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ゴア®プロパテン®バスキュラーグラフトは、グラフト内腔表面にヘパリンを固定化したePTFE製の人工血管です。
ヘパリンは独自のエンドポイント共有結合により固定化され、長期にわたり人工血管に更なる抗血栓性をもたらします。1

これまでに世界中で10万例を超えるインプラント実績を有しており、その臨床的有用性を示す数多くの臨床文献が報告
されています。2-13

1. Begovac PC  et al., European Journal of Vascular & Endovascular Surgery 2003;25(5):432-437.  2. Lindholt JS et al., European Journal of Vascular & 
Endovascular Surgery 2011;41(5):668-673.  3. Kirkwood ML et al., Vascular & Endovascular Surgery 2011;45(4):329-334.  4. Walluscheck KP 
et al., Journal of Cardiovascular Surgery 2005;46(4):425-430.  5. Samson RH et al., Vascular & Endovascular Challenges Update. London, UK: 
BIBA Publishing; 2013:315-320.  6. Peeters P et al., Italian Journal of Vascular & Endovascular Surgery 2008;15(3):143-148.  7. Pulli R et al., 
Journal of Vascular Surgery 2010;51(5):1167-1177.  8. Daenens K et al., Journal of Vascular Surgery 2009;49(5):1210-1216.  9. Lösel-Sadée H 
et al., Journal of Cardiovascular Surgery 2009;50(3):339-343.  10. Hugl B et al., Journal of Cardiovascular Surgery 2009;50(2):195-203.
11. Neville RF et al., Journal of Vascular Surgery 2012;56(4):1008-1014.  12. Dorigo W et al., Journal of Cardiovascular Surgery 2012;53(2):187-193.  
13. Monaca V et al., Italian Journal of Vascular & Endovascular Surgery 2013;20(3):165-169.

More Data.
More Patients.

More
Confidence.*

ゴア、GORE、プロパテン、PROPATENおよび記載のデザイン（ロゴ）は、W. L. Gore & Associatesの商標です。 
© 2015, 2020  W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア合同会社　AU3612-JA2　MARCH 2020

製造販売元

日本ゴア合同会社
メディカル・プロダクツ・ディビジョン

〒108-0075   東京都港区港南 1-8-15 Wビル   Tel : 03-6746-2560   Fax : 03-6746-2561

販売名：ゴア®プロパテン®バスキュラーグラフト　承認番号：22500BZX00324000

ゴア®プロパテン®バスキュラーグラフト

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

【印刷用トンボ】20200915_PICORENA_1c_A4tate.pdf   1   2020/09/15   10:49:04



Above-knee 
 

Data

1 Year 2-8,10: 84%
N=528

®

Overall weighted average primary patency

A decade of  performance.
Proven patency.

2 Years4-8 : 78%
N=320 3 Years5-7 : 76%

N=222

1 Year 6-11: 76%
N=745

2 Years6-9 : 67%
N=631

3 Years6,7,9 : 60%
N=477

5 Years13: 52%
N=212

9 Years13: 41%
N=212

 

 

4 Years9,12: 45%
N=631

*   As compared to clinical studies listed on clinicaltrials.gov for peripheral arterial bypass.

Below-knee  
Data

ゴア®プロパテン®バスキュラーグラフトは、グラフト内腔表面にヘパリンを固定化したePTFE製の人工血管です。
ヘパリンは独自のエンドポイント共有結合により固定化され、長期にわたり人工血管に更なる抗血栓性をもたらします。1

これまでに世界中で10万例を超えるインプラント実績を有しており、その臨床的有用性を示す数多くの臨床文献が報告
されています。2-13

1. Begovac PC  et al., European Journal of Vascular & Endovascular Surgery 2003;25(5):432-437.  2. Lindholt JS et al., European Journal of Vascular & 
Endovascular Surgery 2011;41(5):668-673.  3. Kirkwood ML et al., Vascular & Endovascular Surgery 2011;45(4):329-334.  4. Walluscheck KP 
et al., Journal of Cardiovascular Surgery 2005;46(4):425-430.  5. Samson RH et al., Vascular & Endovascular Challenges Update. London, UK: 
BIBA Publishing; 2013:315-320.  6. Peeters P et al., Italian Journal of Vascular & Endovascular Surgery 2008;15(3):143-148.  7. Pulli R et al., 
Journal of Vascular Surgery 2010;51(5):1167-1177.  8. Daenens K et al., Journal of Vascular Surgery 2009;49(5):1210-1216.  9. Lösel-Sadée H 
et al., Journal of Cardiovascular Surgery 2009;50(3):339-343.  10. Hugl B et al., Journal of Cardiovascular Surgery 2009;50(2):195-203.
11. Neville RF et al., Journal of Vascular Surgery 2012;56(4):1008-1014.  12. Dorigo W et al., Journal of Cardiovascular Surgery 2012;53(2):187-193.  
13. Monaca V et al., Italian Journal of Vascular & Endovascular Surgery 2013;20(3):165-169.

More Data.
More Patients.

More
Confidence.*

ゴア、GORE、プロパテン、PROPATENおよび記載のデザイン（ロゴ）は、W. L. Gore & Associatesの商標です。 
© 2015, 2020  W. L. Gore & Associates, Inc. / 日本ゴア合同会社　AU3612-JA2　MARCH 2020

製造販売元

日本ゴア合同会社
メディカル・プロダクツ・ディビジョン

〒108-0075   東京都港区港南 1-8-15 Wビル   Tel : 03-6746-2560   Fax : 03-6746-2561

販売名：ゴア®プロパテン®バスキュラーグラフト　承認番号：22500BZX00324000

ゴア®プロパテン®バスキュラーグラフト

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

【印刷用トンボ】20200915_PICORENA_1c_A4tate.pdf   1   2020/09/15   10:49:04

01

ごあいさつ

第1回 日本フットケア・足病医学会
東海・北陸地方会学術集会

会長　古 森  公 浩
名古屋大学大学院医学系研究科血管外科学　教授

会員の皆様におかれましては、益々ご健勝のことと心よりお喜び申し上げます。

さて、この度第1回日本フットケア・足病医学会東海・北陸地方会学術集会を2021年10月2日

(土)に開催させていただくことになりました。本学術集会を開催するにあたり、一言ご挨拶申

し上げます。

2019年7月に日本下肢救済・足病学会と日本フットケア学会が統合され、第1回日本フットケ

ア・足病医学会年次学術集会が横浜で開催されました。前後して日本各地で地方会が設立され、

地方会学術集会が開催されてきました。遅ればせながら、この度、当地域においても東海・北

陸地方会設立および第1回地方会学術集会を開催する運びとなり、記念すべき第1回を当教室

で主催させていただきますことを大変光栄に存じます。

本来であれば第1回開催でもあるため会員の交流を目的に皆さんが一同にお会いできることが

望ましいのですが、新型コロナ禍の真っ只中にあり、まだ地方会開催時の状況が見通せない状

況でございます。現段階では現地開催（名古屋大学医学部附属病院講堂）およびWeb開催の

ハイブリッドの形式をとらせていただきたいと考えておりますが、変更があるかもしれません。

適宜地方会ホームページ等でご連絡したいと考えております。

今まさに当地方会キックオフの状態であり今後どのように本地域でも発展していくのか、不明

ではございますが、足病に携わる多職種の方に、ご施設やご自宅から安全かつお気軽にご参加

していただき、フットケア、予防、診断、治療、教育、研究および技術の向上の熱い議論が交

わされることを期待しております。

最後に、新型コロナウイルス感染症の診療に当たっておられる医療関係者の皆様のご尽力に心

から敬意を申し上げます。
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参加者の皆様へ

開催日時	 2021年10月2日（土）		9：00	～	18：15

開催形式	 ハイブリッド開催（Web配信/会場参加）

会　　場	 名古屋大学医学部附属病院　中央診療棟A3階　講堂

会　　長	 古森	公浩（名古屋大学大学院医学系研究科血管外科学　教授）

参加登録	 参加登録Webページからお申し込みいただけます。
https://www.heartmeetings.com/ja/event/detail/id/73

	 参加費（参加登録期間：2021年9月10日（金）～10月2日（土））

医　師 医療スタッフ 企　業
会　員 2,000円 1,000円 3,000円
非会員 3,000円 2,000円 4,000円

・9/30（木）までに参加登録いただきました皆様へ、10/1（金）にWeb視聴URL、ID、PWをご案内します。
10/1（金）以降のご登録は順次対応となりますのでご理解頂きますようお願いいたします。
・会場参加については、参加登録確認メールを印刷したもの、またはスマートフォン画面に表示し、当日会
場受付にてご提示ください。なお、地域の感染状況および自治体、ご所属施設の規定に従いご検討くださ
い。会場内では感染症対策へのご協力をお願いいたします。

プログラム抄録集	
2021年8月現在、日本フットケア・足病医学会の東海北陸地方会会員の皆様へは、プログラム抄録集を事前
に郵送いたします。また、ホームページ内より、プログラム抄録集のPDFデータのダウンロードが可能です。
参加登録いただいた皆様には抄録ページを閲覧いただけるPWをご案内いたします。

プログラム抄録集（冊子）購入をご希望の方は１部1,000円で販売いたしますので、運営事務局までご連絡
ください。（jfpcm-tokai@uproses.co.jp）

参加証明書/領収書
参加証明書/領収書につきましては、Web視聴ページよりダウンロードいただくことが可能です。

取得可能単位
・日本フットケア・足病医学会フットケア指導士認定　参加10単位・発表15単位
・血管診療技師（CVT）認定機構　更新単位　３単位
・日本腎不全看護学会　慢性腎臓病療養指導看護師（CKDLN）更新資格ポイント
《参加》６ポイント、《発表》筆頭発表者５ポイント、共同研究者１ポイント、
《座長》SY/WS等３ポイント、口演/ポスター２ポイント
・日本褥瘡学会　認定師の資格更新時に必要な業績点数　５点
・日本看護協会　専門看護師、認定看護師、認定看護管理者　申請に必要な点数の対象となります。

＊単位申請については、各学会・団体にご確認の上、ご自身で行ってください。
＊その他取得可能単位については、学術集会ホームページに掲載いたします。
https://www.uproses.co.jp/jfcpm_th/
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関連会合	 10月2日（土）		12：00	～	12：30
	 日本フットケア・足病医学会東海・北陸地方会　県代表世話人会（Web開催）

注意事項	 配信動画、講演スライド等の録画・録音・撮影・印刷や画面をスクリーンショット等でキャプ
チャーする行為は一切禁止します。また、無断転用・複製も一切禁止します。

大会事務局	 名古屋大学大学院医学系研究科血管外科学
事務局長　児玉章朗
〒466-8550　愛知県名古屋市昭和区鶴舞町65
TEL	052-744-2224　FAX	052-744-2226

運営事務局	 アップローズ株式会社
〒440-0886　愛知県豊橋市東小田原町48番地　セントラルレジデンス201
TEL	0532-21-5731	/	Email：jfpcm-tokai@uproses.co.jp

◉名古屋大学医学部附属病院　中央診療棟A3階　講堂
　〒466-8550　名古屋市昭和区鶴舞町65番地
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座長・コメンテーター・演者の皆様へ

座長・コメンテーターの皆様へ

	 【Web参加】	 Zoom接続でのご参加となります。お役割接続用のURLは開催５日前に
ご案内予定です。開催当日、セッションスタート30分前に接続いただ
き、音声・カメラチェックをお願いいたします。
進行は座長に一任いたします。

	 【会場参加】	 セッションスタート15分前までに、受付をお済ませのうえ、会場内「次
座長席」「次コメンテーター席」にてお待ちください。
進行は座長に一任いたします。

演者の皆様へ
◆シンポジウム / 教育講演 / 特別講演 / 特別企画 ： Web参加または会場参加
◆一般演題演者 ： Web参加

シンポジウム / 教育講演 / 特別講演 / 特別企画  演者の皆様へ

	 【Web参加】	 Zoom接続でのご参加となります。お役割接続用のURLは開催5日前に
ご案内予定です。開催当日、セッションスタート30分前に接続いただ
き、音声・カメラ・スライド画面共有チェックをお願いいたします。

	 【会場参加】	 セッションスタート30分前までに会場内PC受付に発表データ（または
PC）を持参ください。その場での試写の後、「次演者席」にてお待ち
ください。

 利益相反（COI）の開示 利益相反の有無にかかわらず、筆頭演者の利益相反申告が必要となりま
すので、発表スライド２枚目に、利益相反開示スライドを掲載してくだ
さい。開示すべき事項の詳細及び利益相反開示スライドのダウンロード
は、一般社団法人日本フットケア・足病医学会ウェブサイト上に掲載の
『一般社団法人日本フットケア・足病医学会COI』をご確認ください。

　
一般社団法人	日本フットケア・足病医学会COI
https://jfcpm.org/coi.html
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一般演題演者の皆様へ

	 【Web参加】	 Zoom接続でのご参加となります。事前にご連絡しておりますお役割
接続用のURLに接続し、セッションにご参加ください。開催当日、セッ
ションスタート30分前に接続いただき、音声・カメラ・スライドチェッ
クをお願いいたします。
発表方法は、事前に提出いただいた音声入りのパワーポイントを映像
係から配信、または当日Zoomでのスライド画面共有での発表となり
ます。
開催当日の質疑応答は、Web参加にてご回答をお願いします。

 利益相反（COI）の開示 利益相反の有無にかかわらず、筆頭演者の利益相反申告が必要となりま
すので、発表スライド２枚目に、利益相反開示スライドを掲載してくだ
さい。開示すべき事項の詳細及び利益相反開示スライドのダウンロード
は、一般社団法人日本フットケア・足病医学会ウェブサイト上に掲載の
『一般社団法人日本フットケア・足病医学会COI』をご確認ください。

　
一般社団法人	日本フットケア・足病医学会COI
https://jfcpm.org/coi.html
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10月2日（土）

日程表

Room 1 （講堂）
09：10〜10：40

シンポジウム『地域包括システムにおけるフットケアの連携』
座長　坂田久美子（医療法人	勢風会　津みなみクリニック　透析室）
	 大桑麻由美（金沢大学医薬保健研究域保健学系　臨床実践看護学講座）

S-01 入退院センターにおける外来・病棟・地域との連携への取り組み 木村さゆり（松波総合病院　入退院支援センター）
S-02 デイサービスでのフットケアを通して介護保険制度・地域包括ケアシステムについて考える　鷲見　夏子（東濃ディサービスセンター松坂）
S-03 難治治療処置に関する医師からの迅速さと的確な指示の重要性の核心
 ～主治医との共有アプリからタイムリーな指示の提供とその対応～ 藪崎　元浩（訪問看護ステーション心音）
S-04 心臓と足、生活と命が救われた連携　～ド田舎の透析クリニックの症例～ 池田　恵子（医療法人薫風会高桑内科クリニック　透析室）

10：40〜11：00 コーヒーブレイクセミナー　RangerはDCBの守備範囲を変えるのか？！
座長　土谷　武嗣（金沢医科大学病院　心血管カテーテル治療科）
演者　佐藤　　圭（三重大学医学部附属病院　循環器内科）
	 	 共催：ボストンサイエンティフィック	ジャパン株式会社

11：05〜11：55
教育講演　除圧
座長　岡本	敬之（日本フットケアサービス株式会社）
フェルトを用いた免荷 吉嶺　　開（日本フットケアサービス株式会社）
専用サンダルや足底装具を用いた免荷 岩田　純朋（株式会社松本義肢製作所）

12：00〜13：00
ランチョンセミナー
座長　日比野　剛（岐阜県立多治見病院　循環器内科）

レオカーナの臨床的立ち位置 徳田　尊洋（名古屋ハートセンター　循環器内科）
CLTIに対するレオカーナの使用経験と期待 吉岡　直輝（大垣市民病院　循環器内科）
	 	 共催：株式会社カネカメディックス

13：10〜14：10
教育講演　～痛みをとってリハビリしよ！そしてQOL, ADL改善へ～　
座長　熊田　佳孝（松波総合病院　心臓血管外科センター）

重症虚血肢の疼痛治療 新屋　苑恵（名古屋大学医学部　麻酔科）
CLTIの理学療法とその役割 荒川　優也（松波総合病院　リハビリテーション技術室）

14：10〜15：10
教育講演　～傷を治すには栄養も大事！, 局所治療も大事！～　
座長　佐藤　元美（新城市民病院　腎臓内科・人工透析センター）

足病抱える患者の栄養管理 田中　文彦（名古屋大学医学部　栄養管理部）
みんなで考えよう, フットケアでの局所治療 加納　慎二（名古屋市立大学　皮膚科）

15：10〜15：30 コーヒーブレイクセミナー　ブタ小腸粘膜下組織「OASIS®細胞外マトリックス」の活用と新しい創傷治療
座長　児玉　章朗（名古屋大学大学院　血管外科）
コメンテーター　坂井田高志（JA愛知厚生連稲沢厚生病院　皮膚科）
演者　小山　明男（一宮市立市民病院　血管外科）
	 	 共催：クックメディカルジャパン合同会社

15：30〜17：00
教育講演　フットケア
①基調講演（15：30〜16：10）　座長　塩之谷　香（塩之谷整形外科）
　CLTIには至らせない！皮膚や爪を守るために必要な診る目と知識　高山かおる（済生会川口総合病院　皮膚科）
②症例検討（16：10〜17：00）　座長	 細田　夕子（石川県済生会金沢病院　看護部）
　	 	 塩之谷　香（塩之谷整形外科）
　コメンテーター	 相川智優紀（公立学校共済組合北陸中央病院　看護部）
	 	 高山かおる（済生会川口総合病院　皮膚科）
　症例提示　田舎の透析クリニック 困った足の症例　岩佐とも美（医療法人薫風会高桑内科クリニック　透析室）

17：10〜18：10
特別講演　CLTI治療の現状から見えてきた足病重症化予防の重要性
座長　古森　公浩（名古屋大学大学院血管外科学教授，	日本血管外科学会理事長）
演者　東　　信良（旭川医科大学　外科学講座血管外科）
	 	 共催：テルモ	株式会社

18：10〜18：15 閉会挨拶　会長　古森　公浩（名古屋大学大学院血管外科学教授、	日本血管外科学会理事長）

09：00〜09：10 開会挨拶　会長　古森	公浩（名古屋大学大学院血管外科学教授、	日本血管外科学会理事長）09：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00
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10月2日（土）

Room 2 （会議室）
09：10〜10：40

教育講演　血行再建　～さあ，もう一度血行再建勉強しましょ！～　
座長　日比野　剛（岐阜県立多治見病院　循環器内科）
AI＋FPのEVT 徳田　尊洋（名古屋ハートセンター　循環器内科）
IPのEVT 越田　亮司（豊橋ハートセンター　循環器内科）
distal bypass  児玉　章朗（名古屋大学大学院　血管外科）

11：05〜11：55
特別企画　『学会員なら全員にアカウントがあります, 遠隔連携ソフトJOIN』　
座長　佐藤	俊昭（医療法人大仲会　大仲さつき病院）
質疑応答サポート　白砂友里絵（株式会社アルム）

学会員全員に配布されている遠隔連携ソフトの使い方説明 	 松本　健吾（大分岡病院　形成外科）
遠隔連携ソフトによる地域医療連携の実際 	 花田　明香（富士足・心臓血管クリニック）

12：00〜13：00
ランチョンセミナー　EVT治療の最前線
座長　渡辺　芳雄（公立陶生病院　血管外科）
適材適所のデバイス選択とは（バルーン篇） 玉井　宏明（春日井市民病院　血管外科）

座長　児玉　章朗（名古屋大学大学院　血管外科）
低侵襲下肢血行再建の今 市橋　　敬（一宮西病院　循環器内科）
	 	 	 	 共催：テルモ株式会社

13：10〜14：10

病院と在宅でのシームレスな医療を目指す
座長　家城	恭彦（富山市立富山市民病院　内科）
B-01 足の傷はつらいよ　外来より愛をこめて 高橋　秀典（JCHO福井勝山総合病院　皮膚科）
B-02 CLTIを家で治す！ 登坂　　淳（TOWN訪問診療所三鷹院）

14：10〜15：10
特別企画　東海地区発のCLTIエビデンス　～私たち，こんなこと調べてみました～ 
座長　徳田　尊洋（名古屋ハートセンター　循環器内科）
T-01 大腿膝窩動脈病変におけるポリマーコート型薬剤溶出性ステントと薬剤コーティングバルーンの臨床成績および再狭窄因子
  吉岡　直輝（大垣市民病院　循環器内科）
T-02 透析患者の下肢血行再建とその予後 伊藤　竜太（名古屋共立病院　循環器内科）
T-03 CLINCH（Critical limb Ischemia Network in Chubu）における臨床成績
  児玉　章朗（名古屋大学大学院　血管外科）

15：30〜17：00 特別企画　CLTI治療症例を振り返る 座長　児玉　章朗（名古屋大学大学院　血管外科）
　  　　　佐藤　　圭（三重大学医学部附属病院　循環器内科）
①地域ネットワークを介して加療した患者さんへのコメディの関わり（15：30〜16：00）
　コメンテーター	 安田　由香（江南厚生病院　看護部）
	 	 大島　祥弘（一宮市立市民病院　臨床工学科）
	 	 洞垣内有美（一宮市立市民病院　看護部）
　症例提示 村松伸之介（江南厚生病院　皮膚科）

	 小山　明男（一宮市立市民病院　血管外科）

②症例検討（16：00〜17：00）
　コメンテーター	 良永　真隆（藤田医科大学病院　循環器内科）
	 	 山浦　　誠（木沢記念病院　循環器内科）
	 	 小山　明男（一宮市立市民病院　血管外科）
	 	 菰田　拓之（豊橋ハートセンター　形成外科）
	 	 荒川　優也（松波総合病院　リハビリテーション技術室）
　42歳男性、両側CLTIの1例 三岡　裕貴（愛知医科大学　血管外科）
　形成外科との協力により創傷治癒に至ったCLIの1例 市橋　　敬（一宮西病院　循環器内科）

09：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00
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10月2日（土）
Room 3 （Web配信）

13：10〜14：00

一般演題1　フットケア
座長　金盛佐紀子（富山市立富山市民病院　看護部）
	 中野いずみ（福井総合クリニック　透析センター）
Ⅰ-01　レーザ血流計を使用した45°下肢挙上試験によるPADスクリーニング
  野溝　明弘（（医）偕行会岐阜　中津川共立クリニック　透析室）
Ⅰ-02　足底装具における新たな技術の取り組み
  池田　　元（東名ブレース株式会社）
Ⅰ-03　当院の巻き爪処置の一報告～“巻き爪マイスター”による巻き爪矯正を試みて～
  丹羽由香里（医療法人偕行会　海部共立クリニック）
Ⅰ-04　炭酸ガスミストによる下肢末梢循環改善効果とその有用性
  小熊　博康（社会医療法人	名古屋記念財団　平針記念クリニック　臨床工学部）
Ⅰ-05　透析クリニックにおけるPAD看護～地域連携への取り組み～
  坂田久美子（医療法人	勢風会　津みなみクリニック　透析室）

14：10〜15：10
一般演題2　CLTI
座長　堀口　昌秀（伊勢赤十字病院　循環器内科）
	 高木　大地（名古屋大学医学部附属病院　リハビリテーション部）
Ⅰ-06　CLI患者にAN96膜を使用して著効した症例報告
  加納　智美（地方独立行政法人	桑名市総合医療センター　血液浄化療法部）
Ⅰ-07　包括的高度慢性下肢虚血患者における微小循環能に対するフレイルの影響
  山田　雄大（社会医療法人	厚生会　木沢記念病院　循環器病センター　循環器内科）
Ⅰ-08　ADL低下なく自己フットケア可能となり退院することができた高齢の包括的高度慢性下肢虚血（CLTI）患者への関わり
  清水　美栄（社会医療法人	厚生会　木沢記念病院　看護部）
Ⅰ-09　重症虚血肢患者への疼痛管理における看護の取り組み　～患者満足度調査から得られた, 今後の課題～
  松原奈津子（名古屋大学医学部附属病院　6E病棟）
Ⅰ-10　当院における重傷下肢虚血患者に対する理学療法介入プロトコール導入
  田島　一樹（社会医療法人	蘇西厚生会　松波総合病院　リハビリテーション技術室）
Ⅰ-11　感染創を有した維持透析CLI患者の歩行再獲得症例
  水谷　健悟（社会医療法人	蘇西厚生会　松波総合病院　リハビリテーション技術室）

フットケアハンズオン　ビデオ放映
① 11：05〜　 ② 11：35〜　 ③ 15：30〜　 ④ 16：00〜

13：00

14：00

15：00
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Room 1 （講堂）

開会挨拶　09：00～09：10
	 	 会長　古森　公浩（名古屋大学大学院血管外科学教授， 日本血管外科学会理事長）

シンポジウム　09：10～10：40
『地域包括システムにおけるフットケアの連携』

   座長　坂田久美子（医療法人 勢風会 津みなみクリニック　透析室）

	 	 	 　　　大桑麻由美（金沢大学医薬保健研究域保健学系　臨床実践看護学講座）

S-01 入退院センターにおける外来・病棟・地域との連携への取り組み
 木村さゆり（松波総合病院　入退院支援センター）

S-02 デイサービスでのフットケアを通して介護保険制度・地域包括ケアシステムについて考える
 鷲見　夏子（東濃ディサービスセンター松坂）

S-03 難治治療処置に関する医師からの迅速さと的確な指示の重要性の核心
 ～主治医との共有アプリからタイムリーな指示の提供とその対応～
 藪崎　元浩（訪問看護ステーション心音）

S-04 心臓と足、生活と命が救われた連携　～ド田舎の透析クリニックの症例～
 池田　恵子（医療法人薫風会高桑内科クリニック　透析室）

コーヒーブレイクセミナー　10：40～11：00	 共催：ボストンサイエンティフィック	ジャパン株式会社

RangerはDCBの守備範囲を変えるのか？！
	 	 座長　土谷　武嗣（金沢医科大学病院　心血管カテーテル治療科）

演者　佐藤　　圭（三重大学医学部附属病院　循環器内科）

教育講演　除圧　11：05～11：55
	 	 座長　岡本　敬之（日本フットケアサービス株式会社）

フェルトを用いた免荷
吉嶺　　開（日本フットケアサービス株式会社）

専用サンダルや足底装具を用いた免荷
岩田　純朋（株式会社松本義肢製作所）

ランチョンセミナー　12：00～13：00	 共催：株式会社カネカメディックス

	 	 座長　日比野　剛（岐阜県立多治見病院　循環器内科）

レオカーナの臨床的立ち位置
徳田　尊洋（名古屋ハートセンター　循環器内科）

CLTIに対するレオカーナの使用経験と期待
吉岡　直輝（大垣市民病院　循環器内科）

教育講演　13：10～14：10
～痛みをとってリハビリしよ！そしてQOL,	ADL改善へ～
	 	 座長　熊田　佳孝（松波総合病院　心臓血管外科センター）

重症虚血肢の疼痛治療
新屋　苑恵（名古屋大学医学部　麻酔科）

CLTIの理学療法とその役割
荒川　優也（松波総合病院　リハビリテーション技術室）

プログラム
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Room 1 （講堂）

教育講演　14：10～15：10
～傷を治すには栄養も大事！,	局所治療も大事！～
	 	 座長　佐藤　元美（新城市民病院　腎臓内科・人工透析センター）

足病抱える患者の栄養管理
田中　文彦（名古屋大学医学部　栄養管理部）

みんなで考えよう, フットケアでの局所治療
加納　慎二（名古屋市立大学　皮膚科）

コーヒーブレイクセミナー　15：10～15：30	 共催：クックメディカルジャパン合同会社

ブタ小腸粘膜下組織「OASIS®細胞外マトリックス」の活用と新しい創傷治療　	 	
	 	 座長　児玉　章朗（名古屋大学大学院　血管外科）

コメンテーター　坂井田高志（JA愛知厚生連稲沢厚生病院　皮膚科）

演者　小山　明男（一宮市立市民病院　血管外科）

教育講演　フットケア　15：30～17：00
①基調講演（15：30～16：10）
	 	 座長　塩之谷　香（塩之谷整形外科）

CLTIには至らせない！皮膚や爪を守るために必要な診る目と知識
高山かおる（済生会川口総合病院　皮膚科）

②症例検討（16：10～17：00）
	 	 座長　細田　夕子（石川県済生会金沢病院　看護部）

	 	 　　　塩之谷　香（塩之谷整形外科）

コメンテーター 相川智優紀（公立学校共済組合北陸中央病院　看護部）

 高山かおる（済生会川口総合病院　皮膚科）

田舎の透析クリニック 困った足の症例
症例提示 岩佐とも美（医療法人薫風会高桑内科クリニック　透析室）

特別講演　17：10～18：10	 共催：テルモ株式会社

CLTI治療の現状から見えてきた足病重症化予防の重要性
	 	 座長　古森　公浩（名古屋大学大学院血管外科学教授， 日本血管外科学会理事長）

演者　東　　信良（旭川医科大学　外科学講座血管外科）

閉会挨拶　18：10～18：15
	 	 会長　古森　公浩（名古屋大学大学院血管外科学教授， 日本血管外科学会理事長）
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Room 2 （会議室）

教育講演　血行再建　09：10～10：40
～さあ,	もう一度血行再建勉強しましょ！～
	 	 座長　日比野　剛（岐阜県立多治見病院　循環器内科）

AI＋FPのEVT
徳田　尊洋（名古屋ハートセンター　循環器内科）

IPのEVT
越田　亮司（豊橋ハートセンター　循環器内科）

distal bypass 
児玉　章朗（名古屋大学大学院　血管外科）

特別企画　11：05～11：55
『学会員なら全員にアカウントがあります,	遠隔連携ソフトJOIN』
	 	 座長　佐藤　俊昭（医療法人大仲会　大仲さつき病院）
   質疑応答サポート　白砂友里絵（株式会社アルム）

学会員全員に配布されている遠隔連携ソフトの使い方説明
松本　健吾（大分岡病院　形成外科）

遠隔連携ソフトによる地域医療連携の実際
花田　明香（富士足・心臓血管クリニック）

ランチョンセミナー　EVT治療の最前線　12：00～13：00	 共催：テルモ株式会社
	 	 座長　渡辺　芳雄（公立陶生病院　血管外科）

適材適所のデバイス選択とは（バルーン篇）
玉井　宏明（春日井市民病院　血管外科）

	 	 座長　児玉　章朗（名古屋大学大学院　血管外科）

低侵襲下肢血行再建の今
市橋　　敬（一宮西病院　循環器内科）

病院と在宅でのシームレスな医療を目指す　13：10～14：10
	 	 座長　家城　恭彦（富山市立富山市民病院　内科）

B-01 足の傷はつらいよ　外来より愛をこめて
 高橋　秀典（JCHO福井勝山総合病院　皮膚科）

B-02 CLTIを家で治す！
 登坂　　淳1、坂元　　博2、宇都宮　誠3、布施　大望3、木下　幹雄4

 1 TOWN訪問診療所三鷹院　　2 TOWN訪問診療所板橋院　　3 TOWN訪問診療所城南院　　4 TOWN訪問診療所

特別企画　14：10～15：10
東海地区発のCLTIエビデンス　～私たち,	こんなこと調べてみました～
	 	 座長　徳田　尊洋（名古屋ハートセンター　循環器内科）

T-01 大腿膝窩動脈病変におけるポリマーコート型薬剤溶出性ステントと
 薬剤コーティングバルーンの臨床成績および再狭窄因子
 吉岡　直輝2、徳田　尊洋1、小山　明男3、山田　雄大4、島村　清貴5、西川　隆介5

 1 名古屋ハートセンター　循環器内科 2 大垣市民病院　循環器内科　　3 一宮市立市民病院　血管外科
 4 木沢記念病院　循環器内科 5 静岡県立総合病院　循環器内科

T-02 透析患者の下肢血行再建とその予後
 伊藤　竜太（名古屋共立病院　循環器内科）

T-03 CLINCH（Critical limb Ischemia Network in Chubu) における臨床成績
	 児玉　章朗（名古屋大学大学院　血管外科）



12

Room 2 （会議室）

Room 3 （Web配信）

特別企画　CLTI治療症例を振り返る　15：30～17：00
	 	 座長　児玉　章朗（名古屋大学大学院　血管外科）

	 	 　　　佐藤　　圭（三重大学医学部附属病院　循環器内科）

①地域ネットワークを介して加療した患者さんへのコメディの関わり（15：30～16：00）
コメンテーター　安田　由香（江南厚生病院　看護部）

 　　　大島　祥弘（一宮市立市民病院　臨床工学科）

 　　　洞垣内有美（一宮市立市民病院　看護部）

症例提示　村松伸之介（江南厚生病院　皮膚科）

 　　　小山　明男（一宮市立市民病院　血管外科）

②症例検討（16：00～17：00）
コメンテーター　良永　真隆（藤田医科大学病院　循環器内科）

 　　　山浦　　誠（木沢記念病院　循環器内科）

 　　　小山　明男（一宮市立市民病院　血管外科）

	 　　　菰田　拓之（豊橋ハートセンター　形成外科）

	 　　　荒川　優也（松波総合病院　リハビリテーション技術室）

42歳男性, 両側CLTIの1例
 三岡　裕貴（愛知医科大学　血管外科）

形成外科との協力により創傷治癒に至ったCLIの1例
 市橋　　敬（一宮西病院　循環器内科）

一般演題１　フットケア　13：10～14：00
	 	 座長　金盛佐紀子（富山市立富山市民病院　看護部）

	 	 　　　中野いずみ（福井総合クリニック　透析センター）

Ⅰ-01 レーザ血流計を使用した45°下肢挙上試験によるPADスクリーニング
 野溝　明弘1、渡辺　篤史1、山浦小百合1、伊吹　幸一3、平田　聖文2

1 （医）偕行会岐阜 中津川共立クリニック　透析室　　2 （医）偕行会岐阜 中津川共立クリニック　内科
3 （医）偕行会 名古屋共立病院　生理検査課

Ⅰ-02 足底装具における新たな技術の取り組み
 池田　　元1、西川　正洋1、奥野　雅大2、宇野　秋人1、奥村　庄次1

 1 東名ブレース株式会社　　2 ラピセラ株式会社

Ⅰ-03 当院の巻き爪処置の一報告～“巻き爪マイスター”による巻き爪矯正を試みて～
 丹羽由香里、井上　　肇、藤田亞矢子、川北　敦子、山本　麻世
 医療法人偕行会 海部共立クリニック

Ⅰ-04 炭酸ガスミストによる下肢末梢循環改善効果とその有用性
 小熊　博康1、石田　拓弥1、近藤　祐利1、西村　将幸1、中原　秀之1、
	 飯田　喜康2、森實　篤司3

 1 社会医療法人 名古屋記念財団　平針記念クリニック　臨床工学部　　2 社会医療法人 名古屋記念財団　平針記念クリニック　内科
 3 社会医療法人 名古屋記念財団　新生会第一病院　臨床工学部

Ⅰ-05 透析クリニックにおけるPAD看護～地域連携への取り組み～
 坂田久美子1、出口　智絵1、伊與田義信2

	 1 医療法人 勢風会　津みなみクリニック　透析室　　2 医療法人 勢風会　津みなみクリニック　院長
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Room 3 （Web配信）

一般演題2　CLTI　14：10～15：10
	 	 座長　堀口　昌秀（伊勢赤十字病院　循環器内科）

	 	 　　　高木　大地（名古屋大学医学部附属病院　リハビリテーション部）

Ⅰ-06 CLI患者にAN96膜を使用して著効した症例報告
 加納　智美、恒松　千晶、杉山あづさ
 地方独立行政法人桑名市総合医療センター　血液浄化療法部

Ⅰ-07 包括的高度慢性下肢虚血患者における微小循環能に対するフレイルの影響
 山田	雄大1、福永	匡史2、高原	充佳3、藤井	健一4、藤原	昌彦5、川﨑	大三2、青山	琢磨1

 1 社会医療法人 厚生会　木沢記念病院　循環器病センター　循環器内科　2 森之宮病院　下肢救済センター
 3 大阪大学大学院医学系研究科　内分泌・代謝内科学　4 関西医科大学　内科学第二講座　5 岸和田徳洲会病院　循環器内科

Ⅰ-08 ADL低下なく自己フットケア可能となり退院することができた
 高齢の包括的高度慢性下肢虚血（CLTI）患者への関わり
 清水　美栄1、田原　春菜2、山田　雄大3、山浦　　誠3、高橋　茂清3、青山　琢磨3

 1 社会医療法人 厚生会　木沢記念病院　看護部　2 社会医療法人 厚生会　木沢記念病院　総合リハビリテーション部
 3 社会医療法人 厚生会　木沢記念病院　循環器病センター　循環器内科

Ⅰ-09 重症虚血肢患者への疼痛管理における看護の取り組み
 ～患者満足度調査から得られた、今後の課題～
 松原奈津子、茂内　早苗
 名古屋大学医学部附属病院　6E病棟

Ⅰ-10 当院における重傷下肢虚血患者に対する理学療法介入プロトコール導入
 田島　一樹、荒川　優也、水谷　健吾
 社会医療法人 蘇西厚生会 松波総合病院　リハビリテーション技術室

Ⅰ-11 感染創を有した維持透析CLI患者の歩行再獲得症例
 水谷　健悟、荒川　優也
	 社会医療法人 蘇西厚生会 松波総合病院　リハビリテーション技術室

フットケアハンズオン　ビデオ放映　①11：05～　②11：35～　③15：30～　④16：00～
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抄　録

Room 1 （講堂） シンポジウム『地域包括システムにおけるフットケアの連携』

S-01	 入退院センターにおける外来・病棟・地域との連携への
	 取り組み
木村さゆり　松波総合病院　入退院支援センター

【はじめに】地域包括ケアシステム構築の政策を踏まえ、当院では2014年７月北館新築に伴い入退院セン
ターが設立された。住み慣れた地域の住みかにおいて、様々な支援を得て安心して最期まで暮らし続けら
れることを目指す中で、病状の悪化により入院となることは少なくはない。しかし退院後すぐに再入院と
なるケースもあり継続的に看護されていれば再入院は予防できたのでないかと考え外来・病棟・地域の連
携強化を目指して取り組んでいることを報告する。

【取り組み】退院調整カンファレンスの中で、退院後短期間で再入院してきた・医療処置（吸引やインスリ
ン等）が新規で必要・創部の処置が必要等退院後継続してケアが必要なケースにおいて退院前共同指導カ
ンファレンスを開催する場合に外来看護師に参加を促したり、退院前に入退院センターの看護師や外来の
看護師が病棟に行き、処置や創部の状態を観察し必要に応じて訪問看護師に報告した。

【まとめ】外来看護師からは、①退院前に共同指導カンファレンスに参加することで病棟でどのように指導
を受けたか・退院後に地域の誰がどのように関わるのかを把握することができ、外来受診時の観察の視点
がより明確になった。②退院前に創部の状態を観察し処置の手技を確認しておくことで外来時に比較しや
すくなったとの成果がある。今後、外来・病棟・地域の多職種連携をさらに進めていきたい。

S-02	 デイサービスでのフットケアを通して介護保険制度・
	 地域包括ケアシステムについて考える
鷲見　夏子　東濃ディサービスセンター松坂

私は、総合病院に勤務した後に転職し、現在のデイサービスでの勤務は７年目となっている。医療の現場
から介護の現場へと移り、始めはその違いに違和感と戸惑いがあった。サービス業として「接客」をしなけ
ればならないことはもちろん、医師不在の現場で、自分が医療者として判断を下し処置をしなければならな
いことについても不安があった。そのため、まず私は医療連携の必要性を強く感じ、学会やセミナーで出会
うことができた先生や先輩方に、困った時は積極的にSNSを通じて連絡をし、相談や質問ができる関係を築
くことに努めた。また、地域での医療連携についても取り組んだ。その後に私が感じはじめたことは、ケア
マネの存在の重要性と地域連携の必要性である。そのため、介護支援専門員の資格取得に取り組み、地域で
はフットケアの市民講座開催のために少しずつ行動を開始した。介護支援専門員実務研修では多くの学びが
あり、市民講座についても公民館や地域のサロン、地域包括支援センターでの開催が実現した。医療の現場
ではなくても、たとえ同じ資格や志の仲間がすぐ近くにはいなくても、楽しみながら地道に続けることで繋
がりは広がり、フットケアに関してできることはたくさんあるのだと実感している。デイサービスに身を置
く数少ないフットケア指導士として、私が現場で感じたことや考えたことを、症例とともにお伝えしたい。
「利益相反なし」
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S-03	 難治治療処置に関する医師からの迅速さと的確な指示の重要性の核心
	 ～主治医との共有アプリからタイムリーな指示の提供とその対応～
藪崎　元浩　訪問看護ステーション心音

今回のケースは、動静脈瘻による下腿の血流が大きく変化を伴い血流量の低下により強度皮膚の炎症と歩
行不安定さが出現。その為に日常生活に大きな支障が出始めていた。その治療をしている最中に自宅で転倒
し頚椎の損傷を起こして頚椎周辺の筋力の調節機能が部分的に失われて右前方に前屈に至った。それにより
更に日常生活に不自由さが生じた。
病院外来での通院治療のみの継続では治療の進展がないと主治医の診断から訪問看護介入に至り、治療内
容を主治医とフットケア専門看護師の指導下自宅での処置方法の指導を受け連携を図った。通常であれば通
院時に状況の報告を書面上で行い処置内容の検討内容から指示から処置に至る為タイムラグが生じる。Join
（情報共有アプリ）を活用しタイムリーに主治医やフットケア専門看護師と連携を取ることで迅速的確な処
置の遂行により症状の緩和と歩行安定性の回復に至っているケースとなった。今回、主治医と専門看護師の
早期対応が可能であるアプリ活用が対象に於いて治療、処置の有効性が高いと期待出来る。更に、利用者様
の治療処置意欲に前向きな精神を養うことも顕著に観察された。それにより日常生活動作拡大が可能になっ
たケースとして観察する事が出来た。
これは、共有アプリ活用で創傷変化をいち早く主治医に報告しその都度的確な処置が実施できる安心感と
処置技術の安定が確保され、利用者様への安心感向上が観察された為、情報共有アプリの成果を感じるに至
りここに報告する。

S-04	 心臓と足、生活と命が救われた連携
	 ～ド田舎の透析クリニックの症例～
池田　恵子　医療法人薫風会高桑内科クリニック　透析室

近年の透析導入患者年齢は平均70.4歳。長期透析・糖尿病・動脈硬化など多くのリスクを抱えた患者が多い。
当院の透析患者70～95歳が占める割合は50％である。
当院のフットケアチームが立ち上がってから12年。ハイリスク患者が増えPADを疑う場面がある。時に
ハイリスク患者の足に前回まではなかった病態を発見することがあり、ド田舎のクリニックでは対応不可能
な状態に直面することになる。このような時、連携病院へ紹介し、的確な医療により救肢となった症例を幾
度か経験した。
【症例】 I氏　男性　71歳
2019年に連携病院であるM病院に入院しCIA・EIAの治療の既往あり。
2021年3月今まで出来ていたセルフケアが不十分となり、食事や日常生活への意欲低下がみられた。下肢
観察時に右下肢は蒼白となっておりSPPは測定出来ず、早急な受診が必要となった。連携M病院の迅速な対
応により冠動脈・両下肢動脈の閉塞・高度狭窄に対しPCIが施行された。循環動態が安定し、後遺症なく約
1か月後ケアマネジャーとも連携ができ退院となった。
長年独居であるI氏にとって、再び自宅で生活できることは一番の望みであった。今回の経過から、連携
の大切さを痛感し、何より患者のQOLの向上につながることができたので報告する。心臓と足、生活と命
のすべてが救われた症例である。
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Room 2 （会議室） 病院と在宅でのシームレスな医療を目指す

B-01	足の傷はつらいよ　外来より愛をこめて
高橋　秀典　JCHO福井勝山総合病院　皮膚科

普段私たちが目にする足のトラブルは、足白癬、胼胝・鶏眼、深爪・巻き爪、靴擦れ、いわゆる傷など多
岐にわたりますが、それらを見たときに一番大切なことは何でしょうか？私たち医療従事者が関わるわけで
すから、今まさに目の前にある症状に対処することは当たり前ですが、それと同時に「なぜ」「どうして」
とその背景まで推理していくことも重要です。その「背景」を推理して裏付け、それらを改善するために地
域連携を中心とした全体をみる医療・ケアが求められています。
「足下を見る」：駕籠かきなどが、旅行者の足の疲れぐあいを見て、料金をふきかける。一般に、弱みに
つけこむ。あし−もと【足下・足元・足許】　広辞苑第六版より引用
と、江戸の昔から足が弱ると種々のトラブルがついてくることになっています。私たちも、患者さんたち
の「足下を見て」それぞれに必要なことが何かを考えていくことが重要です。そして、「足下を見る」から「足
下を診る/看る」と都合よく解釈して、足でお困りの方々に愛をこめて対処できるようなヒントをお持ち帰
りください。

利益相反開示：講演中の研究で使用した石鹸は持田ヘルスケアから提供を受けている

B-02	CLTIを家で治す！
登坂　　淳 1、坂元　　博 2、宇都宮　誠 3、布施　大望 3、木下　幹雄 4

1 TOWN訪問診療所三鷹院　　2 TOWN訪問診療所板橋院　　3 TOWN訪問診療所城南院　　4 TOWN訪問診療所

CLTI（Chronic	limb-threatening	ischemia）治療において、近年は大切断を回避し、足趾の小切断で留め
ることで歩行機能を維持する治療が主流となっている。治療は、①血行再建術②小切断③創治癒までの管理
④リハビリの４つのステップに分けられるが、血流の再増悪や創部のトラブルが起こることも多く、現状急
性期病院での1-3カ月程度の長期入院を必要とする。そのため、入院経過中の死亡や、下肢壊疽は治癒して
もADLが低下し自宅に戻れなくなるケースが問題となっている。
当院では専門的なトレーニングを積んだ形成外科医・循環器内科医が協力し、①血行再建術　のみを入院
で行い、②③④のステップを在宅で行うことで、
入院期間を平均10日程度に短縮して加療を行っ
た結果、院内死亡率・自宅退院率を改善させる
ことができた（図1）。
また血流・創傷のフォローアップに関しても、
自宅での血管エコー、SPP（Skin	Perfusion	
Pressure）検査を可能としたことで、介護タク
シーやご家族の車で遠方の専門外来まで通院し
なくても、同じクオリティを在宅で提供できる
ようになっている。症例と共にここに報告する。
「利益相反なし」
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図1） 在宅連携後の平均在院日数と転帰
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Room 2 （会議室） 特別企画：東海地区発のCLTIエビデンス
～私たち，こんなこと調べてみました～

T-01	大腿膝窩動脈病変におけるポリマーコート型薬剤溶出性ステントと
	 薬剤コーティングバルーンの臨床成績および再狭窄因子
吉岡　直輝 2、徳田　尊洋 1、小山　明男 3、山田　雄大 4、島村　清貴 5、西川　隆介 5

1 名古屋ハートセンター　循環器内科 2 大垣市民病院　循環器内科　　3 一宮市立市民病院　血管外科
4 木沢記念病院　循環器内科 5 静岡県立総合病院　循環器内科

【目的】大腿膝窩動脈に対するカテーテル治療の発展は目覚ましく、近年日本でも薬剤コーティングバルー
ンや薬剤溶出性ステントが使用できるようになった。実臨床における、薬剤コーティングバルーンと薬剤
溶出性ステントの臨床成績について多施設で検討する事を目的とした。

【方法】東海地方の5施設での多施設研究を行った。2018年1月から2019年12月までの新規の151の大腿膝窩
動脈病変の内、薬剤コーティングバルーンを使用した86病変と薬剤溶出性ステントを使用した65病変を比
較検討した。

【結果】患者/病変背景は、薬剤コーティングバルーンを使用した群で透析患者が多く、薬剤溶出性ステン
トを使用した群では病変長が長く、慢性完全閉塞の頻度も多かった。1年開存率は、薬剤溶出性ステント
群で85%であり、薬剤コーティングバルーン群で80%であった。また、1年の再治療回避率は、薬剤溶出
性ステント群で93%、薬剤コーティングバルーン群で94%であった。薬剤溶出性ステントの再狭窄因子と
して、clinical	 frailty	scale、性別、血管径、BMI、年齢が挙げられた。また、薬剤コーティングバルーン
の再狭窄因子としては、石灰化、解離、血管径、病変長が挙げられた。

【結語】薬剤コーティングバルーンと薬剤溶出性ステントは、いずれも1年再治療回避率が高かった。また、
それぞれの再狭窄因子を同定した。
「利益相反なし」

T-02	透析患者の下肢血行再建とその予後
伊藤　竜太　名古屋共立病院　循環器内科

透析患者は全身の動脈硬化が高度に進行していることが多くPADひいてはCLTIのハイリスク群と考えら
れる。一方で、下肢血行再建を要する透析患者の長期予後に関する研究報告はあまり多くは無い。今回、自
施設で下肢血行再建を受けた透析患者の長期予後についての検討を報告する。また、自施設での透析CLTI
患者の治療方針について報告する。
「利益相反なし」

T-03	CLINCH（Critical	limb	Ischemia	Network	in	Chubu）における臨床成績
児玉　章朗　名古屋大学大学院　血管外科

CLINCHとは2012年5月に愛知県を中心とした重症虚血肢（Critical	limb	ischemia：CLI）に特化した地域
連携ネットワークのことである。近隣の形成外科医2名、循環器内科医、血管外科医、腎臓病内科医それぞ
れ1名を中心に発足し、医師中心の症例カンファレンス、コメディカルも参加するワークショップ、コメディ
カル中心のハンズオンをこれまで行ってきた。ワークショップは今回からフットケア足病学会東海北陸地方
会学術集会に移行することとなった。
CLINCHの活動の中で地域のCLIに関わる臨床成績を一度まとめてみよう、ということとなり、データ登
録に数施設ご参加いただいた。今回、このような機会をいただいたので、これまでのCLNCH施設での大ま
かな臨床成績について報告させていただく。
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Room 3 （Web配信） 一般演題１. フットケア

I-01	 レーザ血流計を使用した45°下肢挙上試験による　
	 PADスクリーニング
野溝　明弘 1、渡辺　篤史 1、山浦小百合 1、伊吹　幸一 3、平田　聖文 2

1 （医）偕行会岐阜 中津川共立クリニック　透析室　　2 （医）偕行会岐阜 中津川共立クリニック　内科
3 （医）偕行会 名古屋共立病院　生理検査課

【緒言】PAD理学的診断方法ではRatschowテストが日本透析医学会のガイドラインでも紹介されているが、
座ることが困難な高齢者がいることや、テスト実施者が複数であった場合に評価と記述表現に差が生じる
ことが予測され、2018年にレーザ血流計を使用した45°下肢挙上試験を考案し報告した。今回、各測定項
目への季節変動の影響についても併せて報告する。

【対象及び方法】	1）ASOと診断されている28名55肢をASO群、健常者26名52肢を健常者群として、JMS社
製ポケットLDFを用いて第1足趾部の血流を測定した。水平仰臥位安静で1分間、下肢を45°の角度に拳上
させて1分間、下肢を水平に戻して1分間計測した。2）通院透析患者35名について上記測定結果の18ヶ月
間を比較した。

【結果】	1）水平臥位での足趾血流量は健常者群とASO群において両者の値が混在しており分離は困難で
あった。下肢を45°挙上すると、両群ともまず血流量と脈動幅は低下するが、その後健常者では血流量・
脈動幅ともに上昇し、ASO群では血流量の上昇のない症例が多く存在した。挙上した下肢を下げると、
健常者では血流量が速やかに上昇するが、ASO群では血流量・脈動幅の上昇が健常者に比べ小さく遅い
傾向があり重症者ではそれが顕著であった。下肢を45°挙上したときの血流量変化比と、脈動幅変化比、
最大脈動幅の比較により、下肢血流障害の分離ができる可能性が確認できた。	2）水平臥位での足趾の血
流量は季節変動の影響が認められたが、45°挙上試験の測定値は季節変動の影響が見られなかった。
「利益相反なし」

I-02	 足底装具における新たな技術の取り組み
池田　　元 1、西川　正洋 1、奥野　雅大 2、宇野　秋人 1、奥村　庄次 1

1 東名ブレース株式会社　　2 ラピセラ株式会社

我々義肢装具士は、整形外科・リハビリテーション科・血管外科や形成外科・フットケア外来等、装具療
法を処方される医師の指示の元、患部の採型・装具適合を行なっている。
以前はフットケア領域における我々に求められている役割と、義肢装具士が認識している役割との差が臨
床業務で発生しており、大きな障害となっていた。
近年、日本フットケア・足病医学会のみならず日本靴医学会等の取り組みにより、装具療法の適切なアプ
ローチの方法が教育され、チーム医療の枠組みや職域間連携、専門分野の認定士等の充実もあり、以前の様
な現場での我々との障害は少なくなった。
結果として多くのフットケア外来の患者の傷の治療と予防に繋がっている。
今回、当社で行なっているフットケア領域の装具の取り組みを紹介すると共に、3Dデジタル技術により
製作した、単一材料・専用アプリで設計可能、部位別硬度の選択が可能なラティス構造による、通気性があ
り水洗い可能な新たな足底装具のフットケア領域における有用性について検討する。
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I-03	 当院の巻き爪処置の一報告　
	 ～“巻き爪マイスター”による巻き爪矯正を試みて～
丹羽由香里、井上　　肇、藤田亞矢子、川北　敦子、山本　麻世
医療法人 偕行会　海部共立クリニック

【はじめに】透析患者はPAD（抹消動脈疾患）を合併していることが多く、巻き爪から潰瘍形成に至り、
容易に重症化しやすい。今回、予防対策として“巻き爪マイスター”を用いて、巻き爪矯正を実施した結果
を報告する。

【目的】透析患者：“巻き爪マイスター”の有用性の検討。
【対象・方法】矯正器具：マルホ（株）社製“巻き爪マイスター”を使用。（1）業者による説明会（2）マニュアル・
同意書・観察パスを作成（3）動画視聴で装着手技の学習（4）看護師対象に実技講習を実施。対象：当院
透析患者５名、ASO・爪白癬・抗血小板治療薬・抗凝固治療薬内服がなく、巻き爪で痛みや外見を気にされ、
同意の得られた患者に対し、医師の指示のもと巻き爪矯正を実施。

【結果】対象患者全員に、巻き爪の改善がみられ、「痛みが取れた」「ここでやってもらえるから助かる」と
の声が聞かれた。

【まとめ】透析患者の爪トラブルはQOLに直結する。ワイヤー治療実施施設は近隣に乏しく、自費診療で
あることや、高齢者のみの世帯も多く、また通院・経済面の問題を抱え負担が大きく、治療に難渋してい
るのが現状である。透析通院時、巻き爪矯正を実施できることは、PADハイリスクの患者にとって、有
用かつ合理的である。

【倫理的配慮】個人が特定されないよう配慮し、施設の倫理委員会において承認を得た。

I-04	 炭酸ガスミストによる下肢末梢循環改善効果とその有用性　
小熊　博康 1、石田　拓弥 1、近藤　祐利 1、西村　将幸 1、中原　秀之 1、
飯田　喜康 2、森實　篤司 3

1 社会医療法人 名古屋記念財団　平針記念クリニック　臨床工学部　　2 社会医療法人 名古屋記念財団　平針記念クリニック　内科
3 社会医療法人 名古屋記念財団　新生会第一病院　臨床工学部

【目的】透析導入の原疾患に多い糖尿病性腎症の患者は、血管障害・神経障害・感染症を合併し、足病変が
重症化しやすく、足の異変や進行防止のためにも下肢動脈病変に対する積極的な治療介入が極めて重要
となる。炭酸ガス（CO₂）は血管拡張作用を有することが知られており、今回そのCO₂を霧状（ミスト）
にし血液透析施行中においても同効果を簡便で安全に得る手法を考案し、JMS社製レーザ血流計ポケット
LDFを用い下肢血流改善に対する有効性を検討したので報告する。

【方法】PADを合併している患者を対象に、膝下以下を袋で包み込み、袋内にCO₂ミストを1分/1時間、噴
霧し充満させ投与し下肢血流量（足底、足背）をモニタリングし評価した。

【結果】CO₂ミスト未処置群、CO₂ミスト処置群を比較し、CO₂ミスト処置群では下肢末梢循環血流の経時
的推移に差が認められた。

【結語】CO₂ミスト処置は、下肢血流改善を促進していることが示唆され、今後更なる検討を重ねる事で下
肢虚血に対する新たな治療法に期待が持てると思われる。
「利益相反なし」
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I-05	 透析クリニックにおけるPAD看護～地域連携への取り組み～　
坂田久美子 1、出口　智絵 1、伊與田義信 2

1 医療法人 勢風会　津みなみクリニック　透析室　　2 医療法人 勢風会　津みなみクリニック　院長

近年、原疾患が糖尿病で透析導入に至った患者が増加している。PAD、足病変を有する患者の予後は極
めて悪く、患者のみでなく、患者家族にとって精神的にも身体的にも負担が大きい。当院は、EVTなど下
肢血管内治療を行っていない透析施設（以下送る側とする）であり、EVTなど下肢血管内治療を行ってい
る医療機関「受ける側の施設」（以下、受ける側）へ紹介している。受ける側へ入院し治療を受ける際、患
者に近い存在であり、携わる時間が長いのは、コメディカルであり、送る側のコメディカルの中でも、血管
に関する知識を備えているCVTナースとして、受ける側のコメディカルと患者の情報を共有することで、
患者が安心して治療を受けられると考えた。退院後のADL、QOLの維持向上させる為に、介護サービス事
業者等とも情報共有をすることが必要であると考え、情報共有のツールとして、『フットケアカルテ』を作
成し、運用を開始した。運用を開始する前に、連携先とZOOMミーティングを開催し、運用方法等を検討した。
今回、手帳運用開始後のコメディカル同士の情報共有等について症例を提示し、考察を加えて報告する。個
人が特定されないように配慮し、施設の倫理審査の承認を得た。
「利益相反なし」



21

Room 3 （Web配信） 一般演題2. CLTI

I-07	 包括的高度慢性下肢虚血患者における　
	 微小循環能に対するフレイルの影響
山田 雄大 1、福永 匡史 2、高原 充佳 3、藤井 健一 4、藤原 昌彦 5、川㟢 大三 2、青山 琢磨 1

1 社会医療法人 厚生会　木沢記念病院　循環器病センター　循環器内科　2 森之宮病院　下肢救済センター
3 大阪大学大学院医学系研究科　内分泌・代謝内科学　4 関西医科大学　内科学第二講座　5 岸和田徳洲会病院　循環器内科

【背景】包括的高度慢性下肢虚血（CLTI）患者のリスク層別化において、vascular	 flow	reserve（VFR）
の有効性が報告されている。また、高齢者におけるフレイルの進行は有害事象の発生リスクに繋がること
も知られている。本研究の目的は、VFRと臨床フレイルスケール（CFS）の関連を調査することである。

【方法】本研究は、前向き多施設VFR	studyのサブ解析である。虚血性創傷を伴うCLTI患者115例において
解析を行った。全ての病変はバルーン形成術単独で治療された。手技終了後に圧・温度センサーワイヤー
を近位膝窩動脈に留置し、安静時、塩酸パパベリン動注後の最大末梢充血時のそれぞれにおいて、熱希釈
法を用いて平均通過時間（Tmn）を測定した。VFRは最大充血時、安静時のTmnの比によって得られた。
患者はCFSの1-3、4、5-9の3群に分けられた。

【結果】VFRは全ての患者において問題なく測定された。3群それぞれの患者数はCFS	1-3（n=20）、CFS	4
（n=36）、CFS	5-9（n=59）であった。多変量解析ではCFS	1-3群に対して、CFS	4群はオッズ比0.78［95%
信頼区間：0.61-0.99］、CFS	5-9群はオッズ比0.72［95%信頼区間：0.57-0.90］と独立したVFR低下因子で
あることが示された。

【結語】術後VFR値はCLTI患者においてフレイルと相関がある。そのため、重度の虚血性下肢病変は微小
循環能の低下が原因である可能性がある。
「利益相反なし」

I-06	 CLI患者にAN96膜を使用して著効した症例報告
加納　智美、恒松　千晶、杉山あづさ
地方独立行政法人 桑名市総合医療センター　血液浄化療法部

【症例】73歳　女性
【現病歴】糖尿病性腎症にて1994年透析導入。2015年よりI‐HDF開始。透析開始時からの血圧も低めで、
開始時より下肢を挙上することを希望されていた。同時期に両踵に原因不明の潰瘍形成し悪化と軽快を繰
り返し、なかなか完治しなかった。年中、下肢の冷感を認めていた。普段、歩行時はシルバーカーを使用
しており、間欠性跛行は不明であった。両下肢血管の狭窄、石灰化が著明であり、EVTを実施したが、
やはりすぐに再狭窄し、潰瘍の治癒には至らなかった。そこで2018年12月よりAN69膜を使用した透析に
変更し、血流改善による創傷治癒促進を試みた。

【使用後の経過】AN69膜開始後も、透析日の人工炭酸泉足浴やフットケア、保湿は継続して行った。使用
開始直後より下肢の冷感は消失し、2週目には血圧は安定したため、下肢挙上をせずに透析が実施できる
ようになった。2019年10月両踵の傷が完治することができた。

【考察】AN69膜使用によるブラジキニン効果で血流が改善し、創傷が治癒できたと思われる症例であった。
予測される透析効率の低下や創傷の治癒経過に若干の考察を加えて報告する。
「利益相反なし」
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I-08	 ADL低下なく自己フットケア可能となり退院することができた　
	 高齢の包括的高度慢性下肢虚血（CLTI）患者への関わり
清水 美栄 1、田原 春菜 2、山田 雄大 3、山浦　誠 3、高橋 茂清 3、青山 琢磨 3

1 社会医療法人 厚生会　木沢記念病院　看護部　2 社会医療法人 厚生会　木沢記念病院　総合リハビリテーション部
3 社会医療法人 厚生会　木沢記念病院　循環器病センター　循環器内科 

【背景】CLTI患者の予後は悪くRutherford4-6患者は診断後1年で20%の患者が死亡している。また足部潰瘍
治癒遷延や足部免荷となる場合も多く入院期間も長くなりフレイル状態となりやすい。フットケア外来で
そのような動脈硬化疾患の終末期患者と関わり、これで良かったのだろうかと自問する症例が多い中、
ADL低下なく自己フットケア可能となり退院することができた一例を報告する。

【経過】85歳女性、2019年春に右母趾潰瘍発生、近医受診、2021年3月潰瘍悪化、当科紹介受診、入院。入
院時潰瘍WIfI：stage：4	CFS：6。右浅大腿動脈・膝窩動脈血行再建術行い、フットケア開始する。足趾
温存希望強く保存的治療を選択、週4回ASケア足浴後、潰瘍処置を行いながら指導した。リハビリテーショ
ンも疼痛・感染コントロールと同時に状態にあわせ開始する。第9病日、右膝下動脈の血行再建術を追加、
第13病日、高気圧酸素療法開始、第63病日、潰瘍改善、自己処置可能となり退院。退院時CFS：6。退院後フッ
トケア外来通院、1カ月半経ち潰瘍悪化、再入院、右浅大腿動脈・膝窩動脈血行再建術行う。潰瘍改善せ
ず第9病日、膝下動脈血行再建術行い、潰瘍改善、3週間で退院。

【結論】高齢者でも長期入院期間を活用し指導回数を増やし、状態に合わせたリハビリテーションを行うこ
とでADL低下することなく自己フットケアも可能となる。入院中の指導が上手くいけば血行再建術後の
再閉塞時の入院期間を短縮することができる。
「利益相反なし」

I-09	 重症虚血肢患者への疼痛管理における看護の取り組み　
	 ～患者満足度調査から得られた、今後の課題～
松原奈津子、茂内　早苗
名古屋大学医学部附属病院　6E病棟

【はじめに】当病棟は5科の混合病棟で急性期・慢性期が混在し、業務が煩雑な中で、我々は「痛い」と言っ
ている患者の訴えをしっかり聴けているだろうか疑問であった。血管外科の重症虚血肢患者は、痛みのコ
ントロールをしながら治療を進めるにあたり看護の果たす役割は最も重要であり、疼痛管理に関して取り
組みを行い患者・看護師の満足度を調査した。

【目　的】看護師が患者と向き合い患者に寄り添い、疼痛管理を強化し、実践能力の向上を目指して質の高
い看護を目指す。

【方　法】2020年4月1日から2021年1月31日までの患者満足度及びスタッフ満足度を調査した。
【結　果】患者満足度調査では「看護師のケアは丁寧でしたか」「看護師はあなたの痛みに対して速やかに
対応してくれましたか」「看護師はあなたの不安を聞いてくれましたか」の結果（4.72/5段階）取り組み
で上昇した。また、看護師の職務満足尺度を参考にスタッフからのアンケートを実施し、学習会・カンファ
レンス・事例検討の開催後に、すべての項目で良い結果を得た。

【考　察】病棟にがん性疼痛看護認定看護師が配置され、さらに痛みと向き合う患者の支援や痛みについて
の学習会や事例検討、多職種カンファレンスなど開催して専門性を高め、自分たちの看護を振り返る機会
となった。

【今後の課題】病院と在宅の違いや特徴を考え、看護にも柔軟性が必要であると考える。「地域を見据えた
ケア」を実践するには、「地域で生活する」ということをイメージして自分たちの患者への退院指導を見
直し、地域での生活を意識する、退院指導を目指す。
「利益相反なし」
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I-10	 当院における重傷下肢虚血患者に対する　
	 理学療法介入プロトコール導入
田島　一樹、荒川　優也、水谷　健吾
社会医療法人 蘇西厚生会　松波総合病院　リハビリテーション技術室

【はじめに】当院は心臓血管外科を有しており、重傷下肢虚血を発症した患者に血行再建術を行っている。
血行再建術は血流の残存機能に応じて多岐にわたる。また、糖尿病や循環器系障害や慢性腎不全など合併
症を有している症例も多く、術後離床に難渋する症例も多い。今回、当院における術後離床に関するプロ
トコールを作成し、知見を得たのでここに報告する。

【当院の状況】当院では急性期・内部疾患チームが血行再建術後患者の理学療法を担当している。フットケ
ア指導士が2名在籍し医師の回診に同行し、チーム内でカンファレンスを行い情報共有しながら介入して
いる。手術翌日、ICU在籍時から早期離床目的に理学療法介入を実施している

【導入したプロトコールと評価】プロトコールには、安静度・食事・清潔ケア・排泄と離床にまつわる基本
的な項目と、理学療法介入時の運動療法の指標となる項目を明確にした。手術翌日から全身状態に問題な
ければ、離床開始となる。歩行を中心とした運動療法を実施していくが、足部に創傷を有している場合、
感染徴候があれば同時にデブリードマン実施しており、創部の管理状況を把握する必要がある。そのため
創部管理の状況に応じて免荷を行う必要があり、足趾、足底に創傷がある場合、簡易的な歩行デバイスを
作成し、早期から歩行が行える環境を作っている。
「利益相反なし」

I-11	 感染創を有した維持透析CLI患者の歩行再獲得症例
水谷　健悟、荒川　優也
社会医療法人 蘇西厚生会 松波総合病院　リハビリテーション技術室

【はじめに】他院よりセカンドオピニオンにて当院を受診し、歩行不能な状態からDistal	bypass術後、早期
歩行訓練を実施し、歩行再獲得した症例を報告する。

【症例】80代男性。末期腎不全にて透析導入患者。既存症に心アミロイドーシス、うっ血性心不全、狭心症、
Af、中等度ASがある。本症例は転倒にて、左内果を挫傷し蜂窩織炎を発症。他院にてデブリ処置が行わ
れたが、治癒せず当院紹介となった。他にも右4趾に潰瘍がみられた。

【経過】2週間前に転倒にて左内果を挫傷し創部感染悪化にて当院へ入院。翌日カテーテル検査実施し、両
側ともBK領域のみ狭窄。翌々日に、左Distal	bypass（左BKpop-PTA-ATA）+左内果および右4趾末節骨
デブリを施行。術翌日より理学療法開始。2週間免荷状態であったため、恐怖心と術後の疼痛に加え、足
関節の可動域制限がみられた。平行棒内にて徐々に荷重・歩行訓練を行い、足関節の可動域運動も併用し
た。6PODから局所陰圧閉鎖療法を併用し、適宜デブリを行いながら創部管理となった。起居動作や歩行
もまともに出来ない状態であったが、最終的に歩行器歩行獲得し、開放創にて転院し、現在は自宅退院した。

【まとめ】感染創を有すCLI患者であることから創傷が治癒せず歩行困難な状態に陥っていた。他院では、
手術困難症例であったが、セカンドオピニオンにて当院でdistal	bypassを施行することができ、フレイル・
サルコペニア状態であったが、早期からの理学療法介入により、最終的に歩行獲得、自宅退院可能となっ
た。歩行を維持する事が生活を守る事であり、これこそフットケアの本質であると考える。
「利益相反なし」
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会　則

第１章　名称および事務局

第１条　本会は、日本フットケア・足病医学会東海北
陸地方会（以下、地方会）と称し、事務局を
名古屋大学血管外科におく。

第２章　目的および事業

（目　的）
第２条　地方会は、日本フットケア・足病医学会（以

下、本学会）の東海北陸地方会として、フッ
トケアや足病治療に関わる多業種・業界が集
結して、教育・研究・技術の向上や標準化を
図り、当該分野における医療・ケアを確立し、
これを普及させることにより、患者の生活の
質（Quality	of	Life）を向上させ、予後を改
善することを目的とする。

第３条　地方会は、前条の目的を達成するために次の
事業を行う。
１．学術集会、教育、普及活動
２．本学会、その他の関連学術団体との連携

および提携
３．フットケアや足病に関わる技術指導
４．その他必要な事業

第３章　会　員

（会　員）
第４条　１．地方会の会員は本学会の正会員（賛助会

員を除く）に限るものとする。資格等に
ついては、本学会定款に準じるものとす
る。

２．地方会には正会員、賛助会員、顧問をお
く、その資格等に関しては、本学会定款
第２章第６条に準じる。

（退　会）
第５条　退会しようとする者は、地方会へ退会届、事

務局は本学会理事長に退会届を提出しなけれ
ばならない。

（会員資格の喪失）
第６条　会員資格の喪失は次の各項にあたる場合とす

る。
１．退会　　２．会費未納（２年以上）　
３．死亡　　４．除名

（除　名）
第７条　会員が次の各号の一つに該当するに至ったと

きは、地方会世話人の議決により、地方会代
表世話人はこれを除名することができる。こ
の場合、その会員に対し、議決の前に弁明の
機会を与えなければならない。地方会代表世
話人は決議後直ちに本学会理事長に報告する。
１．本会の恵与を傷つけ、または本会の目的

に違反する行為があったとき
２．会員としての義務に違反したとき

第４章　役員・世話人

（役　員）
第８条　地方会には次の役員をおく。

１．代表世話人、県代表世話人、世話人（会
長１名、副会長（次期会長）１名を含む）

２．監事　１名
第９条　代表世話人および監事の選出は県代表世話人

の中から県代表世話人会において選出する。
第10条　代表世話人は県代表世話人の互選により選出

する。代表世話人は県代表世話人会、世話人
会を招集し、その議長となり会議を総括する。

第11条　代表世話人は県代表世話人会を組織し、県代
表世話人会および世話人会の議決に基づき会
務を遂行する。

第12条　会長は県代表世話人会において選出する。会
長は地方会を代表して学術集会を主催する。

第13条　１．監事は地方会の財産および業務遂行の状
況を監査し、その結果を評議員会に報告
する。

２．監事は理事会に出席し意見を述べること
はできるが、議決に参加することはでき
ない

第14条　１．役員の任期は３年とするが、再任を妨げ
ない。

２．会長の任期は１年とし、前年度学術集会
終了時より、当年度学術集会終了時まで
とする。

（世話人）
第15条　１．地方会には世話人をおく。フットケア足

病学会評議員が東海北陸地方会世話人を
兼務する。

２．世話人は世話人会を組織し、代表世話人
の諮問に応じて地方会の運営に関する重
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要事項を審議する。
３．世話人の任期は３年とし、再任を妨げな

い。任期中、世話人から退会・辞意の申
し出があった場合、代表世話人は県代表
世話人会を招集し対応にあたる。

（顧　問）
第16条　顧問は、世話人を５年以上勤めあげたものと

する。また顧問は理事会に出席し意見を述べ
ることはできるが、議決に参加することはで
きない。

第５章　会　議

（県代表世話人会）
第17条　県代表世話人会の運営

１．県代表世話人会は世話人および会長、副
会長（次期会長）を持って構成する。

２．県代表世話人会は代表世話人が招集し、
議長となる。２名以上の理事の申し出が
あれば、代表世話人は臨時県代表世話人
会を開催しなければならない。

３．県代表世話人会は通常県代表世話人会と
臨時県代表世話人会とからなる。通常県
代表世話人会は年１回以上開催し、臨時
県代表世話人会は代表世話人が必要と認
めた場合に開催される。

４．県代表世話人会は県代表世話人会構成人
員の2／3以上の出席をもって成立する。
ただし委任状は出席とみなす。

５．県代表世話人会の議事は出席県代表世話
人の過半数をもって決し、可否同数の場
合は議長の決するところによる。

（世話人会）
第18条　世話人会は毎年１回以上、代表世話人がこれ

を招集し、代表世話人が議長となる。世話人
会の成立は世話人数の1／2以上の出席を必要
とする。ただし委任状は出席とする。世話人
は次の事項を議決する。なお世話人の議事は
出席世話人の過半数をもって決し、可否同数
の場合は議長の決するところによる。
１．事業および会計についての事項
２．会則の変更についての事項
３．解散についての事項
４．その他理事会において必要と認めるもの

第６章　会　計

第19条　地方会の経費には、学術集会参加費、本学会
の補助金、寄付金およびその他の収入をもっ
て充てる。

第20条　地方会の会計年度は毎年４月１日に始まり、
翌年３月31日に終わるものとする。

第７章　会則改正

第21条　会則の変更は県代表世話人会の議決を経て、
世話人会の承認を得るものとする。
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東海・北陸地方会 世話人

代表世話人
名古屋大学大学院医学系研究科血管外科学	 古森　公浩（愛知県）

県代表世話人
富山市立富山市民病院　内科	 家城　恭彦（富山県）
金沢大学医薬保健研究域保健学系　臨床実践看護学講座	 大桑麻由美（石川県）
地方独立行政法人	桑名市総合医療センター　看護部	 加納　智美（三重県）
松波総合病院　心臓血管外科センター	 熊田　佳孝（岐阜県）
一般財団法人	新田塚医療福祉センター　福井総合クリニック　透析センター	 中野いずみ（福井県）
富士足・心臓血管クリニック	 花田　明香（静岡県）

世話人
公立つるぎ病院　リハビリ科	 浦山　　博（石川県）
金沢医科大学　看護学部	 木下　幸子（石川県）
岐阜ハートセンター　形成外科	 菰田　拓之（岐阜県）
医療法人大仲会　大仲さつき病院　法人本部	 佐藤　俊昭（三重県）
新城市民病院　腎臓内科	 佐藤　元美（愛知県）
塩之谷整形外科		 塩之谷　香（愛知県）
愛知医科大学　医療安全管理室	 杉本　郁夫（愛知県）
中濃厚生病院　内分泌糖尿病内科	 鈴木　英司（岐阜県）
浜松労災病院		 鈴木　茂彦（静岡県）
愛知淑徳大学　健康医療科学部	 林　　久恵（愛知県）
名古屋大学大学院　医学系研究科	 本田　育美（愛知県）

	 　　　　　（50音順　敬称略）
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協賛御芳名

第１回日本フットケア・足病医学会東海・北陸地方会学術集会の開催に当たり、下記の企業の皆様
よりご協賛いただきました。ここに厚く御礼申し上げます。

協賛・共催企業

朝日インテックJセールス株式会社

アステラス製薬株式会社

アボットメディカルジャパン合同会社

アルケア株式会社

イービーエム株式会社

オーバスネイチメディカル株式会社

小野薬品工業株式会社

科研製薬株式会社	

株式会社カネカメディックス

クックメディカルジャパン合同会社

ケーシーアイ株式会社

コンバテック	ジャパン株式会社

株式会社ジェイ・エム・エス

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

スミス・アンド・ネフュー株式会社

センチュリーメディカル株式会社

テルモ株式会社

ニプロ株式会社	

日本ゴア合同会社

日本フットケアサービス株式会社

ノーベルファーマ株式会社

株式会社フォーム

扶桑薬品工業株式会社

ボストン・サイエンティフィック	ジャパン株式会社

株式会社松本義肢製作所

マルホ株式会社

株式会社メディコスヒラタ

株式会社八神製作所

レメイト・バスキュラー合同会社

（50音順）

第１回日本フットケア・足病医学会東海・北陸地方会学術集会
会長　古森　公浩

（名古屋大学大学院医学系研究科血管外科学　教授）
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創縁の引寄せと切開部の安定化 4

外部汚染源の防御 2

縫合糸／ステープルによる
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陰圧125mmHgの付加を7日間持続 5
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use prior to application. This material is intended for healthcare professionals.
© 2021 3M. All rights reserved. 3M and the other marks shown are marks and/or registered marks. 
Unauthorized use prohibited.  PRAPM-JP-00163 (03/21) 2021年3月作成
ⓇはKCIの登録商標です。

販売名：PREVENA 切開創管理システム
一般的名称：単回使用陰圧創傷治療システム
医療機器承認番号：30100BZX00020000
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願いをこめた新薬を、
世界のあなたに届けたい。

「病気と苦痛に対する人間の闘いのために」
わたしたちは、新薬の開発に挑み続けます。

待ち望まれるくすりを、一日でも早くお届けするために。

製造販売元

0120-532384
お客様相談窓口

http://www.convatec.com

※ご使用前には添付文書を必ずお読みください。

医療機器承認番号：30200BZX00138000　医療用品（04）整形用品
高度管理医療機器　抗菌性創傷被覆・保護材　JMDNコード：34614000

® は ConvaTec Inc.の登録商標です。© 2020 ConvaTec Inc.
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ハイドロファイバー®

テクノロジー
滲出液、細菌、汚染物質などを
ドレッシング内にトラップし、
ドレッシング交換のたびに創面
の清浄化を促進します。

AAAテクノロジー
2 つの添加剤 BTC（（塩化ベンゼ
トニウム）：界面活性剤）と EDTA
（金属キレート剤）の作用により銀
イオンによる抗菌性能のスピード
を向上させました。

創傷ケアの
ファーストチョイス
創傷ケアの
ファーストチョイス
Wound Hygiene創傷衛生の実践
創傷の清浄化を期待する時期に
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効能又は効果、用法及び用量、警告・禁忌を含む使用上の注意等については添付文書を参照してください。

提携 アストラゼネカ社（英国）
大阪市城東区森之宮二丁目3番30号

医薬事業部　0120-310-656
（9：00～17：00／土日祝を除く）

製造販売元
（資料請求先） 東京都港区元赤坂1丁目5番27号

研究開発センター学術部門　06-6964-2763
（9：00～17：30／土日祝を除く）

販売提携
（資料請求先）

2020年1月作成

http://medinfo-sato.com/emla-cream/index.html

エムラクリーム
情報サイト



Above-knee 
 

Data

1 Year 2-8,10: 84%
N=528

®

Overall weighted average primary patency

A decade of  performance.
Proven patency.

2 Years4-8 : 78%
N=320 3 Years5-7 : 76%

N=222

1 Year 6-11: 76%
N=745

2 Years6-9 : 67%
N=631

3 Years6,7,9 : 60%
N=477

5 Years13: 52%
N=212

9 Years13: 41%
N=212

 

 

4 Years9,12: 45%
N=631

*   As compared to clinical studies listed on clinicaltrials.gov for peripheral arterial bypass.
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ゴア®プロパテン®バスキュラーグラフトは、グラフト内腔表面にヘパリンを固定化したePTFE製の人工血管です。
ヘパリンは独自のエンドポイント共有結合により固定化され、長期にわたり人工血管に更なる抗血栓性をもたらします。1

これまでに世界中で10万例を超えるインプラント実績を有しており、その臨床的有用性を示す数多くの臨床文献が報告
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ゴア、GORE、プロパテン、PROPATENおよび記載のデザイン（ロゴ）は、W. L. Gore & Associatesの商標です。 
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製造販売元
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〒108-0075   東京都港区港南 1-8-15 Wビル   Tel : 03-6746-2560   Fax : 03-6746-2561
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