411+412）

座長：佐藤 勝彦（社会医療法人カレスサッポロ 時計台記念病院 循環器センター）
日野岡 蘭子（旭川医科大学病院 看護部）

教育・フットケア・対策 1
O-5-1

予防的フットケアに取り組んで
土屋 淳子（医療法人社団 クレド さとうクリニック）

O-5-2

フットケアができるスタッフ育成を目指して
鍋山 千帆（医療法人秋桜会 新中間病院 看護部）

O-5-3

当院の外来維持透析患者の予防的フットケア向上についての取り組み
林田 佳子（福岡赤十字病院 インソール外来・爪外来）

O-5-4

施設において重症虚血肢のフットケアを継続するための連携の工夫
小関 早苗（総合高津中央病院 心臓血管センター 看護部）

O-5-5

当院におけるフットケアチームの課題 〜フットケアに関するアンケート結果から〜
大音 博美（長浜赤十字病院 看護部）

O-5-6

血液浄化室におけるフットケアの変化〜看護師の看る責任〜
高野 清香（医療法人 王子総合病院 看護部 糖尿病療養指導士）

一般演題 6

5 月 26 日（金）18:20 〜 19:20 E 会場（4 階 411+412）

座長：田中 康仁（奈良県立医科大学 整形外科学教室）
宮下 裕介（長野赤十字病院 / 信州大学附属病院）

チーム医療 1
O-6-1

血行再建後の積極的なリハビリテーションは長期予後を改善する？
渡邉 優子（済生会八幡総合病院 リハビリテーション技術科）

O-6-2

重症下肢虚血患者の鎮痛剤使用に関するフローチャート運用報告
小山 真季（国立循環器病研究センター 薬剤部）

O-6-3

重症虚血肢を呈するバージャー病患者への栄養介入〜コラーゲン加水分解物の有用性〜
小瀬 千晶（国立循環器病研究センター 臨床栄養部 栄養管理室）

O-6-4

水戸協同病院における陰圧閉鎖療法の現状と下肢治療 3 例
田口 詩路麻（筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 水戸協同病院 皮膚科）

O-6-5

重症虚血肢の大腿切断術における相補的アプローチ
山道 光作（福岡山王病院 形成外科）

O-6-6

重症虚血肢の切断回避を目指して 〜チーム医療の成果〜
藤岡 佑介（公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 形成外科）
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一般演題 7

5 月 26 日（金）9:00 〜 10:00 F 会場（4 階 413+414）

座長：東田 隆治（横浜総合病院 心臓血管外科）
田中 里佳（順天堂大学医学部 形成外科学講座）

その他 1
O-7-1

足壊疽で救急外来受診した３例へのフットケア外来看護師の関わり
岩佐 恵奈（北海道勤労者医療協会 勤医協中央病院 看護部）

O-7-2

入退院を繰り返す中で病院、在宅間で連携し改善が見られた難治性潰瘍の一例
石村 香織（すまいるリハ訪問看護ステーション）

O-7-3

重症下肢虚血（CLI）の生活状況について
奥山 由美（総合高津中央病院 心臓血管センター）

O-7-4

発足 7 年目のフットケアチーム会の軌跡〜サポートするナースアシスタントからみた
今後の展望〜
権田 友美（大阪府済生会吹田病院 看護部）

O-7-5

フットケアや洗髪時の施術者負担の軽減と被施術者の心地を 向上する多機能車いすと
移動シャンプー台の開発
松尾 清美（佐賀大学 医学部 地域医療科学教育研究センター）

O-7-6

複雑性解析の有用性
吉原 正宣（下北沢病院 足病総合センター）

一般演題 8

5 月 26 日（金）10:00 〜 11:00 F 会場（4 階 413+414）

座長：高木 誠司（福岡大学 形成外科）
藤井 美樹（北播磨総合医療センター 重症虚血肢センター 形成外科）

創傷治療・ケア 1
O-8-1

創傷治療への新しい挑戦

〜急性期病院と完全連動した在宅創傷ケアシステムの構築〜

木下 幹雄（TOWN キズの訪問診療所）
O-8-2

創傷治療への新しい挑戦

急性期病院と完全連動した在宅創傷治療を目指して

木下 幹雄（TOWN キズの訪問診療所）
O-8-3

独自の評価シートを用いたフットケア診療向上への取り組み
小野寺 真美（医療法人社団 茨腎会 太田ネフロクリニック）

O-8-4

末梢動脈疾患患者の死亡症例の分析
山崎 知美（IMS グループ 春日部中央総合病院 看護部）

O-8-5

踵足底部潰瘍に対する OPTIMA MOLLITER DIAB の有用性
榊 久美子（社会福祉法人仁生社 江戸川病院 看護部）

O-8-6

重症下肢虚血における難治性潰瘍患者のケア〜免荷に直線偏光近赤外線治療器
（スーパーライザー）治療を加えた症例〜
岡林 裕代（医療法人岡村会 岡村病院）
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一般演題 9

5 月 26 日（金）11:00 〜 12:00 F 会場（4 階 413+414）

座長：茂木 定之（広島国際大学 総合リハビリテーション学部）
松崎 恭一（国際医療福祉大学三田病院 形成外科）

糖尿病、予防・アセスメント
O-9-1

Prospective Cohort Study による足潰瘍の発症率と発症要因の検討 :
福岡県糖尿病患者データベース研究（Fukuoka Diabetes Registry）
岩瀬 正典（社会医療法人財団白十字会白十字病院 糖尿病センター / 臨床研究センター）

O-9-2

足の診療所に受診した糖尿病患者の臨床背景の考察
冨田 益臣（下北沢病院 糖尿病センター / 足の診療所）

O-9-3

「皮膚科クリニックにおける糖尿病連携手帳を用いた連携への取り組み」
〜よりよい地域連携をめざして〜
井上 順子（医療法人 ホームケア よつばの杜クリニック）

O-9-4

糖尿病性腎症による透析患者の足の創傷をカテーテルと小切断で治療後に歩行可能になった
56 症例の 2 年後の転帰
松崎 恭一（国際医療福祉大学三田病院 形成外科）

O-9-5

予防的手術の可能性
吉原 正宣（下北沢病院 足病総合センター）

O-9-6

当科における大切断回避の可否についての検討
相原 有希子（筑波大学 医学医療系 形成外科）

一般演題 10

5 月 27 日（土）8:30 〜 9:20 E 会場（4 階 411+412）

座長：杉本 郁夫（愛知医科大学 血管外科）
野末 睦（医療法人あい友会 あい太田クリニック）

教育・フットケア・対策 2
O-10-1

維持透析患者における下肢末梢動脈疾患指導管理への取り組み
清水 正子（厚木市立病院 看護部）

O-10-2

重症下肢虚血での下肢救済に要する医療費の比較検討〜医療費削減のために〜
堀内 勝己（市立札幌病院 下肢救済センター / 同 形成外科）

O-10-3

足趾切断を宣告された糖尿病合併の CLI 症例に対する看護師の関わり
大塚 佳代（済生会福岡総合病院 看護部）

O-10-4

下肢静脈うっ滞患者の MDRPU 〜弾性包帯による圧迫療法の対策と課題〜
中居 美穂（大阪府済生会吹田病院 看護部 / 大阪府済生会吹田病院 心臓血管外科）

O-10-5

安静度を守ることができない患者の特徴
梅脇 麻美（社会福祉法人 恩賜財団大阪府済生会吹田医療福祉センター 大阪府済生会吹田病院 看護部）
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一般演題 11

5 月 27 日（土）9:20 〜 10:10 E 会場（4 階 411+412）

座長：館 正弘（東北大学医学系研究科 形成外科）
立川 洋一（社会医療法人敬和会大分岡病院）

リンパ浮腫・静脈性疾患／その他 2
O-11-1

圧迫療法継続中に悪化した高齢者うっ滞性皮膚炎の２例 −アドヒアランスをいかに改善し
歩行機能維持につなげるかー
圓本 剛司（庄内余目病院 心臓血管外科）

O-11-2

当院での静脈性潰瘍に対する治療
畑田 充俊（済生会和歌山病院 外科）

O-11-3

重症下肢虚血（CLI）の患者の初回入院における下痢は CLI の予後因子となりうる。
浦部 昭子（東京労災病院 内科）

O-11-4

足関節の屈伸運動前後における足血流の変化〜二次元レーザー血流画像装置を用いて〜
金城 勇人（信州大学医学部附属病院 形成再建外科）

O-11-5

重症下肢虚血患者が入院治療中に悪性腫瘍の診断に至った 3 例の経験
長谷川 泰子（神戸大学大学院医学研究科 形成外科学）

一般演題 12

5 月 27 日（土）10:10 〜 11:00 E 会場（4 階 411+412）

座長：陳 隆明（兵庫県立リハビリテーション中央病院 リハビリテーション科）
大塚 未来子（大分岡病院）

理学療法・装具・リハビリ 1
O-12-1

糖尿病を有する足部小切断患者と非切断患者の足底圧比較と装具による圧低減効果の検討
上口 茂徳（日本フットケアサービス株式会社）

O-12-2

重症下肢虚血患者における下肢機能と予後に関する検討
本間 智明（JA 広島総合病院 リハビリテーション科）

O-12-3

下肢動脈バイパス術後の歩行困難に対し、下腿三頭筋のストレッチにより歩行能力の改善が
得られた一例
小畑 大志（奈良県立医科大学附属病院 医療技術センター リハビリテーション係）

O-12-4

監視下運動療法の中断で歩行能力と下肢症状が増悪した末梢動脈疾患の 1 例
笠井 健一（松下記念病院 リハビリテーション室）

O-12-5

非接触性持続血糖測定器の使用にて運動時低血糖予防の早期発見につながった症例
水沼 由貴（下北沢病院 リハビリテーション科）
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一般演題 13

5 月 27 日（土）11:00 〜 11:50 E 会場（4 階 411+412）

座長：有薗 泰弘（熊本有園義肢（株））
松本 純一（IMS（イムス）春日部中央総合病院 リハビリテーション科）

理学療法・装具・リハビリ 2
O-13-1

下肢慢性創傷入院患者における退院時の歩行維持に関する因子の検討
引間 万貴（横浜総合病院 リハビリテーション科）

O-13-2

糖尿病足病変患者に対して陰圧閉鎖療法と Total Contact Cast-EZ を併用した
リハビリテーション
森 雅裕（社会医療法人 近森会 近森病院 理学療法科）

O-13-3

糖尿病性足潰瘍を合併した人工股関節置換術患者の足機能に着目した 1 症例
東 勇希（奈良県立医科大学附属病院 医療技術センター リハビリテーション係）

O-13-4

PI（perfusion index: 灌流指標）を用いた，運動負荷に伴う血流評価の検討
橋本 伸吾（松下記念病院 リハビリテーション科）

O-13-5

糖尿病性神経障害患者の胼胝および創傷発生に対する振動覚検査の有用性
〜 3 年間の追跡調査による検討〜
吉川 義之（雅の里リハビリ訪問看護ステーション / 神戸学院大学大学院総合リハビリテーション学研究科）

一般演題 14

5 月 27 日（土）13:30 〜 14:20 E 会場（4 階 411+412）

座長：平松 信（岡山済生会総合病院 外来センター / 腎臓病・糖尿病総合医療センター）
小田代 敬太（九州大学医学研究院 病態修復学内科（第一内科））

チーム医療 2
O-14-1

重症虚血肢（CLI）を中心としたフットケア地域連携の会（JOYFUL）の課題 共有できる
下肢処置ノートを目指して
小関 早苗（総合高津中央病院 心臓血管センター 看護部）

O-14-2

当院における救肢に携わるチーム医療での看護師の役割 ~ 救肢率の向上を目指して ~
南部 智江（JA 広島総合病院 看護科）

O-14-3

院内連携により救肢出来た一例より学んだ事
遠山 由子（社会医療法人社団 木下会 鎌ケ谷総合病院 看護部）

O-14-4

多職種との連携で下肢切断を回避できた一例
中村 伸一（JCHO 人吉医療センター 循環器内科）

O-14-5

下肢の創治癒遅延に関連した看護実践と多職種連携
田村 依里（独立行政法人 労働者健康安全機構 浜松労災病院 看護部）
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一般演題 15

5 月 27 日（土）14:20 〜 15:10 E 会場（4 階 411+412）

座長：岡村 高雄（岡村病院）
野口 まどか（神戸大学医学部附属病院 看護部）

チーム医療 3
O-15-1

下肢救済チーム医療における在宅療養環境調整役の必要性と看護師の役割についての考察
橘 優子（順天堂大学医学部附属順天堂医院 医療サービス支援センター）

O-15-2

入院患者 PAD スクリーニング 1095 例の臨床的検討 〜灌流指標による PAD スクリーニング〜
小林 直美（パナソニック健康保険組合 松下記念病院 足病ラウンドチーム）

O-15-3

当院での足病に関わるチームビルディングの方法〜改革への 8 ステップの活用〜
岩﨑 祐子（パナソニック健康保険組合 松下記念病院 足病ラウンドチーム）

O-15-4

下肢救済活動としての透析室看護師による病棟ラウンドの試み
長谷川 麻美（川崎幸病院）

O-15-5

下肢救済のため継続した看護をするために

〜足回診導入後の課題〜

長岡 千夏（王子総合病院 看護部 循環器内科）

一般演題 16

5 月 27 日（土）15:10 〜 16:00 E 会場（4 階 411+412）

座長：大慈弥 裕之（福岡大学医学部 形成外科学）
佐藤 友保（土谷総合病院 放射線科）

診断・検査・病態・薬物療法／その他 3
O-16-1

レーザースペックルフローグラフィー LSFG の使用経験
大畑 善治（福岡山王病院 診療技術部）

O-16-2

当院における加算新設後紹介症例の後ろ向き検討
宮下 裕介（長野赤十字病院 循環器内科）

O-16-3

当院における下肢切断 27 症例のまとめ
竹内 剛（市立千歳市民病院 循環器科）

O-16-4

重症虚血肢に対する脊髄刺激療法の成績
森瀬 昌裕（東海大学医学部付属病院 循環器内科）

O-16-5

カテーテル治療後の重症下肢虚血における創傷治癒に対する睡眠時無呼吸症候群の影響
行光 望（東京労災病院）
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一般演題 17

5 月 27 日（土）16:00 〜 16:50 E 会場（4 階 411+412）

座長：元村 尚嗣（大阪市立大学 形成外科学）
黒川 正人（熊本赤十字病院 形成外科）

創傷治療・ケア 4
O-17-1

BK 病変にて Crosser 抜去不能となり、外科的抜去した痕の難治性創に対し、補助療法の
総力にて救肢できた１例
山内 靖隆（総合高津中央病院 心臓血管センター）

O-17-2

血管内治療後の重症下肢虚血に対する WIfI 分類の有用性に関する検討
徳田 尊洋（済生会横浜市東部病院 循環器内科）

O-17-3

下肢切断を受け入れられない患者との関わりーコーンの危機・障害受容モデルを用いて
振り返るー
山下 郁香（東京労災病院）

O-17-4

下肢救済できると予想されるも下腿切断に至った母趾骨髄炎を伴う重症下肢虚血の 1 例
細川 洋一郎（高松赤十字病院 下肢救済チーム（皮膚科））

O-17-5

中足骨骨頭部の難治性潰瘍に対する中足骨骨頭切除術
菊池 恭太（下北沢病院）

一般演題 18

5 月 27 日（土）8:30 〜 9:20 F 会場（4 階 413+414）

座長：菰田 哲夫（医療法人こもたクリニック）
守矢 英和（湘南鎌倉総合病院 腎臓内科）

透析 1
O-18-1

透析室のフットケアラウンドを開始して
齊藤 綾乃（社会医療法人同仁会 耳原総合病院）

O-18-2

血液透析患者の足関節上腕血圧比と geriatric nutritional risk index を含めた
各種パラメータとの関連についての検討
岡田 仁志（福岡山王病院 臨床工学室）

O-18-3

当院における LDL-A と PTA の治療選択と効果
木村 隆之（西陣病院 医療技術部 臨床工学科）

O-18-4

透析 CLI 患者における予後に関する検討
岡本 拓也（社会医療法人 川島会 川島病院 検査室）

O-18-5

透析患者の末梢動脈疾患（PAD）のスクリーニング検査の有用性の検討
宍戸 寛治（川崎クリニック 内科）
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一般演題 19

5 月 27 日（土）9:20 〜 10:10 F 会場（4 階 413+414）

座長：池田 潔（医療法人心信会 池田バスキュラーアクセス・透析・内科）
松井 傑（桑園中央病院 救肢・創傷治療センター）

透析 2
O-19-1

演題取り下げ

O-19-2

敗血症，DIC を呈したカルシフィラキシスの 1 例
岩田 周耕（名寄市立総合病院 救命救急センター）

O-19-3

閉塞性動脈硬化症合併患者の PCI 後にコレステロール塞栓症をきたし、LDL アフェレーシスで
治癒した 1 例
安齋 文弥（公益財団法人 星総合病院 循環器内科）

O-19-4

腎機能が末梢動脈疾患患者の予後と救肢に与える影響について
堀口 昌秀（伊勢赤十字病院 循環器内科）

O-19-5

難治性下肢潰瘍に対する透析濾過療法アルゴリズム：case series
松下 和通（医療法人 永生会 まつした腎クリニック）

一般演題 20

5 月 27 日（土）10:10 〜 11:00 F 会場（4 階 413+414）

座長：右田 尚（久留米大学病院 形成外科）
竹本 啓伸（つがる総合病院 皮膚科）

創傷治療・ケア 2
O-20-1

Rutherford 6 重症虚血肢に対して完全血行再建後に最大限に組織を温存するための創傷処置
白須 拓郎（国保旭中央病院 外科）

O-20-2

当院外来診療における下肢潰瘍患者の PICO 導入のための工夫
門 真起子（順天堂大学 形成外科学講座）

O-20-3

難治性足趾潰瘍に実施した着脱式還流陰圧閉鎖療法の一例
上森 友樹（順天堂大学医学部附属 順天堂医院 形成外科）

O-20-4

陥入爪を契機に発症したケロイドの治療経験
佐野 仁美（日本医科大学 形成外科）

O-20-5

下肢潰瘍における遊離皮弁の成否と術後歩行機能の関係
佐藤 智也（埼玉医科大学 医学部 形成外科）
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一般演題 21

5 月 27 日（土）11:00 〜 11:50 F 会場（4 階 413+414）

座長：木村 中（函館中央病院 形成外科）
丹波 光子（杏林大学病院 看護部）

創傷治療・ケア 3
O-21-1

下肢難治性潰瘍に対する PRP 療法の実際
中西 新（生駒市立病院 形成外科）

O-21-2

糖尿病患者における軟部組織損傷が軽度な足趾骨髄炎の治療
柳澤 明宏（田川市立病院 形成外科）

O-21-3

糖尿病性足病変における高圧酸素療法の有用性
西井 洋一（宇治徳洲会病院 形成外科）

O-21-4

緊急手術を行った下肢重症感染症の検討
黒川 正人（熊本赤十字病院 形成外科）

O-21-5

下腿難治性潰瘍治療の医師主導治験を目指した新規材料シルクエラスチンの
細菌増殖抑制作用の検証
野田 和男（京都大学医学研究科 形成外科学）
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ポスター 1

5 月 26 日（金）16:20 〜 17:00 第 1 会場（2 階 多目的ホール）

座長：綾部 忍（八尾徳洲会総合病院 形成外科）
細田 夕子（石川県済生会金沢病院 看護部 透析室）

創傷治療・ケア
P-1-1

重症虚血肢に対して hybrid 手術を含めた集学的治療で独歩退院した 1 例
梶 睦（厚木市立病院 外科）

P-1-2

集学的治療を行うも治療に難渋した重症下肢虚血の 1 例
尾崎 俊介（板橋中央総合病院 循環器内科）

P-1-3

炭酸浴による ASO 患者への治療効果への再認識
宇良 宗司（医療法人 聖山会 川南病院）

P-1-4

トシリズマブ投与中に生じた足背部壊死性筋膜炎の一例
中里 公亮（伊勢赤十字病院 形成外科）

P-1-5

保存療法で軽快した閉塞性動脈硬化症患者の Deep tissue injury の 2 例
大石 直人（黒部市民病院 皮膚科）

ポスター 2

5 月 26 日（金）16:20 〜 17:00 第 1 会場（2 階 多目的ホール）

座長：満生 浩司（福岡赤十字病院 腎臓内科）
田丸 裕子（医療法人社団 日高会 日高病院 看護部）

透析
P-2-1

透析症例の救肢における看護師の役割〜神戸分類からのアプローチ
柳谷 敦（（医）桑園中央病院 救肢創傷治療センター）

P-2-2

踵用フイルム使用による保湿効果の検討
朝信 百合（医療法人財団はまゆう会新王子病院）

P-2-3

足病変発症後、治療に難渋した透析患者の看護の一考察
立山 一美（西陣病院看護部）

P-2-4

血液透析患者における下肢末梢動脈疾患の重症化予防に対する取り組み
土井 洋子（医療法人あかね会 大町土谷クリニック 透析室）
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ポスター 3

5 月 26 日（金）17:00 〜 17:40 第 1 会場（2 階 多目的ホール）

座長：迫 秀則（社会医療法人敬和会 大分岡病院 副院長 心臓血管外科）
山本 桂三（社会医療法人心臓病センター榊原病院 循環器内科）

診断・検査・病態・薬物療法／その他
P-3-1

踵骨、距骨骨髄炎における病理所見と MRI 画像所見との比較検討
緒方 英之（千葉大学医学部付属病院形成・美容外科）

P-3-2

下肢救済手術における ICG 皮膚蛍光パターンと還流圧との相関について
増本 和之（佐賀県医療センター好生館 形成外科）

P-3-3

本態性血小板血症による足趾潰瘍の 1 例
水内 綾香（神戸労災病院 皮膚科）

P-3-4

閉塞性動脈硬化症の下肢バイパス術後に足部褥瘡を認めた１例
島袋 伸洋（横浜南共済病院 心臓血管外科）

P-3-5

重症下肢虚血症例の入院期間に影響を及ぼす要因の検討〜大切断症例の検討〜
吉田 龍一（新東京病院 形成外科）

ポスター 4

5 月 26 日（金）17:00 〜 17:40 第 1 会場（2 階 多目的ホール）

座長：脇田 昇（神戸労災病院 心臓血管外科）
小松原 一正（川崎医科大学 総合医療センター 内科）

リンパ浮腫・静脈性疾患
P-4-1

弾性包帯を使用しないリンパ浮腫治療 ー短期間のボリュームリダクションによる
QOL 改善と就労支援−
松田 奈菜絵（東神奈川とさき治療院）

P-4-2

難治性下腿潰瘍の 1 例
森下 清文（市立函館病院 心臓血管外科）

P-4-3

ストッキングで変わる脚
松田 奈菜絵（東神奈川とさき治療院）

P-4-4

リンパ浮腫患者における長期経過報告 ー維持期にも的確なフォローが必用であるー
松田 奈菜絵（東神奈川とさき治療院）
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ポスター 5

5 月 27 日（土）9:30 〜 10:10 第 1 会場（2 階 多目的ホール）

座長：星野 祐二（福岡山王病院 血管外科）
緒方 信彦（上尾中央総合病院 循環器内科）

血行再建 1
P-5-1

急性下肢動脈閉塞に対して瀉血を用い，虚血再還流障害を回避し得た 2 例の検討
百川 文健（厚木市立病院外科）

P-5-2

EVT とシャント縮小術により創傷治癒できた透析患者における側頭動脈炎の重症手虚血の１例
小田島 進（兵庫県立淡路医療センター 循環器内科）

P-5-3

アプローチ部位の高度狭窄のため二期的治療を要した重症下肢虚血の一例
西嶋 方展（熊本中央病院 循環器科）

P-5-4

短期間に再血行再建を余儀なくされ創部のコントロールに苦慮している 1 例
後藤 亮（秀和総合病院）

P-5-5

自己拡張型ステントが展開されず外科的処置が必要となった一例
紅林 伸丈（掛川市袋井市病院企業団立 中東遠総合医療センター 循環器科）

ポスター 6

5 月 27 日（土）9:30 〜 10:10 第 1 会場（2 階 多目的ホール）

座長：小宮山 伸之（聖路加国際病院 心血管センター）
西出 薫（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 看護部）

血行再建 2
P-6-1

急性下肢動脈閉塞と脳塞栓を同日に発症した発作性心房細動の一例
田中 達也（伊万里有田共立病院 看護部）

P-6-2

急性下肢動脈閉塞症に対してフォガティスルールーメンカテーテルが有効であった 7 症例
笹井 正宏（昭和大学 藤が丘病院 循環器内科）

P-6-3

全身状態の悪い重症下肢虚血に対する外科的血行再建を行った 1 例 - 局所麻酔下で
施行し得る血栓内膜摘除、血栓除去、血管内治療−
葛井 総太郎（土浦協同病院 血管外科）

P-6-4

パルスオキシメータの perfusion Index が血管内治療前後の足趾血流評価に有用であった一例
奥野 渉（伊勢赤十字病院 臨床工学課）
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ポスター 7

5 月 27 日（土）13:30 〜 14:10 第 1 会場（2 階 多目的ホール）

座長：安西 慶三（佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科）
竹之内 美樹（JA とりで総合医療センター 看護部）

教育・フットケア・対策 1
P-7-1

患者参画型セルフケア指導と多職種連携により足潰瘍を予防できた 1 型糖尿病患者の１例
西出 薫（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 看護部）

P-7-2

フットケア介入を契機に血糖改善を維持している高齢２型糖尿病患者の一事例の振り返り
竹藤 五月（医療法人 社団水光会 宗像水光会総合病院 外来看護部 糖尿病内科外来）

P-7-3

P-7-4

「透析室でのフットケアに関するスタッフ意識調査から見えた現状と課題」
〜下肢末梢動脈疾患指導管理加算導入となって〜
辻澤 静枝（社会福祉法人北海道社会事業協会 富良野病院）
フットケアフローチャートの有効性の検証
田村 綾（札幌市病院局市立札幌病院看護部看護課 形成外科病棟（10 階東病棟））

P-7-5

当院におけるフットケア外来の現状と今後の課題
加藤 麻美（医療法人社団浅ノ川 心臓血管センター 金沢循環器病院 看護部）

ポスター 8

5 月 27 日（土）13:30 〜 14:10 第 1 会場（2 階 多目的ホール）

座長：福井 大祐（信州大学 心臓血管外科）
杉田 和枝（高村内科クリニック 看護部）

教育・フットケア・対策 2 ／糖尿病／予防・アセスメント
P-8-1

足底部の潰瘍に対する取り組み
佐藤 由利（桑園中央病院 血液透析センター・救肢創傷センター）

P-8-2

演題取り下げ

P-8-3

精神疾患を有する糖尿病性足壊疽に対し遊離広背筋被弁で前足部を温存できた 1 例
山津 幸恵（旭川厚生病院 形成外科）

P-8-4

急性期病院における退院支援の課題 〜下肢潰瘍重症化予防に向けた地域連携〜
内城 順子（大阪府済生会吹田病院 看護部）

P-8-5

予防的手術を実施した下肢慢性創傷患者に対する oﬀ loading と再発予防を目的とした
理学療法 - ２症例での検討 猪熊 美保（医療法人社団青泉会 下北沢病院 リハビリテーション科）
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ポスター 9

5 月 27 日（土）14:10 〜 14:50 第 1 会場（2 階 多目的ホール）

座長：中島 晴伸（済生会みすみ病院 検査室）
林 久恵（星城大学 リハビリテーション学部）

チーム医療 1
P-9-1

P-9-2

超高齢患者の疼痛管理困難であった難治性下肢壊疽にチーム医療による迅速な対応で
ADL を維持し軽快した一例
田代 一真（昭和大学藤が丘病院 循環器内科）
「様々な合併症を克服し，救肢し得た重症虚血肢の１例」〜再認識したチーム医療の重要性〜
坂元 博（板橋中央総合病院 循環器科）

P-9-3

当院下肢救済センターとしての連携により下肢救済できた CLI の１例
檀浦 裕（市立札幌病院 下肢救済センター / 市立札幌病院 循環器センター 循環器内科）

P-9-4

演題取り下げ

P-9-5

埼玉県北部における下肢救済の取り組み
田口 哲也（深谷赤十字病院 内科）

ポスター 10

5 月 27 日（土）14:10 〜 14:50 第 1 会場（2 階 多目的ホール）

座長：宮本 正章（日本医科大学付属病院 循環器内科）
上口 茂徳（日本フットケアサービス株式会社）

理学療法・装具・リハビリ／チーム医療 2
P-10-1

歩行速度の変化が歩行時足底負荷量に与える影響 足底各部位の剪断力に関する検討
北村 航（ふれあい横浜ホスピタル リハビリテーション科）

P-10-2

糖尿病に伴う難治性足病変の下肢救済に至った一例 足のきず外来の関わりと
理学療法士の役割
菊池 大輔（日本赤十字社 前橋赤十字病院 リハビリテーション科）

P-10-3

健常者における歩行時足関節背屈運動と前足部足底負荷量との関連
渡部 祥輝（茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 理学療法学科）

P-10-4

フットバスと、理学療法の併用により、虚血肢の血流改善が見られた症例
村上 眞子（天草市立牛深市民病院）

P-10-5

私達にできる看護〜リンパ浮腫に合併した難治性蜂窩織炎の症例より〜
西村 直美（社会医療法人 青洲会 青洲会クリニック 外来）
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