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第20回日本褥瘡学会中国四国地方会学術集会プログラム

開会挨拶　9：00 ～ 9：15

イブニングセミナー　16：45 ～ 18：15� （共催：スリーエムジャパン株式会社）

座長：山本由利子　高松赤十字病院　褥瘡対策委員会

 
褥瘡予防のためのIAD対策

講師：政田　美喜　三豊総合病院　看護部

超速報！！　褥瘡に係る診療報酬改定のトピックス
講師：高水　勝　スリーエムジャパン株式会社　医療用製品事業部

3月7日㈯

3月8日㈰

教育講演　9：15 ～ 10：15� （共催：コロプラスト株式会社）

褥瘡と組織管理
講師：柳迫　昌美　原三信病院　看護部長
座長：政田　美喜　三豊総合病院　看護部

　　　

Ⅰ-1� �介護老人保健施設における褥瘡予防マットレスの充実と�
管理への取り組み� ５分
　倉敷老健

〇江口　美樹、小山恵美子、永野　友美

一般演題Ⅰ［予防と体制］　10：20 ～ 11：05
座長：青木　久尚　倉敷中央病院　形成外科
　　　藤井　香織　鳥取大学医学部附属病院　看護部
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Ⅰ-2� �パークベンチ位の体圧分散用具変更前後の皮膚異常発生比較� ５分
　広島大学病院　看護部

〇羽生　直樹、山中志穂子、梅田　昌也、山崎　香織

　　　

Ⅰ-3� �多職種の連携によるMDRPU の減少への取り組み�
～整形外科関連病棟での予防対策の変化を振り返る～� ５分
　市立宇和島病院　看護部

〇藤岡　恵美、鼻野　梓、山村　広恵、山下　純子、中村　久美

　　　

Ⅰ-4� �背抜き・足抜きの確実な実践への取り組み②� ５分
　松江赤十字病院　専門看護領域

〇渡部　幸紀、石飛　仁美

　　　

Ⅰ-5� �A 病院における持ち込み褥瘡の現状から分析したケア介入のあり方� ５分
　高知県・高知市病院企業団立　高知医療センター

〇本山　舞、片岡　薫

　　　

Ⅰ-6� �褥瘡専任看護師依頼チェックリストを使用した褥瘡対策の効果について� ３分
　山口県立総合医療センター

〇河島　史恵、髙橋　朋子、重冨美喜江

　　　

Ⅱ-1� �DESIGN-R による創傷評価演習継続の効果と課題� ５分
　１）四国こどもとおとなの医療センター看護部 
　２）四国こどもとおとなの医療センター形成外科

〇中澤　尚子 1）、須間　路子 1）、松尾　伸二 2）

　　　

Ⅱ-2� �スキンケアリンクナースの褥瘡回診参加への取り組み　� ５分
　鳥取大学医学部附属病院　看護部

〇藤井　香織、木村　公恵、森田　理恵

一般演題Ⅱ［教育］　11：05 ～ 11：50
座長：杉本はるみ　愛媛大学医学部附属病院　総合診療サポートセンター
　　　越野　明美　中国労災病院

　　　

Ⅱ-3� �病棟再編・混合化に伴う褥瘡発生要因の変化とその対策� ５分
　綜合病院山口赤十字病院　看護部

〇栁井　幸恵
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Ⅱ-4� �外科病棟での褥瘡発生対策における看護師教育� ５分
　徳島県立中央病院　看護部

〇大野美寿々、小松美智子
　　　

Ⅱ-5� �褥瘡対策委員会における臨床工学技士の役割と活動内容について� ５分
　１）公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院　臨床工学部 
　２）公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院　看護部

〇山下　毅 1）、安原　敏正 1）、木村　彰亜 2）、吉田　松子 2）

　　　

Ⅱ-6� �褥瘡リンクナースのスキン - テアに対する取り組み� ３分
　１）独立行政法人　労働者健康安全機構　看護部 
　２）独立行政法人　労働者健康安全機構　形成外科

〇�本村香代子 1）、明尾百合子 1）、松尾　時子 1）、溝口　三輝 1）、中隅　麻里 1）、�
阿野こずえ 1）、田中　均 2）

特別講演　13：30 ～ 14：30� （共催：コンバテック�ジャパン株式会社）

創傷色分類　黄色期から赤色期へ　やさしい移行期テクニック
講師：前川　武雄　自治医科大学皮膚科　准教授
座長：中西　秀樹　医療法人倚山会　田岡病院  外傷・創傷治癒センター

ランチョンセミナー　12：05 ～ 12：55� （共催：アルケア株式会社）

創傷処置におけるトータルコストの削減
講師：安田　　浩　産業医科大学　形成外科　教授
座長：森口　隆彦　川崎医科大学総合医療センター　形成外科  特任教授

総会　13：10 ～ 13：25

　　　

Ⅲ-1� �Ａ病院における地域への褥瘡教育活動の現状と問題点� ３分
　高松赤十字病院　褥瘡対策委員会

〇山本由利子、山田　有夏、濱田　利久、細川洋一郎、碣石　峰子、諏訪　勉

一般演題Ⅲ［地域へ向けて　役割と支援の在り方考えよう！］　14：30 ～ 15：20
座長：岡　　博昭　玉島中央病院　形成外科
　　　田中マキ子　山口県立大学大学院 健康福祉学研究科

（シンポジウム）
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Ⅲ-2� �泌尿器科開業医で診る IAD 症例� ５分
　腎・泌尿器科くにとみ医院

〇安倍　典子、國富　公人、和田　奈由、奥　忍
　　　

Ⅲ-3� �在宅医療における調剤薬局の褥瘡への関わり方� ５分
　１）在宅支援薬局ライム 
　２）有限会社ライム調剤薬局

〇�幡　洋輔 1）、中川　尭亨 1）、中川　絢香 1）、鵜飼　厚行 1）、大西由多加 1）、中野　祐希 2）、�
吉岡　貴代 2）

　　　

Ⅲ-4� �シーティング外来での新たな取り組み - 施設訪問を経験して -� ５分
　１）愛媛大学医学部附属病院　褥瘡対策委員会 
　２）南松山病院　リハビリ部 
　３）曽我商会

〇�小倉　正敬1）、土居　道康2）、佐伯　奉範3）、永井　祥子1）、杉本はるみ1）、福本　珠貴1）、�
渡部　幸喜 1）、宇都宮　亮 1）、佐山　浩二 1）

　　　

Ⅳ-1� �統合失調症，Von�Recklinghausen 病，多発性内分泌腺腫症に合併し，
DTI を呈した仙骨部褥瘡の稀有な一例� ５分
　医療法人紘友会福山友愛病院　精神科

〇妹尾　力、末丸　修三、岡田　朱里、藤元　美喜、古賀政比古
　　　

Ⅳ-2� �治療に難渋した両側大転子部褥瘡の 1例� ５分
　１）玉島中央病院　形成外科 
　２）玉島中央病院　看護部　褥瘡対策委員

〇岡　博昭 1）、牟禮　理加 1）、高上　由記 2）

一般演題Ⅳ［局所管理 Ⅰ 治療］　15：30 ～ 16：10
座長：橋本　一郎　徳島大学医学部　形成外科
　　　池野屋慎太郎　松江赤十字病院　形成外科

　　　

Ⅳ-3� �高齢独居の糖尿病・重症心不全を合併した仙骨・腸骨褥瘡の 1治験例� ５分
　１）社会医療法人　緑壮会　金田病院　看護部 
　２）社会医療法人　緑壮会　金田病院　リハビリテーション科 
　３）社会医療法人　緑壮会　金田病院　栄養科 
　４）社会医療法人　緑壮会　金田病院　外科

〇�江原　裕美 1）、西村　裕子 1）、本田　良子 1）、服部　洋佳 2）、土居ひかる 3）、�
小椋いずみ 3）、三村　卓司 4）

（ 総 合 討 論 ）
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Ⅳ-4� �仙骨部褥瘡に対する植皮術後の感染制御に抗菌性創傷被覆保護剤の使用が
有効であった 1例� ５分
　毛山病院　形成外科

〇毛山　剛、毛山　章、松延　武彦、宇田川晃一
　　　

Ⅳ-5� �褥瘡再建手術における創離開を防ぐためのデブリードマン方法について�
� ５分
　徳島大学病院　形成外科

〇�阿古目健志、山下雄太郎、長坂　信司、吉本　聖、峯田　一秀、石田　創士、安倍　吉郎、�
橋本　一郎

　　　

Ⅴ-1� �著明な拘縮のある患者の難治性褥瘡が治癒した 1症例の報告�
ーズレ管理を強化してー� ５分
　１）医療法人茜会昭和病院　看護部 
　２）独立行政法人　地域医療推進機構　下関医療センター　看護部

〇市倉　千恵 1）、大下　房江 1）、山下満智子 1）、山中なみ子 2）

　　　

Ⅴ-2� �円背がある患者の褥瘡発生に対する外力軽減ケアの取り組み� ５分
　１）十全総合病院　看護部 
　２）十全総合病院　形成外科

〇鴻上　邦子 1）、水田　史子 1）、神田　郁乃 2）

　　　

Ⅴ-3� �褥瘡予防を目的とした車椅子駆動姿勢への介入（第 2報）� ５分
　１）社会医療法人仁友会　南松山病院　リハビリテーション部 
　２）愛媛大学医学部附属病院　褥瘡対策委員会 
　３）曽我商会

〇土居　道康 1）、小倉　正敬 2）、佐伯　泰範 3）、永井　祥子 2）、杉本はるみ 2）、宇都宮　亮 2）

一般演題Ⅴ［局所管理 Ⅱ ケア］　16：10 ～ 16：58
座長：中川　宏治　高知赤十字病院　形成外科
　　　三谷　和江　徳島大学病院

　　　

Ⅴ-4� �褥瘡管理におけるチームアプローチの重要性�
‐ 化学療法施行患者の褥瘡発生を経験して‐� ５分
　三豊総合病院　看護部

〇田中　裕規
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Ⅴ-5� �仙骨部重症褥瘡患者へのチームアプローチに関する一考察� ５分
　１）岡山赤十字病院　看護部 
　２）岡山赤十字病院　形成外科 
　３）岡山赤十字病院　栄養科 
　４）岡山赤十字病院　リハビリテーション科 
　５）岡山赤十字病院　薬剤部 
　６）岡山赤十字病院　皮膚科

〇�長﨑　幸恵 1）、藤岡　英子 1）、勝部　璃子 2）、東　直美 3）、高橋　智子 4）、横田　幸子 5）、�
中井　友美 6）、杉山　成史 2）、妹尾　明美 6）

　　　

Ⅴ-6� �多職種と連携し特定行為を外来で実践し褥瘡管理できた一例� ５分
　１）西予市立野村病院　看護部 
　２）西予市立野村病院　内科

〇小田原　恵 1）、大塚　伸之 2）

閉会挨拶　17：00 ～




