
4713th Annual Meeting of the Japanese Society for Footcare

プログラム　2月15日㈰
第1会場（都市センターホテル　3F　コスモス）

ワークショップ4� 9:00 〜 10:30

座長：JCHO中京病院 腎・透析科 　　佐藤　元美 
　　　公益財団法人鉄道弘済会　義肢装具サポートセンター 　　梅澤　慎吾

CLI患者が『歩くこと・歩けること』の意義―救肢による歩行VS装具による歩行―

基調講演
WS4-1	 	義足分野からみる血管原性切断者の現状とリハビリテーション

公益財団法人鉄道弘済会　義肢装具サポートセンター　　　梅澤　慎吾 …… 144

WS4-2	 	歩行維持率の向上を目指した下肢切断
新須磨病院　形成外科・創傷治療センター　　辻　　依子 …… 144

WS4-3	 	CLI大切断例に対するリハビリ戦略
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部長　　陳　　隆明 …… 145

WS4-4	 	重症虚血肢（CLI）におけるNPWT（negative	pressure	wound	therapy）施行中のリハビ
リテーション―救肢とADL向上、Well-being確保を目指して―

国際医療福祉大学病院 血管外科　　洞口　　哲 …… 145

WS4-5	 	CLIによる足病変患者の救肢による歩行とフットウェアによる歩行
日本フットケアサービス株式会社　　山口　篤史 …… 146

WS4-6	 	CLIによる足病変患者に対する早期リハビリテーションの実際
大分岡病院　創傷ケアセンター　形成外科　　古川　雅英 …… 146

教育講演2� 10:40 〜 11:40

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

高気圧酸素治療

EL2	 	高気圧酸素治療
東京医科歯科大学　スポーツ医歯学診療センター　医学部附属病院高気圧治療部　　 

柳下　和慶 …… 76
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ランチョンセミナー 6� 12:20 〜 13:20

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

LS6-1	 	心血管イベント発症抑制を見据えた糖尿病治療戦略
福岡山王病院 循環器センター　/　国際医療福祉大学　　横井　宏佳 …… − 

共催：武田薬品工業株式会社

教育講演3� 13:30 〜 14:30

座長：大阪大学大学院医学系研究科　保健学専攻  　　瀬戸奈津子

患者や家族から誤解を受けないフットケア（北九州爪ケア事件を通じて）

EL3	 	患者や家族から誤解を受けないフットケア（北九州爪ケア事件を通じて）
福岡県弁護士会　　東　　敦子 …… 77

特別講演3� 14:30 〜 15:30

座長：奈良県立医科大学附属病院 整形外科 　　田中　康仁

人工膝関節の現状と展望

SL3	 	人工膝関節の現状と展望
日本医科大学大学院医学研究科　整形外科学　　高井　信朗 …… 73

教育講演4� 15:30 〜 16:30

座長：埼玉医科大学 形成外科 　　市岡　　滋

糖尿病性足潰瘍の病態と治療（なぜ「神戸分類」が必要なのか）

EL4	 	糖尿病性足潰瘍の病態と治療（なぜ「神戸分類」が必要なのか）
神戸大学大学院医学研究科　形成外科学　　寺師　浩人 …… 78
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第2会場（都市センターホテル　5F　オリオン）

ワークショップ5� 9:00 〜 10:30

座長：新須磨病院 外科 　　北野　育郎 
　　　八尾徳洲会総合病院　形成外科　創傷治療センター 　　綾部　　忍

創傷治癒　フットケアにおける最新のトレンド

WS5-1	 	マゴット治療
神戸労災病院　皮膚科　　皿山　泰子 …… 147

WS5-2	 	下肢の慢性創傷に対する局所陰圧閉鎖療法
埼玉医科大学医学部　形成外科　　佐藤　智也 …… 147

WS5-3	 	下腿バイパス＋遊離皮弁の経験
八尾徳洲会総合病院　形成外科　創傷治療センター　　綾部　　忍 …… 148

WS5-4	 	静脈性うっ滞性潰瘍に対するWound	Bed	Preparation
順天堂大学　医学部　形成外科学講座　　田中　里佳 …… 148

WS5-5	 	糖尿病足、重症虚血肢における潰瘍発生・再発の予防的変形修正手術
佐賀大学医学部　形成外科　　菊池　　守 …… 149

シンポジウム6� 10:40 〜 12:10

座長：永寿総合病院 糖尿病臨床研究センター 　　渥美　義仁 
　　　黒部市民病院 糖尿病・内分泌内科 　　家城　恭彦

多職種参加型糖尿病治療の実際

S6-1	 	当院での糖尿病治療におけるＥＶＴの役割について
永寿総合病院　循環器内科　　西村　英樹 …… 150

S6-2	 	当院での下肢救済におけるチーム医療の構築―３つの壁を超えて
同愛記念病院形成外科　　長谷川宏美 …… 150

S6-3	 	看護師でもできる糖尿病性足病変の病態と重症度の把握
大雄会　大雄会第一病院　 創傷ケア・血管センター　看護部　　田中　ルミ …… 151

S6-4	 	重症下肢虚血に対するチーム治療―貴重な血管外科医たちとの出会い―
六甲アイランド甲南病院 形成外科　　蔡　　顯真 …… 151

S6-5	 	訪問看護師との連携による地域に繋げるフットケア支援体制
静岡赤十字病院　看護部　　柿宇土敦子 …… 152
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教育講演6� 15:15 〜 16:15

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

ウォーキングで広がる世界

EL6	 	ウォーキングで広がる世界
早稲田大学スポーツ科学学術院　　中村　好男 …… 80

第3会場（都市センターホテル　6F　601）

モーニングセミナー 1� 8:00 〜 8:50

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

MS1-1	 	糖尿病性神経障害の診断と治療：疼痛対策を中心に
千葉大学大学院医学研究院　神経内科学　　桑原　　聡 …… 186

共催：ファイザー株式会社／エーザイ株式会社

ワークショップ6� 9:00 〜 10:30

座長：東京大学大学院医学系研究科　外科学専攻　
感覚・運動機能　医学講座　リハビリテーション医学分野 　　芳賀　信彦

　　　上沢整形外科内科クリニック  　　佐手　達男

糖尿病足潰瘍リハビリテーション―潰瘍予防から切断後のリハビリテーションまで―

WS6-1	 	糖尿病足外来における課題―リハビリテーションへの期待―
東京大学大学院　医学系研究科　社会連携講座アドバンストナーシングテクノロジー　　 

大江　真琴 …… 153

WS6-2	 	歩行のバイオメカニクスと糖尿病患者の歩行
東京大学大学院　医学系研究科　リハビリテーション医学　　芳賀　信彦 …… 153

WS6-3	 	糖尿病足潰瘍の予防を目的としたリハビリテーション
茅ヶ崎リハビリテーション専門学校　理学料法学科　　河辺　信秀 …… 154

WS6-4	 	下肢慢性創傷におけるワークシートを利用したリハビリテーションの取り組み
社会医療法人敬和会大分岡病院創傷ケアセンター　　松本　健吾 …… 154
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シンポジウム7� 10:40 〜 12:10

座長：日本医科大学 形成外科 　　小川　　令 
　　　順天堂大学医学部附属順天堂医院　 形成外科 　　水野　博司

足のメカノバイオロジーとメカノセラピー

基調講演
S7-1	 	Clinical	Application	of	Negative	Pressure	Wound	Therapy

Clinical Director, Brigham and Women’s Hospital Wound Care Center Boston, MA, USA　　 
Laurie Bayer …… 155

S7-2	 	創傷治癒への低出力体外衝撃波血管再生療法の可能性
日本医科大学付属病院　循環器内科　　手塚　晶人 …… 156

S7-3	 	物理的刺激を考慮した爪変形性疾患の治療
日本医科大学付属病院　形成外科　　佐野　仁美 …… 156

ランチョンセミナー 7� 12:20 〜 13:20

座長：永寿総合病院　糖尿病臨床研究センター 　　渥美　義仁

LS7-1	 	日常診療における低血糖の注意点
順天堂大学大学院医学研究科　代謝内分泌内科学　　荻原　　健 …… 190

共催：MSD株式会社

教育講演5� 13:30 〜 14:30

座長：南風病院 整形外科 　　富村奈津子

痛みの薬物療法に関する学習プログラム〜下肢病変の疼痛治療を中心に〜

EL5	 	痛みの薬物療法に関する学習プログラム～下肢病変の疼痛治療を中心に～
近畿大学医学部　整形外科学　　三木　健司 …… 79

共催：ヤンセンファーマ株式会社

シンポジウム8� 15:00 〜 16:30

座長：足のナースクリニック  　　西田　壽代 
　　　大阪医科大学 看護学部 　　畑中あかね

在宅におけるフットケア

S8-1	 	当院における在宅フットケアの現状と課題
医療法人社団礼恵会　むすび葉クリニック　　多田　綾子 …… 157
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S8-2	 	介護保険利用した在宅における多職種連携によるフットケア
マザーライク訪問看護ステーション　　池永　恵子 …… 157

S8-3	 	訪問看護師の実施するフットケアの実際　　予防から下肢救済の一助まで
株式会社ケイ・ティ・アイ　東本町訪問看護ステーション　　伊藤きよみ …… 158

S8-4	 	訪問看護ステーションにおける白癬症の実態とフットケアの効果
株式会社　日本在宅ケア教育研究所　　内田恵美子 …… 158

第4会場（都市センターホテル　6F　606）

モーニングセミナー 2� 8:00 〜 8:50

座長：永寿総合病院　糖尿病臨床研究センター 　　渥美　義仁

MS2-1	 	救肢QOLのために各職種へ期待すること
神戸大学大学院医学研究科　形成外科学　　寺師　浩人 …… 186

共催：サノフィ株式会社

一般演題�（口演）15� 9:00 〜 9:24

座長：東京医科歯科大学 皮膚科 　　高山かおる

爪

O15-1	 	当科における爪白癬患者の実態～どう治療してきたか？どう治療していくか？～
桐生厚生総合病院　皮膚科　　岡田　克之 …… 159

O15-2	 	観血的陥入爪治療（鬼塚法）を考える
多治見市民病院　整形外科　　仁科　直文 …… 159

O15-3	 	超弾性ワイヤーの爪下埋没法による爪治療
塩之谷整形外科　　塩之谷　香 …… 159
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一般演題�（口演）16� 9:32 〜 10:20

座長：さっぽろキズケア・アンチエイジング研究所 　　小浦場祥夫 
　　　神戸大学医学部附属病院　看護部 　　野口まどか

創傷ケア-1

O16-1	 	難治性足潰瘍患者へのPICOTM陰圧吸引療法の使用経験
順天堂大学付属　順天堂医院　形成外科　　市川　佑一 …… 160

O16-2	 	糖尿病性足潰瘍に対して局所陰圧閉鎖療法を使用した4症例
独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院　看護部　　近藤　徳子 …… 160

O16-3	 	神経障害性骨関節症（シャルコー関節）を合併している維持透析患者との関わり	
～VAC療法を施行した症例～

医療法人社団　翠明会　山王病院　看護部　　古山　和子 …… 160

O16-4	 	切断と言われた足趾壊疽症例を通してフットケアの重要性を再認識させられた1例
イムス富士見総合病院　血管外科　　東原　宣之 …… 160

O16-5	 	重症虚血肢に対する炭酸泉足浴の効果
市立加西病院　看護部　　曽　　　紅 …… 161

O16-6	 	新しい浸透圧吸水性創傷被覆材の使用経験
医療法人三和会　東鷲宮病院　循環器・血管外科　褥瘡・創傷ケアセンター　　 

水原　章浩 …… 161

ミニレクチャー 2� 10:50 〜 11:20

座長：神戸市看護大学 看護学部 　　池田　清子

論文を投稿してみよう

ML2	 	論文を投稿してみよう
滋賀医科大学医学部　医学科　皮膚科学講座　　中西　健史 …… 162

ミニレクチャー 3� 11:20 〜 11:50

座長：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

論文の書き方―統計解析をやさしく学ぼう―

ML3	 	論文の書き方―統計解析をやさしく学ぼう―
日本医科大学付属病院　衛生学公衆衛生学　　大塚　俊昭 …… 163
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ランチョンセミナー 8� 12:20 〜 13:20

座長：順天堂大学医学部　循環器内科学講座 　　宮内　克己

LS8-1	 	フットケア実践に役立つ糖尿病管理術
日本医科大学付属病院 循環器内科　　高木　　元 …… 190

共催：小野薬品工業株式会社

一般演題�（口演）17� 14:30 〜 15:02

座長：公益財団法人　鉄道弘済会 義肢装具サポートセンター 　　岩下　航大

リハビリテーション

O17-1	 	ショパール関節離断患者における創傷治療中にPTB免荷装具による歩行獲得を目指したリハ
ビリテーション

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　拓也 …… 164

O17-2	 	重症下肢虚血患者に対し作業療法介入後，除圧サンダル装着自立となった一症例
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　　亀山　紘樹 …… 164

O17-3	 	移乗動作時の足底にかかる力学的負荷量の検討
名古屋共立病院　リハビリテーション科　　伊藤　真也 …… 164

O17-4	 	血管内治療後の重症下肢虚血症例の退院時FIMスコアと長期予後の関連
関西労災病院　中央リハビリテーション部　　福井　浩之 …… 164

第5会場（砂防会館　1F　木曽）

ワークショップ7� 9:00 〜 10:30

座長：聖路加国際病院 形成外科 　　松井　瑞子 
　　　名鉄病院看護部 　　加納　智美

足壊疽を予防するために推奨すべきこと

WS7-1	 	循環器内科医による創傷治療
済生会横浜市東部病院　 循環器科　　平野　敬典 …… 165

WS7-2	 	糖尿病外来における足壊疽ハイリスク患者のスクリーニングとリスク層別フットケアの重要性
かなもり内科 　　金森　　晃 …… 165

WS7-3	 	現場でできるフットウェアの調整と適切なフットウェア
株式会社ナチュレル 　　鈴木　善久 …… 166

WS7-4	 	足壊疽と栄養管理～栄養士の視点から～
武蔵野赤十字病院　 栄養課　　原　　純也 …… 166
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WS7-5	 	股関節の正しい動きを身につける
総合治療院　テコセンター　　金子　隆行 …… 167

ワークショップ8� 10:40 〜 12:10

座長：茅ヶ崎 リハビリテーション専門学校 理学療法学科 　　河辺　信秀 
　　　山梨県立大学　 看護学部 　　米田　昭子

フットケア外来の今　フットから・・・

WS8-1	 	フットから　糖尿病の療養を体験する身体へ
山梨県立大学　看護学部　　米田　昭子 …… 168

WS8-2	 	糖尿病患者における転倒予防とフットケア―メディカルスタッフとのチーム医療―
奈良県立医科大学　医療技術センター　リハビリテーション係　　田中　秀和 …… 168

WS8-3	 	フットから血の巡りを感じる身体へ
神戸市立医療センター中央市民病院　看護部　　仲村　直子 …… 169

WS8-4	 	フットケア、局所から全身へ、患者と共に歩む外来へ
日本大学病院　看護部　　小林　智美 …… 169

ランチョンセミナー 9� 12:20 〜 13:20

座長：日本医科大学付属病院　循環器内科 　　高野　仁司

LS9-1	 	末梢動脈疾患における灌流指標（ＰＩ）の臨床的有用性
パナソニック健康保険組合　松下記念病院　腎不全科部　（兼）医療機器管理室　　 

川瀬　義夫 …… 191

LS9-2	 	末梢動脈疾患の血管内治療における新たな灌流指標「Perfusion	Index」の有用性
三田市民病院　循環器内科　　小笠原大介 …… 191

共催：マシモジャパン株式会社
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特別講演4� 13:30 〜 14:30

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 　　大竹　剛靖

Diabetic�Foot:�The�Global�State�of�Play

SL4	 	Diabetic	Foot:	The	Global	State	of	Play
Director, Southern Arizona Limb Salvage Alliance (SALSA), University of Arizona College of Medicine　　 

David G. Armstrong …… 74

マゴットセラピー研究会� 14:30 〜 15:26

座長：湘南鎌倉総合病院  形成外科 　　山下　理絵 
　　　株式会社バイオセラピーメディカル  　　高瀬　仁志

MgS-1	 	ハエ幼虫症と人との関わりについて
赤穂市民病院　皮膚科　　和田　康夫 …… 170

MgS-2	 	難治性末梢動脈疾患におけるMaggot	Debridement	therapyの創傷治癒機構
東京大学医学部附属病院　腎臓・内分泌内科　　中島みなみ …… 170

MgS-3	 	重症下肢虚血に対してMaggot	debridement	therapyを行いSPP上昇が認められた一例
旭川厚生病院　形成外科　　前田　　拓 …… 170

MgS-4	 	マゴットセラピー 159例から考える難治性慢性下肢潰瘍治療と救肢
日本医科大学付属病院　循環器内科　　桐木　園子 …… 170

MgS-5	 	マゴット療法により下肢切断を回避できた1症例
独立行政法人地域医療機能推進機構　星ケ丘医療センター　　加藤　晴久 …… 171

MgS-6	 	MDT実施中にアナフィラクトイド紫斑の消退を認めた下肢壊疽の一例
日本赤十字社医療センター　糖尿病内分泌科　　林　香菜子 …… 171

MgS-7	 	下肢ガス壊疽に対する外科的デブリードマン後の残存壊死組織の除去にMDTが効果的であった1例
福井大学　形成外科　　峯岸　芳樹 …… 171

第6会場（砂防会館　1F　信濃）

第5回フットケア指導士交流会� 9:00 〜 10:30

誰でも気軽に参加できるグループワーク交流会�
〜靴やインソールどうしていますか？〜� 10:50 〜 12:10

座長：足のナースクリニック 　　西田　壽代 
　　　札幌フットケアサークル／カレスサッポロ北光記念病院  　　菅野　智美
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第7会場（JA共済ビルカンファレンスホール　1F　Hall�A-E）

実践教室� 9:00 〜 12:00

血管診療における検査の知識と技術〜やってみようVascular�nursing�
看護師講師による看護師でもできる血管検査教室

	 	講師
独立行政法人労働者福祉機構　大阪労災病院看護部　　溝端　美貴 …… 172

	 	
常滑市民病院看護部　　長利麻衣子 …… 172

	 	
東葛クリニック病院超音波室　　富田　則明 …… 172

	 	
山本心臓血管クリニック　　平川さやか …… 172

	 	
誠潤会水戸病院看護部　　青柳　幸江 …… 172

	 	
誠潤会水戸病院　　𡈽田　博光 …… 172

ポスター会場（都市センターホテル　7F　706）

一般演題�（ポスター）4� 13:30 〜 14:00

座長：日本医科大学付属病院　看護部 　　稲田　浩美

創傷ケア

P4-1	 	ひび割れた踵の保湿効果を高める、肥厚角質ケアの提言
一般社団法人　東京フットケア協会　　山本　孝志 …… 173

P4-2	 	糖尿病性足壊疽治療中にうつ病による自殺企図、急性腎不全を発症し下肢切断後の栄養管理
に難渋した一例

日本医科大学付属病院　栄養科　　百瀬　祐子 …… 173

P4-3	 	再発を繰り返す静脈性潰瘍の患者介入を通して学んだ事
医療法人偕行会　名古屋共立病院　　神竹　リカ …… 173

P4-4	 	否定的だったフットケアが能動的に行えるようになった症例～協働的パートナーシップによ
るケアを用いて～

社会医療法人　明陽会　明陽クリニック　看護部　　太田　　彩 …… 173
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P4-5	 	下肢急性動脈閉塞術後の残存した足趾病変にNSTが介入し治癒した1例
川崎医科大学附属川崎病院　末梢血管センター　　有友　美樹 …… 174

P4-6	 	「足を残すこと」を決断し「脊椎刺激療法」を導入した女性への看護ケア過程についての一考察
大分岡病院　創傷ケアセンター　看護部　　山口　結希 …… 174

一般演題�（ポスター）5� 14:00 〜 14:25

座長：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　糖尿病看護学科 　　森　小津恵

予防、アセスメント

P5-1	 	運動習慣のある健康な高齢者の足部の形状とセルフケアの実態
愛媛県立医療技術大学　保健科学部　看護学科　　岡村　絹代 …… 175

P5-2	 	レーザースペックル二次元血流画像化法を用いた反応性充血の測定～加齢に伴う変化～
山口県立大学大学院　健康福祉学研究科　博士前期課程　　箕越　功浩 …… 175

P5-3	 	地域ふれあいサロンに参加する高齢者の2年間における足機能の変化
敦賀市立看護大学　　北村　隆子 …… 175

P5-4	 	2型糖尿病患者の足関節および母趾関節可動域は動脈硬化と関連するか？
関西電力病院　リハビリテーション科　　平沢　良和 …… 175

P5-5	 	足潰瘍を繰り返す患者へのセルフケア指導を振り返り学んだこと
社会医療法人　近森会　近森病院　看護部　　松本　有里 …… 176

一般演題�（ポスター）6� 14:25 〜 14:55

座長：中野総合病院 　　両田美智代

その他

P6-1	 	足部への力動圧刺激を用いた末梢血液循環の促進と効果の検討
埼玉県立大学　保健医療福祉学部　健康開発学科　　佐藤　玲子 …… 177

P6-2	 	訪問看護・訪問介護・居宅介護支援の連携による在宅でのフットケア
マザーライク訪問看護ステーション　　池永　恵子 …… 177

P6-3	 	A病棟における看護師のフットケアの意識調査
埼玉医科大学総合医療センター　7階西病棟　　監物　玲子 …… 177

P6-4	 	足部のトラブルと身体症状の関係性について～東洋医学的観点から～
足とからだの東洋医学研究所　　小澤めぐみ …… 177

P6-5	 	ヒドロキシカルバミドが創の治癒過程に影響した難治性潰瘍の一例
中部労災病院　看護部　　増岡　深雪 …… 178
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P6-6	 	病識の希薄な患者への看護介入によって自己効力感が向上した一症例
医療法人弘恵会　ヨコクラ病院　　西田久美子 …… 178

一般演題�（ポスター）7� 14:55 〜 15:10

座長：公益財団法人　鉄道弘済会 義肢装具サポートセンター 　　大野　祐介

靴および装具

P7-1	 	高齢者の足と靴の適合性に関する検討
東京医科歯科大学大学院　保健衛生学研究科　　小笠原祐子 …… 179

P7-2	 	インジケータ付きバンデージの圧迫療法に対する検証
アルケア株式会社　医工学研究所　　石川　　猛 …… 179

P7-3	 	EVA板の厚みの違いが足底圧に及ぼす影響
株式会社　澤村義肢製作所　　岸田　典彦 …… 179
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