
30 第13回日本フットケア学会年次学術集会

プログラム　2月14日㈯
第1会場（都市センターホテル　3F　コスモス）

教育講演1� 9:30 〜 10:30

座長：東京医科歯科大学大学院保健衛生学研究科 生体・生活機能看護学  　　小笠原祐子

モダンカンポウ

EL1	 	モダンカンポウ
帝京大学医学部外科　　新見　正則 …… 75

シンポジウム1� 10:30 〜 12:00

座長：山王メディカルセンター 血管病センター 　　宮田　哲郎 
　　　福岡山王病院 循環器センター 　　横井　宏佳

重症下肢虚血に対する至適血行再建術は？

S1-1	 	外科的血行再建術の役割―治療到達目標に応じた至適血行再建方法選択
旭川医科大学医学部　医学科　外科学講座　血管外科学分野　　東　　信良 …… 86

S1-2	 	CLI治療における血管内治療の役割
関西労災病院 循環器内科　　飯田　　修 …… 86

S1-3	 	糖尿病合併重症下肢虚血に対する至適血行再建術は？
北播磨総合医療センター形成外科　　藤井　美樹 …… 87

S1-4	 	足潰瘍の状態を考慮した末梢血行再建術の選択
新須磨病院　形成外科・創傷治療センター　　辻　　依子 …… 87

S1-5	 	CLI診療におけるカテーテル手技と手術の使い分け
大雄会第一病院　創傷ケア・血管センター　　菰田　拓之 …… 88

ランチョンセミナー 1� 12:15 〜 13:15

座長：東京大学大学院医学系研究科 血管外科学 　　重松　邦広

LS1-1	 	膠原病に伴う下肢虚血病変の病態と治療
日本医科大学大学院医学研究科アレルギー膠原病内科学分野　　桑名　正隆 …… 187

共催：第一三共株式会社
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会長講演� 13:20 〜 14:10

座長：湘南鎌倉総合病院 副院長 　　小林　修三

フットから全身へ，全身からフットへ

PL	 	フットから全身へ，全身からフットへ：下肢救済のためのマゴットセラピー，血管再生治療
から健康寿命延長のための循環器糖尿病治療

日本医科大学付属病院 循環器内科／高気圧酸素治療室　　宮本　正章 …… 66

理事長企画� 14:10 〜 15:40

座長：湘南鎌倉総合病院 副院長 　　小林　修三 
　　　黒部市民病院心臓血管外科 　　浦山　　博

診療報酬への展開〜その問題と達成への道筋

理事長-1	 	診療報酬改定について
厚生労働省　保険局　医療課　　村井あづさ …… 67

理事長-2	 	透析現場では何が問題か
湘南鎌倉総合病院　血液浄化センター／フットケア外来　　愛甲　美穂 …… 68

理事長-3	 	日本フットケア学会として今後やるべきこと
名鉄病院 看護部　　加納　智美 …… 69

理事長-4	 	一地方病院の取り組み
黒部市民病院心臓血管外科　　浦山　　博 …… 70

特別講演1� 15:40 〜 16:40

座長：松波総合病院 心臓血管外科センター 　　熊田　佳孝

和温療法

SL1	 	和温療法
和温療法研究所／獨協医科大学　　鄭　　忠和 …… 71

２
月
14
日（
土
）　
第
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場
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第2会場（都市センターホテル　5F　オリオン）

シンポジウム2� 9:30 〜 11:00

座長：佐賀大学医学部附属病院 形成外科 　　上村　哲司 
　　　東北大学大学院医学系研究科 形成外科 　　館　　正弘

足のリンパ浮腫

S2-1	 	Lymphoscintigraphy	with	SPECT-CTを用いたリンパ浮腫の最新の診断法
日本医科大学付属病院　形成外科　　飯村　剛史 …… 89

S2-2	 	複合的治療について―外科的治療との協働によるリンパ浮腫へのアプローチ
佐賀大学医学部附属病院　看護部　リンパ浮腫外来　　渡辺　直子 …… 89

S2-3	 	下肢リンパ浮腫に対する少数切開による低侵襲・短時間のリンパ管静脈吻合手術
日本医科大学付属病院　形成外科　　小川　　令 …… 90

S2-4	 	下肢リンパ浮腫症例に対する横浜市大形成外科の治療戦略
横浜市立大学　形成外科　　松原　　忍 …… 90

特別講演2� 11:00 〜 12:00

座長：名鉄病院 看護部 　　加納　智美

医療の新たな領域、全人的統合医療

SL2	 	医療の新たな領域、全人的統合医療
大阪大学大学院医学系研究科 統合医療学寄附講座　　伊藤　壽記 …… 72

ランチョンセミナー 2� 12:15 〜 13:15

座長：日本大学医学部　糖尿病代謝内科 　　石原　寿光

LS2-1	 	経口血糖降下薬	UPDATE
杏林大学大学院医学研究科　糖尿病・内分泌・代謝内科　　犬飼　浩一 …… 187

共催：日本イーライリリー株式会社／日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
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シンポジウム3� 13:20 〜 14:50

座長：岡山済生会総合病院 腎臓病・糖尿病総合医療センター 　　平松　　信 
　　　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 　　日髙　寿美

PADに対するLDLアフェレシス治療

S3-1	 	重症下肢虚血治療におけるLDLアフェレシス治療の位置付け
独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院　腎・透析科　　佐藤　元美 …… 91

S3-2	 	末期腎不全患者の治療抵抗性閉塞性動脈硬化症に対するLDLアフェレシスによる血管内皮細
胞活性化治療

横浜市立大学医学部　循環器・腎臓内科学　　田村　功一 …… 91

S3-3	 	PADに対するLDLアフェレシスの効用と長期効果
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　　石岡　邦啓 …… 92

S3-4	 	どこまで有効か―LDLアフェレシスの位置づけ―
東京大学医学部附属病院　腎臓・内分泌内科　　本田謙次郎 …… 92

シンポジウム4� 15:10 〜 16:40

座長：東京医科歯科大学医学部  血管外科 　　井上　芳徳 
　　　医療法人　松尾クリニック  　　松尾　　汎

疾患別にみたフットケア：ポイントは何か？

S4-1	 	PADにおける血管無侵襲診断法のポイント
東北大学病院生理検査センター　診療技術部生理検査部門　　船水　康陽 …… 93

S4-2	 	閉塞性動脈硬化症のトータルフットケア
関西医科大学　外科学講座　滝井病院　末梢血管外科　　駒井　宏好 …… 93

S4-3	 	下肢静脈疾患のフットケア
誠潤会水戸病院　Vascular Unit　　青柳　幸江 …… 94

S4-4	 	下腿うっ滞性潰瘍に対し新たに保険収載されたSEPS手術の紹介と術前後管理の要点
仁鷹会　たかの橋中央病院　血管外科　　春田　直樹 …… 94

S4-5	 	足病変を合併する下肢リンパ浮腫
学校法人後藤学園　神奈川衛生学園専門学校　　新井　恒紀 …… 95

S4-6	 	下肢リンパ浮腫をケアするポイント
リムズ徳島クリニック　　小川　佳宏 …… 95

２
月
14
日（
土
）　
第
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イブニングセミナー 1� 17:00 〜 18:00

座長：奈良県立医科大学　整形外科学教室 　　田中　康仁

ES1-1	 	痛みの薬物療法に関する学習プログラム～ J-PAT	PA1の内容を中心に～
仙台ペインクリニック石巻分院　　川井　康嗣 …… 192

共催：ヤンセンファーマ株式会社

第3会場（都市センターホテル　6F　601）

ワークショップ1� 9:30 〜 11:00

座長：健和会大手町病院 形成外科 　　石井　義輝 
　　　日本医科大学付属病院  総合診療センター  　　桐木　園子

足病変を有する患者の栄養管理〜何を、どこまで入れる？〜

WS1-1	 	侵襲下における栄養療法の効果と限界：厳然たる事実，今こそパラダイムシフト
筑波大学大学院 人間総合科学研究科 疾患制御医学専攻　消化器外科学　　寺島　秀夫 …… 96

WS1-2	 	足病変の栄養管理は全身から～治療の段階に応じた栄養素を～
社会医療法人近森会　近森病院　栄養サポートセンター　　中西　　花 …… 96

WS1-3	 	慢性創傷の病態に応じた栄養管理
埼玉医科大学　国際医療センター 形成外科　　石川　昌一 …… 97

WS1-4	 	下肢壊疽を有する透析患者の栄養管理
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　　日髙　寿美 …… 97

一般演題�（口演）1� 11:00 〜 11:32

座長：東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学専攻　看護管理学／
看護体系・機能学分野　　竹原　君江

フットケア外来-1

O1-1	 	フットケア外来の現状と看護師の役割
医療法人蒼龍会　井上病院　看護部　　宮田佐和子 …… 98

O1-2	 	フットケア外来設立1年現状と今後の課題
大津赤十字病院　看護部　　植田裕美子 …… 98

O1-3	 	当施設におけるフットケア外来開設2年後の現状
玄々堂君津病院　総合腎臓病センター　外科　　佐藤　和弘 …… 98
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O1-4	 	フットケアを通した糖尿病療養生活への支援の一例
社会医療法人財団 慈泉会 相澤病院　　植木　博子 …… 98

ランチョンセミナー 3� 12:15 〜 13:15

座長：順天堂大学大学院医学研究科　循環器内科学 　　宮内　克己

LS3-1	 	PAD治療の最新の話題
東邦大学医療センター　大橋病院　循環器内科　　中村　正人 …… − 

共催：アストラゼネカ株式会社

ワークショップ2� 13:20 〜 14:50

座長：南風病院 整形外科 　　富村奈津子 
　　　健康科学大学 理学療法学科  　　石黒　友康

運動とフットケア

基調講演
WS2-1	 	健康寿命延伸とスポートロジー

順天堂大学大学院　代謝内分泌内科学・スポートロジーセンター　　田村　好史 …… 99

WS2-2	 	外来血液透析センターにおける透析中運動療法の効果
IMS（イムス）グループ　春日部中央総合病院　リハビリテーション科　　松本　純一 …… 99

WS2-3	 	スポーツシューズチェックの重要性
塩之谷整形外科　　塩之谷　香 …… 100

WS2-4	 	リハビリテーション病院における末梢動脈疾患の包括的リハビリテーション連携
昭和大学藤が丘リハビリテーション病院　内科・内部障害リハビリ部門　　礒　　良崇 …… 100

WS2-5	 	虚血肢に対する全身振動機:Power	Plateを使用した運動療法の検討
湘南鎌倉総合病院　形成外科・美容外科　　近藤　謙司 …… 101

一般演題�（口演）2� 15:36 〜 16:00

座長：かなもり内科 院長 　　金森　　晃

糖尿病

O2-1	 	シャルコーフットに起因した胼胝から切断に至った一例
医療法人 生寿会  五条川リハビリテーション病院　　宮澤　初美 …… 102

O2-2	 	２型糖尿病患者におけるDPP-4阻害薬の血管内皮機能に及ぼす影響
日本医科大学付属病院　循環器内科　　久保田芳明 …… 102

２
月
14
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土
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第
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O2-3	 	下肢切断を施行された糖尿病患者の死亡に対する脈波伝播速度の影響
東京女子医科大学　糖尿病センター内科　　井倉　和紀 …… 102

一般演題�（口演）3� 16:00 〜 16:40

座長：愛心会　葉山ハートセンター 看護部 　　水附　裕子

透析-1

O3-1	 	下肢救済と歩行機能温存が可能となった透析重症下肢虚血の３症例
吉祥寺あさひ病院　看護部　　北澤　直美 …… 103

O3-2	 	透析クリニックでのフットチェック・ケアの確立と必要性について
医療法人　豊水会　みずのクリニック　　岩月有紀子 …… 103

O3-3	 	セルフフットチェック・ケアの支援と効果
城南会　西條クリニック鷹番　透析室　看護課　　嶋貫久美子 …… 103

O3-4	 	当院におけるフットケアの取り組みと今後の課題
医療法人財団はまゆう会新王子病院　　浦川　里江 …… 103

O3-5	 	難治性足トラブルを抱えた透析糖尿病患者へのフットケア
千鳥橋病院　血液浄化センター　　赤尾美智代 …… 104

イブニングセミナー 2� 17:00 〜 18:00

座長：杏林大学医学部　形成外科 　　大浦　紀彦

ES2-1	 	足を診るために必要な皮膚疾患の知識と外用薬を使うコツ
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　皮膚科　　高山かおる …… 192

共催：科研製薬株式会社

第4会場（都市センターホテル　6F　606）

優秀演題賞（非医師部門）� 9:30 〜 10:35

座長：神戸市看護大学 看護部 　　池田　清子 
　　　山梨県立大学 看護学部 　　米田　昭子

EX1-1	 	看護専門外来におけるフットケアの特殊性
湘南鎌倉総合病院　血液浄化センター /フットケア外来　　愛甲　美穂 …… 105

EX1-2	 	当院におけるフットケア外来の有用性　　PADを早期に発見し重症化を防ぐための看護師の役割
三重ハートセンター　看護部　　佐々木真由 …… 105



3713th Annual Meeting of the Japanese Society for Footcare

EX1-3	 	足を大事にする啓蒙活動＝地域への医療講演で変化した足への意識＝
医療法人社団　山形愛心会　庄内余目病院　看護部　　三浦　弘子 …… 105

EX1-4	 	糖尿病患者自身における靴の選択基準―基礎データの分析―
東京大学医学部附属病院　看護部　　古川久美子 …… 105

EX1-5	 	下腿潰瘍用装具の歩行中における機能的有効性についての検討
アルケア株式会社　医工学研究所　　田中　顕真 …… 106

優秀演題賞（医師部門）� 10:35 〜 11:53

座長：大雄会第一病院 創傷ケア・血管センター 　　太田　　敬 
　　　先端医療振興財団　先端医療センター 病院診療部　再生治療ユニット  　　川本　篤彦

EX2-1	 	教育入院後の糖尿病患者における10年間の糖尿病足病変の発症頻度と背景因子の検討
東京都済生会中央病院　　富田　益臣 …… 107

EX2-2	 	下肢大切断による予後、予後規定因子の検討
湘南鎌倉総合病院　腎臟病総合医療センター　腎免疫血管内科　　持田　泰寛 …… 107

EX2-3	 	MRSA感染下肢慢性創傷に対するDaptomycinの有効性・安全性の評価
埼玉医科大学病院形成外科美容外科　　寺部　雄太 …… 107

EX2-4	 	糖尿病合併重症虚血肢に対するdistal	bypass術後の創傷治癒促進を目的とした人工炭酸泉浴
の有用性

橋本市民病院　心臓血管外科　　圓本　剛司 …… 107

EX2-5	 	患者の予後改善を目標とするフットケア―トータルフットマネージメント　チーム２年間の成果―
ふれあい会　半田東クリニック　　古橋　究一 …… 108

EX2-6	 	重症下肢虚血に対するマゴットセラピーの限界
JA新潟厚生連豊栄病院　整形外科　　吉田　　桂 …… 108

ランチョンセミナー 4� 12:15 〜 13:15

座長：日本医科大学付属 病院循環器内科／高気圧酸素治療室 　　宮本　正章

LS4-1	 	救肢で一生を得る集学的治療　最先端技術～地域連携を駆使して
順天堂大学医学部形成外科学講座　　田中　里佳 …… 188

共催：大塚製薬株式会社
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一般演題�（口演）4� 14:10 〜 15:06

座長：日本医科大学付属病院 　　古山　景子 
　　　東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 　　眞田　史織

チーム医療・医療連携-1

O4-1	 	難治性下腿潰瘍患者への外来看護支援の振り返り
医療法人財団　健和会　柳原病院　　井上　雅実 …… 109

O4-2	 	抗がん剤の副作用による爪囲炎症例に対するフットケア～治療導入早期からの介入を行って～
㈶医療と育成のための研究所清明会　弘前中央病院　看護部　　對馬　愛子 …… 109

O4-3	 	足病変をくり返す患者に多職種が携わり行動に変化が見られた一例
群馬県済生会前橋病院　看護部　　斎藤　正子 …… 109

O4-4	 	病棟看護師による入院患者全員を対象とした足病変早期発見システム（TAKII	FOOT	SCAN）
の評価と今後の課題

関西医科大学附属滝井病院　看護部　　大久保　縁 …… 109

O4-5	 	当院におけるフットケアの取り組み～フットケアチームを立ち上げて～
医療法人　晃和会　谷口病院　　吉本　和子 …… 110

O4-6	 	糖尿病性足潰瘍を繰り返す認知症患者の在宅療養との関わりを通して
社会医療法人財団白十字会　白十字病院　看護部　　堀川　　恵 …… 110

O4-7	 	フットケアセミナー・講習会の意義
川崎医科大学附属川崎病院　　今関　桂子 …… 110

一般演題�（口演）5� 15:06 〜 15:38

座長：日本医科大学付属病院 　　菊永　恭子

予防、アセスメント-1

O5-1	 	糖尿病患者におけるブラックライトを用いた視覚的ツールによる足部清拭の教育効果
東京大学大学院　医学系研究科　健康科学・看護学専攻　看護管理学／看護体系・機能学分野　　 

竹原　君江 …… 111

O5-2	 	外来で行う予防的フットケアの取り組みと成果
医療法人社団　正名会　池田病院　　中西　真紀 …… 111

O5-3	 	当院におけるフットケアチームの取り組みについて
宇土中央クリニック　　中川　美佐 …… 111

O5-4	 	足病変の患者が再入院する要因
JCHO仙台病院　看護部　外科病棟　　佐藤可南子 …… 111
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一般演題�（口演）6� 15:38 〜 16:02

座長：愛知医科大学　血管外科 　　杉本　郁夫

検査、診断

O6-1	 	下肢血管超音波検査による血流量測定の有用性
昭和大学　藤が丘病院　循環器内科　　笹井　正宏 …… 112

O6-2	 	下肢潰瘍の原因特定までに2年を要した巨大下腿潰瘍
済生会川口総合病院　血管外科　　村井　則之 …… 112

O6-3	 	67Ga-citrate-SPECT-CT融合画像評価による新しい骨髄炎の診断および評価法
日本医科大学付属病院　循環器内科　　桐木(市川)園子 …… 112

ミニレクチャー 1� 16:10 〜 16:40

座長：製鉄記念室蘭病院　心臓血管外科  　　大谷　則史

ML1	 	SPECT-CTを用いた下肢疾患の病態評価
日本医科大学付属病院　放射線科　　福嶋　善光 …… 113

第5会場（砂防会館　1F　木曽）

一般演題�（口演）7� 9:30 〜 10:02

座長：塩之谷整形外科 　　塩之谷　香

靴および装具-1

O7-1	 	手足症候群に対してインソール使用した症例報告
日本フットケアサービス株式会社　　高橋　幸子 …… 114

O7-2	 	糖尿病初期患者へのインソールによる局所的足底圧の低減効果
日本フットケアサービス株式会社　　上口　茂徳 …… 114

O7-3	 	透析前後における足サイズの変化と使用している靴サイズに関する検討
NPOオーソティックスソサエティー　　内田　俊彦 …… 114

O7-4	 	踵部難治性潰瘍に対する装具を用いたリハビリテーションによるＡＤＬの改善と在院日数の短縮
医療法人新都市医療研究会「君津」会　玄々堂君津病院　　森　　陽介 …… 114

２
月
14
日（
土
）　
第
５
会
場

２
月
14
日（
土
）　
第
４
会
場
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一般演題�（口演）8� 10:10 〜 10:50

座長：日本医科大学付属病院 腎臓内科 　　金子　朋広

透析-2

O8-1	 	糖尿病性腎症のESRDにおける、PADの検討
八尾徳洲会総合病院　　小原　太郎 …… 115

O8-2	 	超高齢維持透析患者の末梢動脈疾患（PAD）に対する積層型透析器（AN69膜）の使用経験
医療法人社団　翠明会　山王病院　臨床工学部　　島田　一馬 …… 115

O8-3	 	透析患者の末梢動脈疾患に対するLDLアフェレシスの長期成績
湘南鎌倉総合病院　腎臓病総合医療センター　血液浄化部　　守矢　英和 …… 115

O8-4	 	微小循環動態を考慮したダイアライザの選択
独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院　腎・透析科　　佐藤　元美 …… 115

O8-5	 	重症虚血肢（CLI）に対する二重濾過血漿交換療法（DFPP）
社会医療法人 蘇西厚生会 松波総合病院　心臓血管外科　　熊田　佳孝 …… 116

一般演題�（口演）9� 11:00 〜 11:48

座長：札幌厚生病院心臓血管外科 　　稲葉　雅史 
　　　神戸市立医療センター　中央市民病院　循環器内科　 　　木下　　愼

各種治療

O9-1	 	外傷性膝窩動脈閉塞による下肢壊疽に対して血管内治療を行い救肢し得た1例
東京労災病院 難治性創傷治療センター　　宇都宮　誠 …… 117

O9-2	 	右浅大腿動脈および膝窩動脈2か所の完全閉塞病変のCLI（Rutherford ４）に対してEVTを施
行し、救肢できた1例

葵会川崎南部病院循環器科　　茶谷　健一 …… 117

O9-3	 	膠原病性下腿潰瘍に高気圧酸素療法（HBO）を併用した2症例
順天堂大学　医学部附属　静岡病院　形成外科　　松村　　崇 …… 117

O9-4	 	末梢血単核球細胞移植による血管再生治療を施行したPAD合併血液透析患者のSPP変化と長期予後
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　　大竹　剛靖 …… 117

O9-5	 	LDLアフェレシスは下肢末梢動脈疾患患者の血管内皮前駆細胞を増加させる
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　　日髙　寿美 …… 118

O9-6	 	閉塞性動脈硬化症合併糖尿病性腎症患者に対するベラプロストナトリウムの腎保護効果
日本医科大学付属病院　循環器内科　　志摩　綾香 …… 118
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ランチョンセミナー 5� 12:15 〜 13:15

座長：神戸大学大学院医学研究科　形成外科学 　　寺師　浩人

下肢救済のポイント

LS5-1	 	当施設で提供されているフットケアの実際
埼玉医科大学病院　褥瘡対策管理室　皮膚・排泄ケア認定看護師　　松岡　美木 …… 189

LS5-2	 	技術と根性で救肢する！
慶應義塾大学　外科　　尾原　秀明 …… 189

共催：大正富山医薬品株式会社

シンポジウム5� 13:20 〜 14:50

座長：関西医科大学附属枚方病院 形成外科 　　楠本　健司 
　　　函館中央病院 形成外科 　　木村　　中

組織・血管再生治療

S5-1	 	徐放化PRP血管再生治療による創傷治療
日本医科大学付属病院　循環器内科　　高木　　元 …… 119

S5-2	 	PRP（platelet-rich	plasma；多血小板血漿）による皮膚潰瘍の治療
八尾市立病院　形成外科　　三宅ヨシカズ …… 119

S5-3	 	PRP（Platelet	Rich	Plasma）を用いたフット治療の現状
湘南鎌倉総合病院　形成外科・美容外科　　山下　理絵 …… 120

S5-4	 	多施設におけるPRP療法の経験および成績
洛和会音羽病院　創傷ケアセンター　　松原　邦彦 …… 120

S5-5	 	末梢動脈疾患に対するG-CSF動員自家末梢血単核球細胞移植
社会医療法人北楡会　札幌北楡病院　外科　　堀江　　卓 …… 121

ワークショップ3� 15:10 〜 16:40

座長：済生会川口総合病院 皮膚科 　　加藤　卓朗 
　　　那珂川病院 血管外科 　　竹内　一馬

重症下肢虚血（CLI）の感染管理

WS3-1	 	透析患者の虚血肢感染管理～透析室看護師の立場から～
医療法人至誠会　至誠会病院 腎センター　看護部　　永田　恭代 …… 122

WS3-2	 	重症下肢虚血を有する糖尿病患者の全身管理の重要性
東京都済生会中央病院代謝内分泌内科　　富田　益臣 …… 122

２
月
14
日（
土
）　
第
５
会
場
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WS3-3	 	重症下肢虚血患者の感染管理
誠潤会水戸病院　心臓血管外科　　𡈽田　博光 …… 123

WS3-4	 	患者背景を考慮した重症下肢虚血の感染管理
社会医療法人喜悦会　那珂川病院　血管外科　　竹内　一馬 …… 123

WS3-5	 	重症下肢虚血の感染管理におけるデブリードマンの重要性
八尾徳洲会総合病院　形成外科・創傷治療センター　　綾部　　忍 …… 124

第6会場（砂防会館　1F　信濃）

一般演題�（口演）10� 9:30 〜 10:10

座長：湘南鎌倉総合病院　循環器科 　　松実　純也

病態

O10-1	 	重症虚血肢と間歇性跛行の危険因子および病変部位の相違
北関東循環器病院　血管病センター　内科　　熊倉　久夫 …… 125

O10-2	 	神経障害性糖尿病性足病変の発症部位と臨床像
国立長寿医療研究センター　先端診療部　皮膚科　　磯貝　善蔵 …… 125

O10-3	 	急速な両側性下肢浮腫の原因が後腹膜に発生した脱分化型脂肪肉腫と診断された一例
日本医科大学付属病院　総合診療センター　　若栗　大朗 …… 125

O10-4	 	進行する上下肢の虚血性壊死を伴った1例
東京都済生会中央病院　　沖杉　真理 …… 125

O10-5	 	潰瘍初発部位からの下肢切断率の検討~拇趾潰瘍は予後不良である~
日本医科大学付属病院　形成外科　　佐野　仁美 …… 126

一般演題�（口演）11� 10:10 〜 10:34

座長：新古賀病院　感染制御部・創傷治療センター 　　石橋理津子

感染

O11-1	 	下肢壊疽感染を繰り返す１症例を経験して
社会医療法人天神会　新古賀クリニック　血液浄化センター　　川久保都希 …… 127

O11-2	 	重症下肢虚血の患肢検出菌に関する細菌学的検討
鹿児島大学病院　医療環境安全部　感染制御部門　　川村　英樹 …… 127
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O11-3	 	下肢の蜂窩織炎入院患者の血清亜鉛値について
山形市立病院済生館　皮膚科　　角田　孝彦 …… 127

一般演題�（口演）12� 10:34 〜 11:06

座長：愛知厚生連　海南病院　形成外科 　　佐藤　俊昭

手術

O12-1	 	神経障害を伴う下肢荷重部潰瘍の治療について
医誠会病院　形成・美容外科　創傷治療センター　　仲野　雅之 …… 128

O12-2	 	当院におけるエコーガイド下膝窩神経ブロックの有用性
大分岡病院　形成外科　　松田　佳歩 …… 128

O12-3	 	寝たきりのバージャー病血行再建不能症例に下肢切断を施行した1例
川崎医科大学附属川崎病院　末梢血管センター　　藤井　達矢 …… 128

O12-4	 	経皮的動脈形成術で下肢切断範囲を縮小させた重度閉塞性動脈硬化症の一例
群馬大学医学部附属病院　麻酔科蘇生科　　石川　　愛 …… 128

一般演題�（口演）13� 15:10 〜 15:34

座長：日本フットケアサービス株式会社 　　大平　吉夫

靴および装具-2

O13-1	 	足圧分布計測システムを使用して足潰瘍の除圧量を計測した装具作製の取り組み～第一報～
株式会社　松本義肢製作所　　岩田　純朋 …… 129

O13-2	 	足圧分布計測システムを使用して足潰瘍の除圧量を計測した装具作製の取り組み～第二報～
岡崎市民病院　医療技術局　リハビリテーション室　　品川　充生 …… 129

O13-3	 	歩行しない人の足部浮腫の変動と着脱簡便性を配慮した靴設計の一考察～靴製作事例を通して～
福祉技術研究所株式会社　　岩波　君代 …… 129

一般演題�（口演）14� 15:34 〜 16:30

座長：聖路加国際病院　看護部　（形成外科外来） 　　長壁美和子 
　　　山梨県立大学　看護学部 　　米田　昭子

その他-1

O14-1	 	歩行状態が変化していく患者への対応
独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院　　堀　　由佳 …… 130

２
月
14
日（
土
）　
第
６
会
場

２
月
14
日（
土
）　
第
５
会
場
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O14-2	 	フットケア能力の向上を目指したスタッフ教育
社会医療法人　天神会　新古賀クリニック　血液浄化センター　　増本　恵美 …… 130

O14-3	 	ＱＯＬ指標を用いたフットケアにおけるアロマテラピーの効果
久留米大学医療センター 5階東入院棟　　増田　佳代 …… 130

O14-4	 	精油の白癬菌に対する効果の検証
久留米大学医療センター 4階東入院棟　　藤井　朋美 …… 130

O14-5	 	フットケアにおけるシーティング～施術時の座位姿勢の改善、安定と安楽をめざして～
ライフデザインワークス　　志田　清美 …… 131

O14-6	 	下肢救済フットケア外来での静脈うっ滞性潰瘍の現状
杏林大学医学部付属病院　看護部　　丹波　光子 …… 131

O14-7	 	身体障がい者施設における足部障害の改善
フットマイスター　　横山由貴代 …… 131

第7会場（JA共済ビルカンファレンスホール　1F　Hall�A-E）

TNTセミナー� 13:00 〜 15:00

TNT�Wound�Care　セミナー（創傷治療栄養セミナー）

TNT	WC		イントロダクション
埼玉医科大学 形成外科　　市岡　　滋 

TNT-1	 	創傷の病態生理と代謝への作用
埼玉医科大学 形成外科　　市岡　　滋 

TNT-2	 	創傷の予防と治癒における栄養
東北大学大学院医学系研究科 形成外科学分野　　館　　正弘 

TNT-3	 	栄養スクリーニング　アセスメント　栄養管理（Medical	Nutrition	Therapy:	MNT）の概要
神戸大学医学部 形成外科学教室　　寺師　浩人 

TNTセミナー� 15:20 〜 16:45

TNT�Wound�Care　セミナー（創傷治療栄養セミナー）

TNT-4	 	創傷治療のための栄養管理（Medical	Nutrition	Therapy:	MNT）
杏林大学医学部 形成外科・美容外科　　大浦　紀彦 

TNT-5	 	ケーススタディ
杏林大学医学部 形成外科・美容外科　　大浦　紀彦 
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　	 	総括
日本医科大学付属病院 循環器内科／高気圧酸素治療室　　宮本　正章 

共催：アボットジャパン株式会社

ポスター会場（都市センターホテル　7F　701）

一般演題�（ポスター）1� 15:10 〜 15:35

座長：京都駅前武田透析クリニック 　　加藤　昌子

フットケア外来

P1-1	 	フットケア外来と予防フットケア外来の連携～糖尿病性壊疽の救肢ができた3症例を振り返り～
公立長生病院　看護部　　目良　綾子 …… 132

P1-2	 	当院におけるフットケア外来の現状と今後の展望～経皮的治療に至った症例から～
長浜赤十字病院　看護部　　児玉さつき …… 132

P1-3	 	当院透析室でのフットケア定着へ向けての取り組み
市立甲府病院　看護部　　岩間　美保 …… 132

P1-4	 	当院におけるフットケアチームの立ち上げと取り組み	
～透析室でのフットケア導入と経過及び今後の課題～

倉敷医療生活協同組合　総合病院水島協同病院　看護部　　下須賀香奈子 …… 132

P1-5	 	足底胼胝下潰瘍を放置した糖尿病患者に対するフットケア外来での支援
東京都健康長寿医療センター　看護部　　鹿島田美奈子 …… 133

一般演題�（ポスター）2� 15:35 〜 16:05

座長：聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　看護部 　　西出　　薫

チーム医療・医療連携-1

P2-1	 	フットケアチームにおける活動報告
岩手県立宮古病院　　小松美奈子 …… 134

P2-2	 	透析クリニックでの特徴的な足病変に取り組んで～透析医療チームと看護師の役割～
医療法人ふれあい会　半田東クリニック　　樫原　明子 …… 134

P2-3	 	患者が見える情報提供書について考える	
～創傷ケアセンターと訪問看護STとのケア継続を目指して～

医療法人社団洛和会　洛和会音羽病院　看護部　　小西　倫世 …… 134

P2-4	 	足趾に潰瘍を形成し、壊死まで至ったCLI患者の救趾に対する和温療法、フットケア併用の取り組み
心臓血管センター　金沢循環器病院　　得永　　香 …… 134
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P2-5	 	トラマドール塩酸塩を用いた重症下肢虚血患者に対する鎮痛剤ステップ運用報告
信州大学医学部附属病院　先端心臓血管病センター　看護部　　小松　歩美 …… 135

P2-6	 	マゴットセラピーに携わる看護師の「困り事」と「大切にしている事」	
～2007年からの変化を振り返る～

日本医科大学付属病院　看護部　　市川　知恵 …… 135

一般演題�（ポスター）3� 16:05 〜 16:30

座長：真駒内クリニック　院長 　　山口　貴嗣

チーム医療・医療連携-2

P3-1	 	特別養護老人ホームで介護士が行う認知症高齢者へのフットケアアセスメントとその対処の特徴
愛媛県立医療技術大学　保健科学部　看護学科　　西田　佳世 …… 136

P3-2	 	特別養護老人ホームで看護師が行う認知症高齢者へのフットケアアセスメントとその対処の特徴
愛媛県立医療技術大学　保健科学部　看護学科　　西田　佳世 …… 136

P3-3	 	チームで行うフットケアの重要性を再認識する契機となった1症例
医療法人　仙養会　北摂総合病院　看護部　　門戸　典子 …… 136

P3-4	 	当院におけるフットケア研修会を開催して～フットケア指導士としての活動～
医療法人　秋桜会　新中間病院　　鍋山　千帆 …… 136

P3-5	 	総合病院における院内外連携による下肢救済の現状
岡山済生会総合病院　循環器内科　　小松原一正 …… 137


