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第 3回日本リンパ浮腫治療学会学術総会

日　程　表

開港記念会館 ワークピア横浜
第 1 会 場

（1階／講堂）
第 2 会 場

（1階／1号室）
第 3 会 場

（2階／6号室）
第 4 会 場

（2階／おしどり・くじゃく）
9:00

9:30 ～ 11:00
シンポジウム 1
リンパ浮腫診断の

標準化
座長： 松原 忍、海野 直樹

演者： 足立 英子、平出 さおり、
塗 隆志、林 明辰、斉藤 貴明

▶P. 42

9:30 ～ 10:40
一般演題 1

疫学・診断
（O1-1~O1-7）

座長：大西 ゆかり、春田 直樹

▶P. 68

 10:00

10:00 ～ 15:50
ポスター展示

10:30 ～ 12:00
シンポジウム 2

リンパ浮腫における至適な圧迫
療法と看護を探る

座長： 保田 知生、塚越 みどり
演者： 保田 知生、高西 裕子、

奥田 奈々恵、塚越 みどり

▶P. 45

10:40 ～ 11:30
一般演題 2

外科療法
（O2-1~O2-5）

座長：矢吹 雄一郎、関 征央
▶P. 72

 11:00

12:00
12:00 ～ 12:30 　総会

進行： 重松 宏、前川 二郎、中川路 桂

12:40 ～ 13:40
ランチョンセミナー 1

リンパ浮腫外科治療周術期管理
と評価の実際

座長： 宮田 哲郎、演者： 秋田 新介
共催： テルモ・ビーエヌエス株式会社

12:40 ～ 13:40
ランチョンセミナー 2

"Thuasne Compression Therapy Center: 
Mobiderm protocol success in Poland"

座長：小林 範子
演者： Slawomir Pyszniak

共催： ソルブ株式会社

13:00

13:40 ～ 15:10
パネルディスカッション 1

外科療法の標準化

座長： 佐久間 恒、木股 敬裕
演者： 山田 潔、秋田 新介、

矢吹 雄一郎、大西 文夫

▶P. 48

14:00 13:50 ～ 14:50
MLD スキルアップ

座長： 新井 恒紀
実技指導： 吉田 洋子

▶P. 58 14:30 ～ 16:00
スポンサードシンポジウム

リンパ浮腫看護に役立つ
画像診断とリンパ解剖（60 分）

座長： 齊藤 幸裕、品岡 玲
演者： 須網 博夫、品岡 玲、三上 太郎

ICG 蛍光リンパ造影ライブ（30 分）
座長：北山 晋也

共催：アイ・エム・アイ株式会社、
ミズホメディ―株式会社、株式会社島津製作所

15:00 14:50 ～ 15:40
一般演題 3

基礎研究・その他
（O3-1~O3-5）

座長： 長西 裕樹、奥田 奈々恵

15:10 ～ 16:10
スポンサードレクチャー 1

THE CONTEMPORALY 
PHILOSOPHY LYMPHEDEMA

座長： 前川 二郎
演者： Waldemar L. Olszewski

共催： THUASNE、ソルブ株式会社16:00
16:00 ～ 16:40

ポスター発表
（P1-1~P4-5、20 題）

16:00 ～ 17:00
教育セッション

リンパ浮腫における複合的治療
の基礎知識とその実際

座長： 中村 健、辻 哲也
演者： 辻 哲也、西郊 靖子、三宅 一生

16:10 ～ 17:10
特別講演

米・豪大学病院での就業経験に基づく、私のリンパ解剖
研究の足跡とリンパ浮腫治療における日本との相違

座長： 重松 邦広
演者： 須網 博夫17:00

18:00

18:30 ～ 20:30
総合懇親会

優秀ポスター賞発表
（3階／かもめ・やまゆり）

19:00

20:00

13:50 ～ 14:20
スポンサード
レクチャー 2

リンパ浮腫に対する空気圧
マッサージ器の効果、
エビデンスに関して

座長： 前川 二郎、演者： 北山 晋也
共催： 日東工器株式会社

▶P. 34

2018 年 9 月 8 日（土）　≪ 1 日目≫

P1-1~P1-5
座長：杉本 亜紀、渡辺 直子

P2-1~P2-5
座長：伊藤 ひとみ、秋元 若菜

P3-1~P3-5
座長：渡部 芳子、立花 しげ子

P4-1~P4-5
座長：上田 亨、高西 裕子

▶P.82

▶ P.32

▶ P.29

▶ P.62 ▶ P.63

逐次通訳付き

▶ P.54

11:15 ～ 11:45
会長講演

リンパ浮腫診療におけるブレークスルー　
－過去、現在、そして未来－

座長： 重松　宏
演者： 前川　二郎

▶P. 28 

9:25 ～ 9:30　　開会の辞

▶ P.38

▶ P.75




