日程表
1日目 9月28日（金）
パシフィコ横浜
会議センター

国立大ホール
第１会場
2～3F 大ホール

第２会場
1F メインホール

第３会場
3F 301+302会議室

第４会場
3F 303+304会議室

第５会場
5F 501会議室

第６会場
5F 502会議室

展示ホール（Ｂ）
第７会場
5F 503会議室

第８会場
4F 414+415会議室

第９会場
4F 416+417会議室

ハンズオン会場
3F 315

企業展示・ポスター会場
1F ホールＢ

8 00
30
9 00
30 9:30～10:30
教育講演1
司会：尹 浩信、青木 和恵
10 00 演者：堀田 由浩、紺家千津子
※共通講習【医療安全】
30 10:30～11:00
教育講演2
司会：南 由起子 演者：塚田 邦夫
11 00

8:15～9:00
総会
9:00～9:30
20周年会長講演
司会：川上 重彦 演者：市岡 滋
9:30～11:00
渉外・保険委員会企画
褥瘡と診療報酬
司会：市岡 滋、内藤亜由美
演者：高水 勝、石井 義輝
間宮 直子

8:00～10:00
ポスター貼付

9:00～11:00
ハンズオンセミナー1
ニチバン（株）
9:30～11:00
シンポジウム1
手術室褥瘡の現状と対策
司会：大浦 紀彦、田中マキ子
演者：大浦 紀彦、吉村 美音
帶刀 朋代、田中マキ子

9:30～11:00
シンポジウム2
関節拘縮に起因する難治性褥瘡へ
の治療・ケア
司会：岡部 勝行、南村 愛
演者：佐藤 智也、木下 幹雄
田中 克己、下元 佳子
※形成外科領域講習

9:30～11:00
シンポジウム3

9:30～11:00
優秀演題賞
創傷管理と褥瘡患者へのシーティング OP-01～OP-10
～ICF（国際生活機能分類）の観点から多職 座長：坪井 良治、松崎 恭一

9:30～10:10
研究助成
司会：安部 正敏
演者：工藤 和善、浦井 珠恵

種で事例を検討しよう！～

司会；土中
演者：大庭
渡邊
芳澤

伸樹、中村 春基
潤平、高橋美有生
真紀、岩谷 清一
松根

9:30～10:15
一般演題 医療体制・医療経済1
O-022～O-027
座長：片岡ひとみ、松原 康美

9:30～10:05
一般演題 保存的治療1
O-049～O-053
座長：前川 武雄、小柳 礼恵

10:15～11:00
一般演題 医療体制・医療経済2
O-028～O-033
座長：野田 康弘、宮川 哲也

10:15～10:50
一般演題 保存的治療2
O-054～O-058
座長：綾部 忍、加瀬 昌子

10:00～11:15
ポスター閲覧

11:15～12:00
ポスター発表（奇数）

30
12 00
12:20～13:20
30 ランチョンセミナー1
アルケア（株）

12:20～13:20
ランチョンセミナー2
（株）モルテン

12:20～13:20
ランチョンセミナー3
科研製薬（株）
※形成外科領域講習

12:20～13:20
ランチョンセミナー4
（株）ケープ

12:20～13:20
ランチョンセミナー5
コロプラスト（株）

12:20～13:20
ランチョンセミナー6
（株）シノテスト

12:20～13:20
ランチョンセミナー7
白十字（株）

13 00
9:00～18:10
企業展示
書籍展示

30

13:35～14:20
特別講演
司会：波利井清紀
14 00
演者：三遊亭円楽

15

16

17

18

30 14:30～15:00
教育講演3
司会：杉元 雅晴 演者：森 武俊
00 15:00～15:30
教育講演4
司会：田中 秀子 演者：田中マキ子
30 15:30～16:00
教育講演5
司会：武田 利明 演者：松岡 美木
00
16:10～17:10
教育講演6
30 司会：上出 良一、門野 岳史
演者：天野 博雄、古田 勝経
※皮膚科領域講習
00
17:10～18:10
教育講演8
30 司会：立花 隆夫、寺師 浩人
演者：黒川 正人、寺部 雄太
※形成外科領域講習
00

14:30～16:00
シンポジウム4
外用薬の特性を活かした褥瘡治療 14:50～15:50
司会：安部 正敏、関根 祐介
スイーツセミナー1
演者：笹津 備尚、磯貝 善蔵
持田ヘルスケア（株）
古田 勝経、袋 秀平
森 麻美子

16:10～18:10
パラリンピックシンポジウム
日本褥瘡学会は車椅子アスリートに
どう貢献するか：車椅子バスケット
ボール選手におけるパフォーマンス
向上に向けた褥瘡予防ケアプロジェ
クト
司会：川上 重彦、真田 弘美
演者：及川 晋平、湯浅 剛
禰屋 光男、真田 弘美
田中 克己、星野 元訓
民秋 清史

16:10～18:10
ワークショップ1
全員参加型ワークショップ
全部理解するまで帰れま10！
司会：安部 正敏、内藤亜由美
演者：石濱 慶子、佐藤 智也
庄司 理恵、竹田 紘崇
田村佳奈美、降籏 理恵
山根 麗子

14:50～15:50
スイーツセミナー2
ケーシーアイ（株）
※形成外科領域講習

16:10～18:10
共催シンポジウム
つながる褥瘡ケアへの実践の可視
化
司会：田中マキ子
演者：磯貝 善蔵、石澤美保子
柳井 幸恵、近藤 龍雄
水野 智之、関根 祐介
アルケア㈱

14:50～15:50
スイーツセミナー3
MSD（株）
※形成外科領域講習

16:10～17:10
教育講演7
司会：澤村 大輔
演者：杉元 雅晴
※共通講習【医療倫理】
17:10～18:00
一般演題 外科的治療1
O-001～O-007
座長：橋本 一郎、木村 中

14:30～16:00
褥瘡栄養対策委員会企画
褥瘡管理の難治例から学ぶ栄養対
策の経験知
司会：塚田 邦夫、真壁 昇
演者：石川 祐一、水野 英彰
笠舞 和宏、田村佳奈美
北川 智美

14:30～16:00
シンポジウム5
褥瘡基礎研究の最先端：異分野融
合
司会：坪井 良治、仲上豪二朗
演者：茂木精一郎、松田 友美
植村弥希子、峰松 健夫

16:10～18:10
シンポジウム6
褥瘡治療におけるビフォー・アフター
の栄養管理
司会：秋山 和宏、門脇 寛篤
演者：飯坂 真司、岡田 克之
髙崎 美幸、小黒佳代子
熊谷 英子

16:10～17:10
一般演題 予防環境整備1
O-008～O-015
座長：岡 博昭、丹波 光子
17:10～17:55
一般演題 医療体制・医療経済3
O-016～O-021
座長：樋口 浩文、中川ひろみ

30
19 00
30
20 00
30

参加者懇親会
於インターコンチネンタルホテル ボールルーム
18:30～20:00

14:30～16:30
ハンズオンセミナー2
ユニ・チャーム（株）

16:10～17:10
一般演題 在宅医療・地域連携1

O-034～O-041
座長：服部 尚子、中里 貴江
17:10～18:00
一般演題 在宅医療・地域連携2

O-042～O-048
座長：野末 睦、近藤 貴代

16:10～16:55
一般演題 保存的治療3
O-059～O-064
座長：漆舘 聡志、加納 宏行
17:10～17:55
一般演題 保存的治療4
O-065～O-070
座長：高橋 慎一、大桑麻由美

12:00～18:10
ポスター閲覧

日程表
2日目 9月29日（土）
パシフィコ横浜
会議センター

国立大ホール
時間

第１会場
2～3F 大ホール

第２会場
1F メインホール

第３会場
3F 301+302会議室

第４会場
3F 303+304会議室

第５会場
5F 501会議室

9:00～10:30
褥瘡対策用具推進委員会企画
褥瘡対策用具に必須な5つの製品
群のポイントを実践的に整理する！
司会：大浦 紀彦、日髙 正巳
演者：高水 勝,久保田健一
水原 隆、櫻井 利充、
杉山 勝彦、土屋 智久

9:00～10:30
シンポジウム7
救命救急の現場における褥瘡医療
の課題
司会：岡田 克之、内藤亜由美
演者：阿南 英明、倉繁 祐太
志村 知子、鈴木 勇三
内門 大丈

9:00～10:30
シンポジウム8
トータルケアのためのポジショニング
司会：田中マキ子、北出 貴則
演者：田中マキ子、北出 貴則
永吉 恭子、迫田 綾子

第６会場
5F 502会議室

展示ホール（Ｂ）
第７会場
5F 503会議室

第８会場
4F 414+415会議室

第９会場
4F 416+417会議室

ハンズオン会場
3F 315

企業展示・ポスター会場
1F ホールＢ

8 00
30
9 00 9:00～10:30
褥瘡学会20周年記念シンポジウム
褥瘡ケアの温故知新 ～歩み来た20
30 年から次のステージへ～

司会：森口 隆彦、宮地 良樹
演者：大浦 武彦、真田 弘美
川上 重彦、中條 俊夫
10 00

9:00～9:30
教育講演9
司会：德永 恵子 演者；石澤美保子

9:30～10:30
教育講演10
司会：藤原 浩、安田 浩
演者：館 正弘、石川 昌一
※共通講習【感染対策】

9:00～10:30
ワークショップ2
在宅における褥瘡・創傷・スキント
ラブルの問題解決！
司会：水原 章浩、山田 伸子
演者：水原 章浩、鈴木 央
山田 伸子、岡部 勝行
今井 和美

9:00～9:45
一般演題 医療体制・医療経済4

O-085～O-090
座長：川原田晴通、渡邊千登世
9:45～10:30
一般演題 医療体制・医療経済5

O-091～O-096
座長：河内 司、木下 幸子

9:00～9:45
一般演題 教育1
O-110～O-115
座長：三浦奈都子、渡邉 光子
9:45～10:30
一般演題 教育2
O-116～O-120、O-149
座長：酒井 宏子、津畑亜紀子

9:00～9:45
一般演題 外科的治療2
O-137～O-142
座長：久島 英雄、橋川 和信
9:45～10:30
一般演題 予防環境整備2、その他

9:00～11:00
薬剤研修
外用薬の特性をみる！ 使い方を体
験する！
司会：廣瀬 香織
演者：古田 勝経

8:30～11:40
ポスター閲覧

O-143～O-148
座長：梶西ミチコ、永野みどり

30
10:40～11:25
20周年記念講演
11 00 司会：市岡 滋
演者：麻木 久仁子
30

8:30～15:00
企業展示
書籍展示

12 00

11:40～12:25
ポスター発表（偶数）

30
12:40～13:40
ランチョンセミナー8
13 00 （株）メディカルユーアンドエイ

12:40～13:40
ランチョンセミナー9
スミス・アンド・ネフュー（株）

12:40～13:40
ランチョンセミナー10
ニュートリー（株）

12:40～13:40
ランチョンセミナー11
メンリッケヘルスケア（株）

12:40～13:40
ランチョンセミナー12
ビー・ブラウンエースクラップ（株）

12:40～13:40
ランチョンセミナー13
コンバテックジャパン（株）

12:40～13:40
ランチョンセミナー14
（株）インディー・メディカル
※形成外科領域講習

30
14 00 14:00～14:30
教育講演11
司会：上村 哲司 演者：木下 幹雄
30 14:30～15:00
教育講演12
司会：美濃 良夫 演者：真壁 昇
15 00 15:00～15:30
教育講演13
司会：藤本 由美子 演者：佐藤 文
30 15:30～16:00
教育講演14
司会：日髙 正巳 演者：新妻 淳子
16 00
30

12:25～15:00
ポスター閲覧
14:00～16:00
在宅医療委員会企画
在宅褥瘡対策チームの目指すとこ
ろ ～「在宅患者訪問褥瘡管理指導
料」をめぐって～

司会；塚田
演者：塚田
切手
北澤

邦夫、切手 俊弘
邦夫、中村 義徳
俊弘、塩野崎淳子
直美

14:00～16:00
シンポジウム9
エンド・オブ・ライフ（終末期）におけ
る褥瘡医療
司会：入澤 亮吉、祖父江正代
演者：祖父江正代、柏谷 優子
鈴木 央、瀧井 望、原田 寿

14:00～16:00
シンポジウム10
認知症患者の褥瘡
司会：館 正弘、須釜 淳子
演者：日野岡蘭子、栗原 健
鷲見 幸彦、溝神 文博
高梨 敬子、村井 千賀

14:00～15:00
海外招待講演 第1部
司会：真田 弘美
演者：Kim, Myongshin 、Han, Eunjin
アルケア㈱

14:00～14:50
一般演題 機器・用具
O-071～O-077
座長：三村 真季、石川 環

15:00～15:50
一般演題 基礎
O-078～O-084
司会：真田 弘美 演者：Guido Ciprandi 座長：小浦場祥男、大江 真琴
㈱メディカルユーアンドエイ
15:10～15:50
海外招待講演 第2部

14:00～14:50
一般演題 医療関連機器圧迫創傷1

O-097～O-103
座長：鎌田 直子、竹之内美樹

15:00～15:45
一般演題 医療関連機器圧迫創傷2

O-104～O-109
座長：稲田 浩美、野口まどか

14:00～15:00
一般演題 リハビリテーション
O-121～O-128
座長：三浦英一朗、岩崎 洋

15:00～16:00
一般演題 栄養管理・口腔ケア
O-129～O-136
座長：幣 憲一郎、須田 幸子

14:00～16:00
チーム医療推進委員会企画
創傷管理関連行為研修修了者フォ
ローアップセミナー
司会：南 由起子、溝上 祐子
演者：溝上 祐子、清藤友里絵
寺師 浩人
15:00～16:00
ポスター撤去

