
 

 

 

 

 

 

 

 

会 期：2018年 10月 20日（土） 

会 場：大阪科学技術センター 大ホール 

テ ー マ：足を救うためにホンマに大切なこと 

ホスト病院：医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 

参加申込期限：2018年 9月 14日（金） 

主 催：株式会社ミレニアメディカル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The 15th Millennia Wound Care Conference 



株式会社ミレニアメディカル 提携施設 

医療機関スタッフ 各位 

 

 

第 15回ミレニア創傷ケア研究会のご案内 
 

 株式会社ミレニアメディカル 

代表取締役  大平恵治 

最高臨床責任者  李家中豪 
 

謹啓 皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申しあげます。平素より弊社 創

傷ケア/褥瘡ケアプログラムの展開において格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 

 今回で第１5回目となる『ミレニア創傷ケア研究会』も、本年は八尾徳洲会総合病院のご協

力を賜り、大阪にて開催する運びとなりました。八尾徳洲会総合病院の皆様には誠にお世話

になり、心より御礼を申しあげます。 

 今回のテーマは「足を救うためにホンマに大切なこと」とさせていただきました。足本来の役

割は、ごく当然のことですが「立って歩くこと」であり、歩行を維持するためには足トラブルの予

防、装具やリハビリなど必要なことがたくさんあります。本研究会も 15回目という節目を迎え、

下肢救済のために大切なことは何なのかということを、診療科や職種を超え、あらためて考え

る機会となれば幸いです。 

私どもの「下肢切断と褥瘡を無くしたい」という想いにご賛同いただき、治療の最前線で

日々ご尽力いただいております皆様には、改めて敬意と感謝の意を表するとともに、ご多忙の

折と存じますが、貴重な意見交換の場として本研究会に多数のご参加を賜りたく、ご案内を

申しあげます。 

謹白 

記 

催 事 名 称：第 15回ミレニア創傷ケア研究会 

テ ー マ：「足を救うためにホンマに大切なこと」 

開 催 日 時：2018年 10月 20日（土） 

研 究 会 10：00～18：05 （9：30開場） 

       情報交換会 19：00～21：00 

 （別会場：シャンデリアテーブル Chandelier Table 阪急うめだ本店） 

開 催 場 所：大阪科学技術センター 8階 大ホール 

〒550-0004 大阪市西区靱本町１-８-４ 

参 加 費：契約病院様：15,000円/1名 

        その他の病院・企業様：18,000円/1名 

申込連絡先：株式会社ミレニアメディカル 

         TEL：03-6435-4388 FAX：03-6435-2099 

         E-Mail：woundcare@millennia-medical.com 

ホスト病 院：医療法人徳洲会 八尾徳洲会総合病院 

主 催 団 体：株式会社ミレニアメディカル  
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     プログラム(予定)  
 

  

 （敬称略） 

9:30 開場・受付開始     

10:00～10:05 開会挨拶 医療法人 徳洲会 八尾徳洲会総合病院 院長 原田  博雅 

10:05～10:55 教育講演 1 「下肢救済における血管診療技師の役割」(仮)  

  座長： 医療法人 徳洲会 八尾徳洲会総合病院 看護師長 松本  静香 

   演者： 独立行政法人 労働者健康安全機構 大阪労災病院 看護部・血管診療技師  溝端  美貴 

10:55～11:10 休憩    

11:10～12:00 教育講演 2 「画像診断のポイント」(仮)  

 座長： 神戸大学 医学部 形成外科学教室 教授 寺師  浩人 

 演者： 特定医療法人 あかね会 土谷総合病院 放射線科 部長 佐藤  友保 

12:00～12:15 休憩 ※お弁当をお配りします  

12:15～13:15 一般演題（６題程度） ※ランチョン形式で行います  

13:15～13:30 休憩   

13:30～14:20 特別講演 1 「創傷治療と栄養」   

  座長： 医療法人 徳洲会 八尾徳洲会総合病院 形成外科 部長 綾 部  忍 

   演者： 社会医療法人 若弘会 若草第一病院 院長 山中  英治 

14:20～14:30 休憩   

14:30～16:00 特別講演 2 （タイトル未定）  

 座長： 南カリフォルニア メソジスト病院 足病外科 部長 李家  中豪 

 演者： 南カリフォルニア メソジスト病院 足病外科 Wenjay Sung 

 李家医師 講演   

 演者： 南カリフォルニア メソジスト病院 足病外科 部長 李家  中豪 

16:00～16:10 休憩    

16:10～17:00 教育講演 3 「下肢救済におけるインソール」(仮) 

 座長： 北播磨総合医療センター 形成外科 主任医長・重症虚血肢センター長 藤井  美樹 

 演者： 有限会社バイタルフス高知 代表取締役 関  耕 二 

17:00～17:10 休憩     

17:10～18:00 教育講演 4 「下肢救済におけるリハビリテーションの役割」(仮)  

 座長： 医療法人社団 慈恵会 新須磨病院 外科 部長 北野  育郎 

  演者： 城西国際大学 福祉総合学部 理学療法学科 助教 河辺  信秀 

18:00～18:05 閉会挨拶  株式会社ミレニアメディカル 代表取締役 大平  恵冶 

移動      ※会場間の移動は各自にてお願いいたします。 

19:00～21:00  情報交換会 （阪急うめだ本店 13階 シャンデリアテーブル）   
 

※内容・講演時間は変更になる可能性があります。ご了承くださいませ。 

 
 

  



演題募集のお知らせ 
 

研究会でご発表いただける演題を募集しております。発表内容は下肢救済、創傷ケア、フ

ットケア、褥瘡治療、地域連携や院内連携等に関するものであれば基本的に自由であり、発

表者の職種も問いません。 

有意義な研究会となりますよう、皆様からのご応募をお待ちいたしております。 

   

●演題申込 

ミレニアメディカル演題担当（念代）までメールでお申し込みください。 

E-Mail： k-nendai@millennia-medical.com 

●演題申込期限：9月 14日（金） 

※一般演題は 12:15からの予定です。演題発表される方は開始時間までに必ず会場

へお越しください。 

※一演題あたりの発表時間は質疑応答も含め 10分以内の予定です。 

※時間の都合により、申し込み多数の場合は抽選、また 1施設当たりの演題発表数を 

限らせていただく場合がございます。予めご了承ください。 

 

 

       参加申込および参加費について 
 

●参加申込 

別添の申込用紙に必要事項をご記入の上、FAXまたは E メールにてお送りください。 

F A X： 03-6435-2099 

E-Mail： woundcare@millennia-medical.com 

●参加申込期限：9月 14日（金） 

●参 加 費：契約病院様：15,000円/1名 

        その他の病院・企業様：18,000円/1名 

●支払方法：9月 28日（金）までに下記口座へお振込みください。 

三菱 UFJ銀行 日本橋中央支店 普通 0209543 

口座名  株式会社ミレニアメディカル 
※振込手数料はお客様にてご負担くださいますようお願いいたします。 

※ご入金後の参加キャンセルについて 

9月 28日までのキャンセル連絡：全額返金させていただきます 

9月 28日以降のキャンセル連絡：返金できかねますのでご了承ください 

 

 

      宿泊について 
 

本年の研究会に伴う宿泊は、参加者ご自身でお手配くださいますようお願いいたします。 
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      会場アクセス：研究会 

【大阪科学技術センター】  
8階 大ホール 
〒550-0004 大阪市西区靱本町１-８-４ 

TEL： 06-6443-5324  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最寄り駅より 

●地下鉄四つ橋線 本町駅 下車 28 号出口 北へ徒歩約 3分 

●地下鉄四つ橋線 肥後橋駅 下車 7号出口 南へ徒歩約 5分 

●地下鉄御堂筋線 本町駅 下車 2号出口 西へ徒歩約 7分 

●地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅 下車 13号出口 南西へ徒歩約 12分 

●京阪中之島線   渡辺橋駅 下車 5 号出口 南へ徒歩約 11分 

 



会場アクセス：情報交換会 

【シャンデリアテーブル Chandelier Table】 阪急うめだ本店   
阪急百貨店うめだ本店 13 階にあるレストラン。建築の大家 伊東忠太氏によるガラスモザイクの壁画、

往時のシャンデリア 4基を移設。かつての阪急コンコースのアーチ型天井をよみがえらせた迫力のあるド

ーム型レストランです。 

〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町 8-7 阪急うめだ本店 13F  TEL：06-6313-1530 

※研究会会場からのご移動は各自にてお願いいたします。 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【タクシーの場合】 研究会会場～阪急うめだ本店：12分程度 

【地下鉄の場合】 地下鉄御堂筋線 本町駅から梅田駅下車、徒歩 2分 

地下鉄四つ橋線 肥後橋駅から西梅田駅下車、徒歩 6分 
   以上 

研究会会場 

情報交換会会場 

(13階) 


