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2　第2回 日本リンパ浮腫治療学会学術総会（2017年9月23日土・24日日／大阪）

■学会関連会議
日本リンパ浮腫治療学会 理事会
　日　時：2017年9月22日（金） 16：00～17：00
　会　場：大阪国際会議場12F 会議室 1201

日本リンパ浮腫治療学会 評議員会
　日　時：2017年9月22日（金） 17：00～18：00	
　会　場：第2会場（大阪国際会議場12F 会議室1202）

日本リンパ浮腫治療学会 総会
　日　時：2017年9月23日（土） 13：40～14：05	
　会　場：第1会場（大阪国際会議場12F 特別会議場）

日本リンパ浮腫治療学会 会員懇親会
　日　時：2017年9月23日（土） 19：00～21：00	
　会　場：懇親会会場（大阪国際会議場12F グラントック）

■学会関連講習会
第36回 CVT認定講習会（血管診療技師認定機構認定）
　日　時：2017年9月24日（日） 9：00～17：00
　会　場：大阪大学 中之島センター（大阪府大阪市北区中之島4-3-53）

リンパ浮腫療法士認定機構	
2017年度 第1回 JSLT 症例から学ぶリンパ浮腫治療講習会
　日　時：2017年9月24日（日） 9：00～12：00
　会　場：第2会場（大阪国際会議場12F 会議室1202）

リンパ浮腫療法士認定機構	
2017年度	第1回 JSLT 教育セミナー
　日　時：2017年9月24日（日） 13：20～17：00
　会　場：第2会場（大阪国際会議場12F 会議室1202）

日本リンパ浮腫治療学会	
市民公開講座「むくみ？どうして起こるの？」
　日　時：2017年9月24日（日） 14：30～16：30	
　会　場：第1会場（大阪国際会議場12F 特別会議場）

第2回日本リンパ浮腫治療学会学術総会

関連会議のご案内
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次回学術総会のご案内

会　期：2018年9月8日（土）～9日（日）

会　場：横浜市開港記念会館

会　長：前川 二郎（横浜市立大学附属病院形成外科 教授）



4　第2回 日本リンパ浮腫治療学会学術総会（2017年9月23日土・24日日／大阪）

参加者へのご案内

■参加費のご案内
（1）	学術総会参加費

区　　分 当日参加費

会　　員

医師、一般 ¥10,000

メディカルスタッフ ¥6,000

メディカルスタッフでCVT認定講習会参加者 ¥3,000

非 会 員

医師、一般 ¥15,000

メディカルスタッフ ¥10,000

メディカルスタッフでCVT認定講習会参加者 ¥4,000

会員・非会員 初期研修医、学生 ¥1,000

会員・非会員 懇親会 ¥3,000

 ※非会員の企業の方は名刺を頂戴いたします。
 ※学生は、当日、受付時に学生証が必要です。
 ※初期研修医は、当日、受付時に証明書が必要です。

■参加登録受付
9月23日（土）　9：00～17：00		
9月24日（日）　8：00～11：00	

大阪国際会議場12階 第1会場前 ホワイエ 参加受付

・本学会に参加される方は、会員・非会員を問わず参加登録を行ってください。

・	事前参加登録された方は参加申し込み完了メールをプリントアウトの上、参加受付デスク
にて参加証と抄録をお受け取りください。

・	参加証は参加受付に、ネームカードケースは記名台にご用意いたします。ネームカードに
は氏名・所属を記名台にてご記入の上、学会場および懇親会場では必ず着用してください。

・	非会員・学生の方は当日参加受付のみです。

・	当日受付のお支払い方法は現金のみとなります。クレジットカードは使用できません。

■日本リンパ浮腫治療学会 新入会（仮登録）・年会費受付
9月23日（土）　9：00～17：00		
9月24日（日）　8：00～11：00	

大阪国際会議場12階 第1会場前 ホワイエ 学会事務局デスク

・	総会当日、新入会（仮登録）手続きをする場合には、その場で年会費1万円の納入が必要で
す。予めご了承下さい。

・	新入会（仮登録）受付後であれば、会員として参加登録をしていただけます。領収書を当日
参加受付にご提示ください。

・	年会費未納の方は、こちらで納入を受け付けます。

・	お支払い方法は現金のみとなります。クレジットカードは使用できません。
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大阪国際会議場
（グランキューブ大阪）

●リーガロイヤル
　ホテル

N

大阪国際会議場
（グランキューブ大阪）

〒530-0005 大阪市北区中之島5丁目3番51号
TEL： 06-4803-5555（代表）　FAX： 06-4803-5620

■ 空港･新幹線より

■ 周辺アクセス

大阪

新大阪

京都

新神戸
JR山陽新幹線至 広島

至  東京

JR東海道新幹線

関西国際空港

大阪国際空港

大阪国際会議場
（グランキューブ大阪）

最寄り駅
●京阪電車中之島線「中之島（大阪国際会議場）駅」
（２番出口すぐ）

●ＪＲ環状線「福島」駅から徒歩約10分
●ＪＲ東西線「新福島」駅（２番・３番出口）から徒歩
（約10分）

●阪神電鉄「福島」駅3番出口から徒歩10分 
●地下鉄「阿波座」駅（中央線１号出口 ･ 千日前線９号

出口）から徒歩約15分

JR大阪駅からバスを利用
●大阪市バス
［大阪市バス 黄色２番のりば 53系統］

ＪＲ大阪駅前バスターミナルより「船津橋」行に乗り、
「堂島大橋」下車すぐ

［大阪市バス 黄色１番のりば 55系統］
「鶴町四丁目」行に乗り、「堂島大橋」下車すぐ
●シャトルバス
「リーガロイヤルホテル」（大阪国際会議場東隣）と
ＪＲ「大阪駅」西側（高架下）の間で運行。

交通アクセス
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〒530-0005 大阪市北区中之島5丁目3番51号
TEL： 06-4803-5555（代表）　FAX： 06-4803-5620
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■ 周辺アクセス
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新大阪
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新神戸
JR山陽新幹線至 広島
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関西国際空港

大阪国際空港

大阪国際会議場
（グランキューブ大阪）

最寄り駅
●京阪電車中之島線「中之島（大阪国際会議場）駅」
（２番出口すぐ）

●ＪＲ環状線「福島」駅から徒歩約10分
●ＪＲ東西線「新福島」駅（２番・３番出口）から徒歩
（約10分）

●阪神電鉄「福島」駅3番出口から徒歩10分 
●地下鉄「阿波座」駅（中央線１号出口 ･ 千日前線９号

出口）から徒歩約15分

JR大阪駅からバスを利用
●大阪市バス
［大阪市バス 黄色２番のりば 53系統］

ＪＲ大阪駅前バスターミナルより「船津橋」行に乗り、
「堂島大橋」下車すぐ

［大阪市バス 黄色１番のりば 55系統］
「鶴町四丁目」行に乗り、「堂島大橋」下車すぐ
●シャトルバス
「リーガロイヤルホテル」（大阪国際会議場東隣）と
ＪＲ「大阪駅」西側（高架下）の間で運行。

12F 大阪国際会議場

PC受付

総合受付

クローク

企
業
展
示
ブ
ー
ス

厨　房

屋上庭園

ロビー

ホ
ー
ル

第1会場
特別会議場

第2会場
会議室 1202

懇親会
レストラン「グラントック」

控室1
主催者控室 12‐1

控室2
会議室 1201

運営事務局
会議室 1203

ポスター
会場3

ポスター
会場2

ポスター
会場1

ポスター
会場4

書
籍
展
示

ポスター受付

会場案内図
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9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

2017年 9月23日土
第1会場

12F　特別会議場
第2会場

12F　会議室1202
ポスター会場

12F　ホワイエ

ポスターセッション1
 9：00～10：00
ポスター貼付

9：50～10：00 開会挨拶
10：00～11：20 シンポジウム 1

我が国診療の現状と課題 
～外来設立･入院･緩和･地域連携のあり方を探る～

座長：斉藤 幸裕・高垣 有作
演者：佐藤 佳代子・山田 　潔
　　　菊谷 光代・河村 　進
コメンテーター：加藤 逸夫

10：00～11：20　
実技指導 1

日常診療のスキルアップ：圧迫療法
座長：孟　 真・松原 　忍
実技指導：大前 敬子・上田 　亨
　　　　　小林 範子・山本 優一

10：00～11：50

ポスター閲覧

11：20～11：45 特別講演 1
リンパ浮腫診療の最前線

11：50～12：15
ポスタープレゼン
テーション 1

12：30～13：20 ランチョンセミナー 1
米国における最新のリンパ浮腫ケア  
～ 新しい圧迫製品の使用経験 ～
座長：松尾 　汎　　演者：Lesli R Bell
共催：テルモ・ビーエスエヌ株式会社

12：30～13：20 ランチョンセミナー 2
Experience with an interdisciplinary 
lymphedema-working group in the Netherlands
座長：辻 哲也　　演者：Robert J.  Damstra

共催：ナック商会株式会社

13：40～14：05 総　　会
進行：重松 宏・松尾 汎　進行補助：奥津文子

ポスターセッション2
14：00～15：00
ポスター貼付

14：05～14：30 会長講演
リンパ浮腫診療の過去、現在、未来 －さらなる診療の改善をめざして－

14：40～15：50
パネルディスカッション 1

診断法の確立
座長：小川 佳宏・保田 知生
演者：山本 大悟・佐藤 　洋
　　　松原 　忍・海野 直樹

14：40～15：40 実技指導 2
日常診療のスキルアップ：MLD
座長：新井 恒紀・小林 範子
実技指導：佐藤 佳代子・大前 敬子
　　　　　打谷 円香・伊藤 睦・上田 亨

15：00～18：00

ポスター閲覧15：40～16：10 特別講演 2
リンパ浮腫診療のための教育体制の現状と将来展望

座長：宮田 哲郎　　演者：辻　 哲也
15：50～16：10 教育講演 1
四肢リンパ浮腫診断の現状と課題

16：25～17：50
ライブデモ

他疾患の鑑別・超音波・脈波の応用
座長：椎名 昌美・石崎 一穂
演者：三木 　俊・久保田 義則
　　　小谷 敦志

16：25～17：55 
シンポジウム 2

診療スタッフ育成の現状と展望
座長：重松 邦広・河村 　進
演者：新井 恒紀・山本 優一
　　　中川路 桂・今井 崇裕
　　　木部 真知子
コメンテーター：辻　 哲也

18：00～18：30
ポスタープレゼン
テーション 2

座長：山本 大悟
演者：前川 二郎

座長：橋本 幸彦
　　　森田 一郎
　　　吉田 洋子
　　　中西 健史

座長：保田 知生　　演者：春田 直樹

座長：重松 　宏
演者：松尾 　汎

19：00～21：00　　懇　親　会　　会場 ： 12F  レストラン グラントック

座長： 大谷 則史・石橋 　豊
赤坂 和美・石田 敦久
高西 裕子・打谷 円香
伊藤 　睦・大前 敬子

日　程　表
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8：30

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

2017年 9月24日日
第1会場

12F　特別会議場
第2会場

12F　会議室1202
CVTセミナー会場
大阪大学中之島センター

8：30～9：00 教育講演2
リンパ浮腫の診断と分類 ～現状と課題～

座長：奥津 文子　　演者：小川 佳宏

9：00～10：15
ワークショップ

地域活動報告 ～地域連携を模索する～
座長：渡部 芳子・中川路 桂
演者：小林 範子・岩田 博英
　　　高垣 有作・三宅 一正
　　　河村 　進・春田 直樹

9：00～12：00

2017年度　
第1回JSLT症例から学ぶ
リンパ浮腫治療講習会

9：00～17：00

第36回CVT認定講習会
（血管診療技師認定機
構認定）

10：30～10：45 報告：我が国のリンパ浮腫診療の現状
座長：松尾 　汎　　演者：新井 恒紀

10：45～12：15

パネルディスカッション2

新たな治療法と体制の構築に向けて
座長：加藤 逸夫・駒井 宏好
演者：佐藤 佳代子・松原 　忍
　　　小林 範子・斉藤 幸裕
　　　北　 正人

12：15～12：30 優秀演題表彰
座長：重松 　宏　　表彰：松尾 　汎

12：30～ 閉会挨拶

13：20～17：00

2017年度　第1回　
JSLT教育セミナー

14：30～16：30

市民公開講座

むくみ？ どうして起こるの？

司会：松尾 　汎
　　　奥津 文子
演者：春田 直樹
　　　小川 佳宏
　　　佐藤 佳代子
　　　東 厚子・森 洋子
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会長講演　9月23日土　14：05～14：30 第1会場（12F 特別会議場）

座長：重松 宏（山王メディカルセンター 血管外科）

リンパ浮腫診療の過去、現在、未来 
―さらなる診療の改善をめざして―

松尾 汎（医療法人 松尾クリニック）

特別講演1　9月23日土　11：20～11：45 第1会場（12F 特別会議場）

座長：山本 大悟（関西医科大学総合医療センター 乳腺外科）

リンパ浮腫診療の最前線

前川 二郎（横浜市立大学医学部 形成外科）

特別講演2　9月23日土　15：40～16：10 第2会場（12F 1202）

座長：宮田 哲郎（国際医療福祉大学 臨床医学研究センター）

リンパ浮腫診療のための教育体制の現状と将来展望

辻 哲也（  慶應義塾大学医学部 リハビリテーション医学教室 
慶應義塾大学病院 腫瘍センター リハビリテーション部門）

教育講演1　9月23日土　15：50～16：10 第1会場（12F 特別会議場）

座長：保田 知生（がん研究会有明病院 医療安全管理部）

四肢リンパ浮腫診断の現状と課題

春田 直樹（仁鷹会 たかの橋中央病院 血管外科）

教育講演2　9月24日日　8：30～9：00 第1会場（12F 特別会議場）

座長：奥津 文子（関西看護医療大学 看護学部 看護学科）

リンパ浮腫の診断と分類　～現状と課題～

小川 佳宏（医療法人 リムズ徳島クリニック）

プログラム
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ライブデモ　9月23日土　16：25～17：50 第1会場（12F 特別会議場）

座長：椎名 昌美（近畿大学東洋医学研究所） 	
石崎 一穂（三井記念病院 臨床検査部）

［ 他疾患の鑑別・超音波・脈波の応用 ］

LD-1 下肢静脈瘤の超音波診断
○三木 俊
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

LD-2 APG（空気容積脈波）による下肢静脈の血行動態評価
○久保田 義則
北播磨総合医療センター 中央検査室

LD-3 下肢深部静脈エコーライブ
○小谷 敦志
近畿大学医学部奈良病院

優秀演題表彰　9月24日日　12：15～12：30 第1会場（12F 特別会議場）

座長：重松 宏（山王メディカルセンター血管外科）

表彰：松尾 汎（松尾クリニック）　　　　　　　　

 リンパ浮腫治療介入時期、方法と治療効果の検討
○秋田 新介1）2）3）4）、山路 佳久1）、窪田 吉孝1）、奥 朋子2）、三階 貴史3）、増島 麻里子4）、
三川 信之1）

1）千葉大学 医学部 形成外科、2）千葉大学医学部附属病院 看護部、3）千葉大学 医学部 臓器制御外科、 
4）千葉大学 看護学部

 リンパ浮腫看護外来でのリンパ浮腫複合的治療料算定を開始して
○続木 美樹、前泊 聖実、吉川 明海、林 真奈美、石間伏 由紀、室田 かおる、	
柴田 剛志、山室 理
名古屋第二赤十字病院

ポスターセッション　9月23日土 ポスター会場1～4

ポスターセッション1　　貼付  9：00～10：00　 掲示 10：00～11：50　 発表 11：50～12：15

ポスターセッション2　　貼付 14：00～15：00　 掲示 15：00～18：00　 発表 18：00～18：30
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ポスター会場3

［ 体制2 ］	 座長：赤坂 和美（旭川医科大学 臨床検査医学講座）	
伊藤 睦（いとう治療院） 　　　　　　　　　

P-21 複合的理学療法の継続を促す要因、妨げる要因 
～いかにして治療継続をサポートするか～

○池端 典子1）、濱中 宣光1）2）、吉田 真紀1）2）、立花 しげ子1）2）、中塩 とも子1）2）、	
中川路 桂1）2）、原 尚子2）3）、三原 誠3）

1）東京医療専門学校 臨床研修部、2）ベテル南新宿診療所、 
3）埼玉県済生会 川口総合病院 リンパ外科・再建外科

P-22 リンパ浮腫患者の適切な通院間隔とは
○和田 小百合
医療法人康仁会 西の京病院

P-23 弾性ストッキングの着圧測定の必要性と意義
○塚越 みどり1）、前川 二郎2）

1）横浜市立大学 医学部 看護学科、2）横浜市立大学附属病院 形成外科

P-24 リンパ浮腫ケア看護外来開設の経緯と今後の課題
○西村 和美
関西医科大学総合医療センター 乳腺外科外来

ポスター会場4

［ 治療5 ］	 座長：石田 敦久（心臓病センター榊原病院 末梢血管外科）	
大前 敬子（大阪警察病院 リンパ浮腫看護ケア外来）

P-25 上肢リンパ管細静脈吻合術（LVA）術後周径改善の傾向と対策
○奥田 奈々恵1）、牧島 恵子1）、大西 文夫2）

1）地方独立行政法人 栃木県立がんセンター 看護部、2）埼玉医科大学総合医療センター 形成外科・美容外科

P-26 リンパ浮腫看護の充実
○池田 智美
医療法人社団 藤聖会 八尾総合病院

P-27 圧迫医療器具の圧力と測定方式による傾向の解析 
―圧迫クラスと着用時圧力の誤差要因―

○坂田 尚英1）、保田 知生2）

1）近畿大学、2）がん研有明病院

P-28 当センターにおける集中排液治療の効果と課題
○丸濱 恵1）、三宅 一正1）、本多 文江1）、東山 千夏1）、小野 敦1）、土持 茂之1）、	
本田 雅子3）、三宅 麻希3）、松本 久美子2）、越宗 靖二郎2）、山田 潔2）、木股 敬裕2）

1）社会医療法人 光生病院 リンパ浮腫治療センター、2）岡山大学 形成再建外科、3）岡山大学 看護部



会 長 講 演

特 別 講 演

教 育 講 演



シンポジウム1

シンポジウム2

我が国診療の現状と課題
～外来設立・入院・緩和・地域連携の 

あり方を探る～

診療スタッフ育成の現状と展望



パネルディスカッション1

パネルディスカッション2

新たな治療法と体制の 
構築に向けて

診断法の確立



ワークショップ

地域活動報告
～地域連携を模索する～



実 技 指 導

日常診療のスキルアップ

【企画の趣旨】

　当学会総会では、皆様が日常診療で難渋している事例や事項
への対策を、先駆者の先生方にレクチャーいただき、解決とま
ではいかなくとも、その端緒を探る機会になることを企図して、
圧迫療法と用手的リンパドレナージ（MLD）に関する「スキル
アップ・セッション」を設けました。
　重篤例での方法、高齢者への対応、独居者や在宅ケアでの対
処、緩和ケア（末期がん）や化学療法中など、多くの課題があ
ります。
　圧迫法やMLDに関する症例呈示や質疑応答、実技指導など
を通じて、皆様が日常診療で難渋しておられる事柄が、少しで
も改善できる機会になれば幸いです。



ライブデモ

他疾患の鑑別・ 
超音波・脈波の応用

【企画の趣旨】

　腫脹・浮腫からリンパ浮腫の鑑別診断に最も苦慮するのが、
「静脈疾患」です。その鑑別には、静脈疾患の鑑別法を識るこ
とが最も効率的です。
　「静脈瘤」には超音波検査、逆流やうっ血の評価には脈波検
査、そして時に肺塞栓症で重篤になる「深部静脈血栓症」に
も超音波検査が有用であることが知られています。
　これら検査法の有用性や実施法と実施時のポイントなどを、
それら検査のエキスパートに見せて戴きましょう。きっと明日
からの「腫脹・浮腫の評価」に役立つこと請け合いです。



報　　告



優秀演題表彰



ポスターセッション
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