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開催概要・役員名簿
開催概要
名　称 第5回日本下肢救済・足病学会 北海道地方会 学術集会
会　長 山本　有平（北海道大学　形成外科）
会　期 2013年12月7日（土）　13：30～１7：35
会　場 北海道経済センター
参加費 会　員 ２，０００円（医師・企業）　　１，０００円（コ・メディカル）
 非会員 ３，０００円（医師・企業）　　２，０００円（コ・メディカル）

役員名簿
理事長 佐藤　勝彦 時計台記念病院 循環器センター 循環器内科
理　事（会長） 山本　有平 北海道大学大学院医学研究科・医学部 形成外科
　　　（副会長） 松井　　傑 桑園中央病院 泌尿器科
 浦澤　一史 時計台記念病院 循環器センター 循環器内科
 東　　信良 旭川医科大学 血管外科
 堀内　勝己 市立札幌病院 形成外科
 林　みゆき 北海道大学病院 看護師
 佐藤　明代 市立札幌病院 看護師
監　事 大浦　武彦 北海道大学名誉教授/褥瘡・創傷治癒研究所 形成外科
評議員 高橋　　誠 北海道大学大学院情報科学研究科 生体工学
 大平　整爾 札幌北クリニック 透析・血管外科
 本田　耕一 時計台記念病院 形成外科
 古川　洋志 北海道大学 形成外科
 内山　英祐 時計台記念病院 形成外科
 小浦場祥夫 さっぽろキズケア･アンチエイジング研究所 形成外科
 木村　　中 函館中央病院 形成外科
 吉田　哲也 苫小牧日翔病院 形成外科
 舟山　恵美 北海道大学 形成外科
 櫻井　圭祐 釧路労災病院 形成外科
 坂本　泰輔 日鋼記念病院 形成外科
 村尾　尚規 北海道大学 形成外科
 野崎　洋一 北光記念病院 循環器内科
 大艸　孝則 北光記念病院 循環器内科
 鈴木　隆司 勤医協中央病院 循環器内科
 沼崎　　太 八雲総合病院 循環器内科
 八巻　　多 名寄市立総合病院 循環器内科
 坂田　純一 北海道循環器病院 心臓血管外科
 齋藤　達弥 北海道循環器病院 心臓血管外科
 大場　淳一 市立旭川病院 心臓血管外科
 三木　敬也 三木内科泌尿器科クリニック 泌尿器科
 境　　良子 北海道循環器病院 看護師
 古谷　継美 函館中央病院 看護師
 富樫むつみ 洞田内科クリニック 看護部
 棚田　郁子 北海道大学病院 看護部
 木村　　剛 市立札幌病院 看護部
 竹腰　健美 時計台記念病院 看護部
 佐藤　明子 札幌北楡病院 看護部
 山下　雅敏 札幌心臓血管クリニック 臨床検査技師
   （順不同）
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会場案内図（北海道経済センター）

Aホール

北海道経済センター　8階
札幌市中央区北1 条西2 丁目
（札幌商工会議所）

講演会場
Aホール Bホール

第4会議室

第2会議室
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日程表

特別講演
「血行再建後の潰瘍治癒とアンギオソーム」

  講師 東　　信良　先生
   （旭川医科大学　血管外科　教授）

ワークショップ
【下肢・足潰瘍に対する陰圧閉鎖療法マネージメント】

  司会 堀内　勝己（市立札幌病院）
   吉田　哲也（苫小牧日翔病院）

  特別発言 山本　有平（北海道大学）

一般演題【２】
 ６～10

  座長 松井　　傑（桑園中央病院）
   棚田　郁子（北海道大学病院）

一般演題【１】
 １～５

  座長 佐藤　勝彦（時計台記念病院）
   佐藤　明子（札幌北楡病院）

開会の挨拶 

閉会の挨拶

13:30
13:35

14:25

15:15
15:20

16:30

17:30
17:35
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プログラム

13:30-13:35
開会の挨拶

 第5回日本下肢救済・足病学会北海道地方会学術集会　会長
   北海道大学　形成外科　教授 山本　有平 

13:35-14:25
一般演題【1】

  座　長 時計台記念病院 佐藤　勝彦
   札幌北楡病院　看護部 佐藤　明子

 1 中足動脈穿刺を行ったCLIの一例 
   時計台記念病院　循環器センター 丹　　通直

 2 末梢血幹細胞による血管再生治療の現状
   札幌北楡病院　外科 飯田　潤一

 3 当院におけるフットケア外来について
   市立千歳市民病院　循環器科 竹内　　剛

 4 PDEを使用し足趾切断を施行したCritical limb ischemia(CLI)の治療経験
   函館中央病院　形成外科 前田　　拓

 5 透析症例の重症下肢虚血への高気圧酸素療法の経験～第２報～
   桑園中央病院 松井　　傑

14:25-15:15
一般演題【2】

  座　長 桑園中央病院 松井　　傑
   北海道大学病院　看護部 棚田　郁子

 6 高気圧酸素治療の導入から１年、その運用と経過について
   桑園中央病院　臨床工学部 酒井　征則

 7 創傷治療について高気圧酸素療法の効果と看護実勢
   桑園中央病院　看護師 丸山　貴子

 8 重症下肢虚血症例に対する看護を経験
   桑園中央病院　看護部 尾形江利子

 9 矯正ワイヤー療法選択後の経過について
   桑園中央病院　看護部 成田　千里

10 フットケアに関わる者のニーズについて～『札幌フットケアサークル』活動の振返り～
   北光記念病院　看護部 菅野　智美
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プログラム  
 

15:20-16:30
ワークショップ

【下肢・足潰瘍に対する陰圧閉鎖療法マネージメント】

  司　会 市立札幌病院　形成外科 堀内　勝己
   苫小牧日翔病院　形成外科 吉田　哲也

 1 「当院における下肢病変患者への陰圧閉鎖療法について」
   苫小牧日翔病院　形成外科 吉田　哲也

 2 「陰圧閉鎖療治療システムを用いた下肢症例の検討」
   時計台記念病院　形成外科 石山誠一郎

 3 「RENASYS創傷治療システムを用いた分層植皮術の固定の工夫」
   旭川厚生病院　形成外科 藤田　宗純

 4 「我々の下肢潰瘍・皮膚欠損創に対する治療戦略」
   北海道大学　形成外科 村尾　尚規

 5 「VACシステムを用いた下肢の創傷管理－過去4年分からの検討－」
   市立札幌病院　形成外科 堀内　勝己

  特別発言 北海道大学　形成外科 山本　有平

16:30-17:30
特別講演

  司　会 北海道大学　形成外科 山本　有平

「血行再建後の潰瘍治癒とアンギオソーム」
  講　師 旭川医科大学　血管外科 教授 東　　信良 先生

17:30-17:32
次期会長の挨拶

   日本下肢救済・足病学会北海道地方会　副会長 
   桑園中央病院 松井　　傑

17:32-17:35
閉会の挨拶

   日本下肢救済・足病学会北海道地方会　理事長
   時計台記念病院　循環器センター 佐藤　勝彦

 




