
第 4 回日本フットケア・足病医学会 九州・沖縄地方会 学術集会 

趣意書 

【学会テーマ】 

足のオリンピック 

～100 年足でかよう～ 

 

 

会  期 ：2022年10月8日（土）特別講演 ／ 10月9日（日）学術集会・市民公開講座 

大 会 長 ：池田 潔 

（医療法人心信会 池田バスキュラーアクセス・透析・内科 院長） 

副大会長 ：水内 恵子 

（医療法人心信会 池田バスキュラーアクセス・透析・内科 看護部長） 

事務局長 ：山本 光孝 

（医療法人 原三信病院 循環器科 部長・心臓カテーテル室長） 

 

 

≪ご案内≫ 

ご挨拶（大会長・副大会長・事務局長） 

開催概要 
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大会長ご挨拶 

 

第4回日本フットケア・足病医学会 九州・沖縄地方会 学術集会 

大会長 池田 潔 

（医療法人心信会 池田バスキュラーアクセス・透析・内科 院長） 

 

 

 この度、第4回の本学術集会の大会長を拝命いたしました。開催させていただくにあたり、ご挨拶さ

せていただきます。この度、私が本医学会の大会長の任を仰せつかりました理由は、足病チームを福岡

赤十字病院の勤務医時代に作ったことが大きな理由かと思います。当時（2006年）では、まだ珍しかっ

たSPPを導入しました。これは、福岡県では、最も早い導入であったと記憶しています。 

 足病チームを作るにあたっては、日本フットケア・足病医学会の初代理事長を務められた湘南鎌倉総

合病院、腎臓病総合医療センターの小林修三先生に、ご助言いただきました。 

本会では、教育講演をお願いいたしております。 

さて、本会のテーマは「足のオリンピック ～100年足でかよう～」です。足病の患者さんの60%は維

持透析中の患者さんです。2016年4月からは、下肢末梢動脈疾患指導管理加算が認められています。し

かし、25％のご施設は、加算申請をしていない現状があります。維持透析には、週3回の通院が必要で

す。人生100年時代が徐々に現実となってきている昨今、実際100歳で維持透析をされている患者さんも

いらっしゃいます。 

足病の治療には、形成外科、循環器内科、血管外科、整形外科、糖尿病内科、皮膚科のスタッフが五輪

の輪のように重なりあい、連携したチームワークも必要です。 

また、維持透析患者さんに向き合われる先生方やスタッフの方々のご参加が今までは多くありませんで

した。今回は透析医として大会長を務める上で、透析患者さんに直接携われる医療関係者の方々にも興

味を持っていただける内容を運営委員一同で企画してまいります。 

100年かよう足を、維持・管理・治療する最善の方策を皆で考える学会となるように粉骨砕身の気持ち

で当たらせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月吉日 
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副大会長ご挨拶 

 

第4回日本フットケア・足病医学会 九州・沖縄地方会 学術集会 

副大会長 水内 恵子 

（医療法人心信会 池田バスキュラーアクセス・透析・内科 看護部長） 

 

 

このたび、第4回フットケア・足病医学会 九州・沖縄地方会学術集会において副大会長を拝命しまし

た水内恵子と申します。大会開催にあたり一言ご挨拶させていただきます。 

私は、福岡赤十字病院に就職したその日から、糖尿病や腎臓病による足病ケアに関わることになりま

した。真っ黒な足や両足切断の衝撃は、今でも鮮明に思い出されます。 

さて、足病看護の特徴は、「複数診療科に跨る医師らとの連絡調整」と、患者のセルフマネジメント

教育を含めた「全人的な足の看護」です。看護師は、身体の「足」だけを看るのではなく、患者のアイ

デンティティとしての「足」、社会生活における「足」などを包括的に評価し生活を支援します。しか

し、看護師として多くの患者・家族の生活に寄り添うなかで、「“足”がもつ力」を実感する一方、複雑

な足病と治療に対しケアの方向性に戸惑い、悩む場面も多くありました。特に、透析患者の足病への苦

悩です。 

安定した質の高い日本の透析治療は、患者の身体状況や生命予後を大きく改善したものの、今も患者

は週3回の透析通院を余儀なくされております。透析ごとにフットケアを行っていても、ある日突然、

足を病み、足を失い、そのことで家族が破綻する事例もありますし、透析患者の足病が生命に影響する

ことは、周知のとおりです。本大会では、こうした透析患者の足病とケアについても特別講演や教育講

演など多数のプログラムを企画し、皆様とともにディスカッションしたいと考えております。 

 

大会のテーマには、池田潔大会長の様々な思いが込められております。 

メインテーマ『足のオリンピック』には、足病治療の輪が五輪の輪のように重なり連携することへの

「希望」が、サブタイトル『100年足でかよう』には、人生100年時代を見据えたサスティナブル・フッ

トケアへの「情熱」です。 

オリンピックが、国や人種、信条を超えて人々が集い平和な世界の実現に貢献するように、本大会

は、多科の医師や看護師、臨床工学技士ほか足に関わる多職種が一堂に会し、平和な足社会の構築に向

けて議論する貴重な機会となることでしょう。 

職種の壁を皆が越えてかよい合い、血がかよい、心がかよう、フットケア社会実現のために、多くの

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。 

 

 

 

 

 

 

2022年1月吉日 
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事務局長ご挨拶 

 

第4回日本フットケア・足病医学会 九州・沖縄地方会 学術集会 

事務局長 山本 光孝 

（医療法人 原三信病院 循環器科部長・心臓カテーテル室長） 

 

 

 この度、第4回日本フットケア・足病医学会九州・沖縄地方会学術集会の事務局長を仰せつかりまし

た医療法人 原三信病院循環器科の山本光孝です。開催させていただくにあたり、一言ご挨拶申し上げ

ます。 

 本学会が対象としている患者さんは糖尿病や慢性腎不全による維持透析を必要とするといった基礎疾

患を有する下肢末梢動脈疾患（閉塞性動脈硬化症）、特にその中でも足を失う原因となる包括的高度慢

性下肢虚血（CLTI: Chronic limb-threatening ischemia）の方だけではなく、静脈疾患や糖尿病性壊疽

など多岐にわたります。本大会の大会長である池田先生は透析医の立場から血液透析患者さんの足を切

断から救う、歩行を守る事に焦点を当て企画立案しておられますが、我々医師だけでなく、看護師・フ

ットケア療養士・理学療法士や技師装具士など多職種の関係者が協力する『チーム医療』が不可欠で

す。またこの戦いには血行再建や創傷処置のためのデバイスや薬物治療、フットケアに使用する物品な

ど幅広い企業の皆様の力の結集も重要です。 

 大会を成功させるべく大会長、運営委員の先生方とともに鋭意準備を進めております。 

足病患者や足未病者に関わる全ての方々のご協力をお願いするとともに、ご参加を心よりお待ちしてお

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月吉日 
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開催概要 

会期 
2022 年 10 月 8 日（土） 特別講演 

9 日（日） 学術集会・市民公開講座 

会場 
電気ビル共創館 ／ WEB 会場 

（〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通２丁目１−８２） 

開催形態  ハイブリッド開催（現地開催＆WEB 会場） 

 

テーマ 足のオリンピック～100 年足でかよう～ 

 

 

大会長 
池田 潔  

（医療法人心信会 池田バスキュラーアクセス・透析・内科 院長）  

副大会長 
水内 恵子  

（医療法人心信会 池田バスキュラーアクセス・透析・内科 看護部長）  

事務局長 
山本 光孝  

（医療法人 原三信病院 循環器科 部長・心臓カテーテル室長）  

参加費 

≪会員≫  

医 師       事前）5,000 円 当日）6,000 円  

メディカルスタッフ 事前）3,000 円 当日）4,000 円  

企 業       事前）5,000 円 当日）6,000 円  

  

≪非会員≫  

医 師       事前）6,000 円 当日）7,000 円  

メディカルスタッフ 事前）4,000 円 当日）5,000 円  

企 業       事前）6,000 円 当日）7,000 円  

参加人数  500 名 

 

 

参加者 

形成外科、糖尿病内科、循環器内科、血管外科、腎臓内科、泌尿器科、整形

外科、皮膚科、放射線科、リハビリテーション科、再生医療など診療・治

療・研究に従事する医師、薬剤師、看護師、臨床工学技士、義肢装具士、理

学療法士、作業療法士、管理栄養士、医療従事者、医療関連企業、靴関連企

業等 

 

運営事務局 

株式会社アクセス・ケイ  

〒810-0012 福岡県福岡市中央区白金 1 丁目 17-8 FS21 ビル 1 階  

TEL：092-753-7270 FAX ：092-753-7262  

E-mail：info@4thjfcpm-kyusyu.com  
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運営委員名簿 

 

役職 
氏名 

（敬称略） 
所属（診療科/職種） 

大会長 池田  潔 医療法人心信会 池田バスキュラーアクセス・透析・内科 腎臓内科 

副大会長 水内 恵子 医療法人心信会 池田バスキュラーアクセス・透析・内科 看護師 

事務局長 山本 光孝 医療法人 原三信病院 循環器科 

運営委員 

（順不同） 

末松 延裕 社会福祉法人恩賜財団済生会 福岡県済生会福岡総合病院 循環器内科 

伊元 裕樹 社会医療法人財団池友会 福岡和白病院 循環器内科 

石井 義輝 医療法人真鶴会 小倉第一病院 形成外科 

竹之下博正 内科・糖尿病内科 たけのしたクリニック 糖尿病内科 

竹内 一馬 医療法人たけうち 六本松 足と心臓血管クリニック 循環器科 

満生 浩司 医療法人 原三信病院 腎臓内科 

坂 さとみ 医療法人心信会 池田バスキュラーアクセス・透析・内科 看護師 

安藤 恭代 医療法人朝霧会 じんの内医院 看護師 

河野 里沙 独立行政法人地域医療機能推進機構 宮崎江南病院 看護師 

藤本圭一郎 医療法人新生会 福島病院 看護師 

吉田  豊 社会福祉法人恩賜財団 済生会熊本病院 臨床工学技士 

岡村 龍也 社会医療法人白光会 白石病院 臨床工学技士 

川原田貴士 医療法人心信会 池田バスキュラーアクセス・透析・内科 臨床工学技士 
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【収入】

項　　目 金　　額 内　　　　　　　　　　　　　訳

【事前参加】

会員：医師＠5,000円×30名　企業＠5,000円×10社

会員：メディカルスタッフ＠3,000円×130名

非会員：医師＠6,000円×10名　企業＠6,000円×10社

非会員：メディカルスタッフ＠4,000円×140名

【当時参加】

会員：医師＠6,000円×20名　企業＠6,000円×10社

会員：メディカルスタッフ＠4,000円×50名

非会員：医師＠7,000円×10名　企業＠7,000円×10社

非会員：メディカルスタッフ＠5,000円×70名

ランチョンセミナーⅠ：800,000円

ランチョンセミナーⅡ：600,000円

ランチョンセミナーⅢ：500,000円

スポンサードセミナーⅠ：800,000円

スポンサードセミナーⅡ：600,000円

スポンサードセミナーⅢ：500,000円

スポンサードセミナーⅣ：300,000円

展示費・書籍展示 5,580,000 1小間：180,000円×30(ｵﾝﾗｲﾝ含む）　書籍展示：180,000円×1社　

表2：120,000円×1社（カラー）、表3：100,000円×1社（カラー）

表4：150,000円×1社（カラー）、巻末１頁：80,000円×1社（モノクロ）、

巻末1/2頁：50,000円×6社（モノクロ）

寄付金 2,000,000 寄付、地方会補助金

合計 14,570,000

【支出】

項　　目 金　　額 内　　　　　　　　　　　　　訳

準備経費 1,200,000 印刷費、資料作成費、会場図面作成費等

通信機器委託費 950,000 Web会議システム、HP管理費、メンテナンス費

抄録集製作費：700,000円、

ポスター・封筒・その他製作費：700,000円

電気ビルみらいホール：1,470,000円（2日間）

共創館カンファレンス：A～E：：890,000円（2日間）

事務局委託費 2,500,000 会場設営・撤去費、付帯設備、持込み機材費含む

謝金・交通宿泊費 1,000,000 特別講演、演者

通信費 800,000 切手、郵送代、開催案内DM

消耗品費 300,000 文具、印刷用紙、トナーなど

交際費 500,000 講師懇親会費、世話人懇親会費

会議費 200,000 当日昼食代、打合せ食事代ほか

事務局運営費 1,000,000 人件費他

旅費交通費 1,000,000 運営委員旅費・宿泊費

手数料 300,000 振込手数料ほか

予備費 800,000

その他 260,000 飲み物など

合計 14,570,000

単位：円

プログラム・抄録集作成費 1,400,000

会場費 2,360,000

2,140,000

750,000

4,100,000

参加登録費

広告費

共催費

 収支予算案 
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《協賛のご案内》 

 

情報公開について 

当学術集会では、各社が当学術集会に要した費用（共催費、出展費、広告費、飲食費）に関して、日本製薬

工業協会の「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドラインに関する指針」および、日本医療機器産業

連合会の「医療機器業界における医療機関等との透明性ガイドライン」に基づき、各社がウェブサイト等に

て情報公開することに同意いたします。 

なお、別途同意書への押印・サインは控えさせていただきますので、あらかじめご了承ください。 

 

振込先（学術集会口座）について 

当学術集会ではお振込みをいただいた方の確認を行うため、申込書を頂戴した後のお振込みをお願いしてお

ります。大変恐れ入りますが、形式上、請求書発行の後にお振込みをお願いすることとなりますので、ご理

解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

【学術集会口座情報】 

振込口座：西日本シティ銀行 薬院支店   普通口座 3106230 

口 座 名：第4回日本フットケア・足病医学会 九州・沖縄地方会 学術集会 会長 池田 潔 

フリガナ：ダイヨンカイニホンフツトケア．アシビヨウイガツカイ キユウシユウ．オキナワチホウカイ ガ

クジユツシユウカイ カイチヨウ イケダキヨシ 

 

お問い合わせ先 

第4回日本フットケア・足病医学会 九州・沖縄地方会 学術集会 運営事務局 

株式会社 アクセス・ケイ 

〒810-0012 福岡県福岡市中央区白金1丁目17-8 FS21ビル1階 

TEL：092-753-7270 FAX ：092-753-7262 

E-mail：info@4thjfcpm-kyusyu.com 

 

 

mailto:info@4thjfcpm-kyusyu.com
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共催セミナー 募集要項 

【開催日時】 2022年10月9日（日）9：30～16：45 

＜共催セミナー詳細＞ 

開催時間（仮） プログラム 会場 最大収容人数 お弁当目安数 金額（税別） 

12：30～13：30 ランチョンセミナーⅠ 第 1 504 席(予定) 200 食 800,000 円 

12：30～13：30 ランチョンセミナーⅡ 第 2 180 席(予定) 120 食 600,000 円 

12：30～13：30 ランチョンセミナーⅢ 第 3 108 席(予定) 100 食 500,000 円 

13：45～14：45 スポンサードセミナーⅠ 第 1 504 席(予定   800,000 円 

9：30～10：30 スポンサードセミナーⅡ 第 2 180 席(予定)   600,000 円 

15：45～16：45 スポンサードセミナーⅢ 第 3 108 席(予定)   500,000 円 

15：30～16：30 スポンサードセミナーⅣ 第 5 30 席(予定)    300,000 円 

※各会場も新型コロナウイルスの影響を鑑み、会場から収容人数制限がかかる場合がございます。 

【座長・演者・テーマの選定について】 

＊座長および演者の人選について、各企業に一任いたしますが、大会長からの要望をお願いする場合がございます。 

その際はご検討ください。 

＊座長および演者への依頼は各企業にてお願いいたします。 

＊近年注目されているテーマ選定をお願いいたします。 

【開催形態】 

＊ハイブリッド開催（現地開催＋LIVE配信） 

＊配信形式；ライブ配信※オンデマンド配信はございません。 

・Zoom を利用してセミナー開催時間にライブ配信いたします。 

・進行は各企業に一任いたします。 

＊視聴者；・参加登録をされた方（参加費をお支払いいただいた方）のみ 

・参加登録は本学会の会員および非会員（医療従事者・関係者）が対象 

【特典】 

（1） 大会HPおよびWEB会場への社名バナーの掲載 

（2） 参加証 3 名分 

【共催費に含まれるもの】 

会場費（講師控室 1 部屋含む）、講演用機材（液晶プロジェクター1 台、メインスクリーン、PC、手元灯、演台、座長用・演者・

進行アナウンス・質疑用マイク、音響・照明設備など）、配信費用（配信サイト構築費、配信用機材費、インターネット回線費

等）、配信エンジニア人件費、配信サーバー利用費 

【共催費に含まれないもの】 

セミナー運営人件費（セミナー内アナウンス、アメニティ等の配布など）、追加機材、登壇者の謝礼・宿泊交通費、ポスター・チラ

シ等の印刷費、講師用弁当・ケータリング費、配信会場を共催社側で設置される場合：配信に関わる会場費、機材費、編集費等 

※ランチョンセミナー：来場者へ配布するお弁当代 
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共催セミナー 募集要項 

【オプション】 

＊上記共催費に含まれていない追加機材、オプションのお申し込みを希望される場合は、「共催セミナー

手引き」（2022年7月頃 発送予定）にてご案内いたします。 

【広報チラシ】 

＊印刷前の校正の段階で運営事務局に原稿のチェックを受けてください。広報チラシには、共催として学

術集会名を併記し、学会のロゴを掲載していただきます。チラシサイズは A4 に統一してください。 

【申込方法】 

＊添付の申込書に必要事項を記入し、FAX もしくはE-mail にてお申し込みください。 

※お申し込み確認後、請求書をご担当者様宛にお送りいたします。 

＊請求書記載の期日までのお振込みにご協力いただけますようお願いいたします。 

＊振込期日などのご要望につきましては、申込書の備考欄にご記入いただくか、運営事務局までご連絡く

ださい。 

【申込期限】 

＊2022年5月31日（火） 
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各展示 募集要項 

企業展示概要 

Ⅰ．会場展示 

【展示期間】 2022年10月9日（日）9：30～16：00 

【展示会場】 電気ビル共創館4Fホールロビーホワイエ（福岡市中央区渡辺通2丁目1-1） 

【募 集 数】 20小間 

【申込期限】 2022年5月31日（火） 

【展 示 費】 1 小間 180,000 円（税別） 

（※基礎小間、スペース小間ともに同額） 

【特典】 

（1） 大会HPおよびWEB会場への社名バナーの掲載 

（2） 参加証 2 名分 

【小間仕様】 

■ 基礎小間 

＊ 1 小間（W1,800mm・D900mm・H2,100mm） 

・バックパネル（W1,800mm×H2,100mm） 

・展示机（W1,800mm×D900mm）1 台 

・社名板（D900mm×H150mm） 

その他：WEB配信ページへの社名ロゴバナーの掲載 

■ スペース小間 

＊ 1 小間（W1,800mm・D900mm・H2,100mm） 

基本はスペース渡しとなります。 

※基礎小間付属の備品が必要な場合はその旨ご連絡下さい。 

その他：WEB配信ページへの社名ロゴバナーの掲載 

  

Ⅱ．オンライン展示 

【展示期間】 2022年10月8日（土）～10月9日（日） 

【展示会場】 WEB会場内（オンライン展示会場） 

【募 集 数】 10社 

【展 示 費】 180,000 円（税別） 

【展示内容】 バナー、動画、紹介文、PDF資料、WEBページなどの掲載 ※動画等各データは各社にて作成ください。 

【特  典】 大会HPおよびWEB会場への社名バナーの掲載 

【申込期限】 2022年5月31日（火） 
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書籍展示概要 

【展示期間】 2022年10月9日（日）9：30～16：00 

【展示会場】 電気ビル共創館4Fホールロビーホワイエ（福岡市中央区渡辺通2丁目1-1） 

【募 集 数】 1 社 

【展 示 費】 180,000 円（税別） 

【展 示 費】 総売り上げの 5％ 

【小間仕様】 

・机6本・島組（Ｗ3,600㎜×D900㎜） 

・レジ用電源 

【特  典】 

（1） 大会HPおよびWEB会場への社名バナーの掲載 

（2） 参加証 2 名分 

展示概要 

【電気供給・オプション】 

ブース仕様に記載のない装飾、電気配線など一切は出展社各位でご負担いただきます。 

電気器具を使用される場合は、コンセントおよび電気供給工事（別途料金）が必要となります。 

電気供給工事、コンセント工事や基礎小間以外のオプション品のお申し込みを希望される場合は、 

「出展〔企業展示〕手引き」（2022年7月頃 発送予定）にてご案内いたします。 

【搬入・搬出】 

「出展〔企業展示〕手引き」（2022年7月頃 発送予定）にてご案内いたします。 

【出展物の管理】 

各出展物の管理は出展者が行うものとし、展示期間中の出展物の盗難・紛失・災害等の損害に対して、運

営事務局では一切の補償等の責任を負いませんのでご了承ください。 

【申込方法】 

添付の申込書に必要事項を記入し、FAX もしくはE-mail にてお申し込みください。 

※お申し込み確認後、請求書をご担当者様宛にお送りいたします。 

請求書記載の期日までのお振込みにご協力いただけますようお願いいたします。 

振込期日などのご要望につきましては、申込書の備考欄にご記入いただくか、運営事務局までご連絡くだ

さい。 

【申込期限】 

＊2022年5月31日（火） 

※スペースに限りがございますので申込期日前でも規定数に達し次第、締め切らせていただきます。 
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プログラム掲載広告 募集要項 

【発行部数】 800 部予定 

【制 作 費】 800,000 円 

【対 象 者】 学術集会参加者 

【プログラム掲載広告詳細】（A4 版・白黒印刷） 

種類 サイズ 
広告費 

（税別） 
募集数 

表 2（艶紙／カラー） 

縦 280mm×横 190mm 程度 

120,000 円 1 社 

表 3（艶紙／カラー） 100,000 円 1 社 

表 4（艶紙／カラー） 150,000 円 1 社 

巻末 1 頁（普通紙／モノクロ） 80,000 円 1 社 

巻末 1/2 頁（普通紙／モノクロ）  縦 134 mm×横 190 mm 程度  50,000 円 6 社 

募集合計金額 750,000 円   

 

【申込方法】 

添付の申込書に必要事項を記入し、FAX もしくはE-mail にてお申し込みください。 

※お申し込み確認後、請求書をご担当者様宛にお送りいたします。 

請求書記載の期日までのお振込みにご協力いただけますようお願いいたします。 

振込期日などのご要望につきましては、申込書の備考欄にご記入いただくか、 

運営事務局までご連絡ください。 

【申込期限】 

＊2022 年 5 月 31 日（火） 

【広告データ入稿仕様】 

・仕上がり寸法は各広告枠サイズで作成ください。 

・入稿原稿は完全版下データ（イラストレーター形式又は完全原稿PDFデータ）と最終イメージの出力を

付けて入稿してください。 

・文字は全てアウトライン化を行って下さい。 

・データ内の画像データは必ず一緒に入稿していただくか埋め込みを行ってください。 

【広告データ提出締め切り】 

＊2022 年 6 月 25 日（土）予定 

※広告データは、E-mail もしくは郵送にてご提出ください。 
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寄付金 募集要項 

【寄付金の目的】 

＊第4回日本フットケア・足病医学会 九州・沖縄地方会 学術集会の準備及び開催経費 

【募集目標金額】 

＊2,000,000 円 

【募集期限】 

＊2022 年 9 月 30 日（金） 

【申込方法】 

＊添付の申込書に必要事項を記入し、FAX もしくはE-mail にてお申し込みください。 

※お申し込み確認後、請求書をご担当者様宛にお送りいたします。 

請求書記載の期日までのお振込みにご協力いただけますようお願いいたします。 

振込期日などのご要望につきましては、申込書の備考欄にご記入いただくか、運営事務局までご連絡

ください。 

領収書：銀行発行の振込控えをもって、領収書に代えさせていただきます。 

本学会では寄付に対する免税措置は取っておりませんのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


