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福岡国際会議場 福岡サンパレス 福岡国際会議場

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 第６会場

2F多目的ホール＋
3Fメインホール　2Fコンサートホール 2Fパレスルーム 5F国際会議室501 5F 502+503 4F 411+412

開会式 ８：15～８：20
８：20～８：45
会長講演

８：45～９：30
総会

９：30～11：00
シンポジウム１
局所陰圧閉鎖療法
司会：中西　秀樹
　　　大慈弥裕之
演者：市岡　　滋
　　　守永　圭吾
　　　小浦場祥夫

９：30～11：00
車椅子実践講座
司会：萩澤さつえ
車椅子実践講座
演者：江原　公洋
　　　森　　俊裕
クッション実践講座
演者：杉山　真理
　　　水田　宗達

９：30～10：30
研究助成・大塚Grant
司会：立花　隆夫
演者：藤岡　正樹
　　　藤井　　聡
　　　佐藤　厚子
　　　峰松　健夫

９：30～11：00
ワークショップ１
医療経済
司会：溝上　祐子
　　　石井　義輝
演者：宇都由美子
　　　祖父江正代
　　　高水　　勝

９：30～10：20
予防環境整備Ⅰ
001～006
座長：入江　弘美

９：30～10：20
予防環境整備Ⅶ
037～041, 035
座長：紺家千津子

10：20～11：10
予防環境整備Ⅱ
007～012
座長：丹波　光子

10：20～11：10
予防環境整備Ⅷ
042～047
座長：清家　麻子

10：30～12：00
編集委員会講習会
研究デザイン
―臨床で研究を初めてされる
方に―
司会：館　　正弘
演者：須釜　淳子

11：00～12：00
教育講演１
褥瘡局所治療の新戦略
司会：立花　隆夫
演者：安部　正敏

11：00～12：00
教育講演２
ポジショニング
司会／演者：田中マキ子
　　　　　　田中　秀子

11：00～12：00
教育講演３
軟骨正しく塗れますか？
司会：古田　勝経
演者：大谷　道輝

11：10～12：00
予防環境整備Ⅲ
013～018
座長：佐藤　明代

11：10～12：00
医療経済／コンピュータによ
る褥瘡管理
212～217
座長：間宮　直子

12：20～13：20
ランチョンセミナー１
アボット ジャパン㈱

12：20～13：20
ランチョンセミナー２
スミス・アンド・ネフュー 
ウンド マネジメント㈱

12：20～13：20
ランチョンセミナー３
テルモ・ビーエスエヌ㈱

12：20～13：20 
ランチョンセミナー４
マルホ㈱

12：20～13：20 
ランチョンセミナー５
メンリッケヘルスケア㈱

12：20～13：20
ランチョンセミナー６
コンバテック ジャパン㈱

13：30～15：00
シンポジウム２
在宅褥瘡
司会：岡田　晋吾
　　　寺嶋　和子
演者：青木　尚子
　　　石井　義輝
　　　塚田　邦夫

13：30～14：30
教育講演５
現場に即した失禁ケア
～コンチネンスケアを一緒に
考えてみませんか～
司会：今丸　満美
演者：種子田美穂子

13：30～15：00
ワークショップ２
手術，周術期管理
司会：清川　兼輔
　　　田中　克己
演者：寺師　浩人
　　　小坂　正明

13：30～15：00
ワークショップ３
急性期の褥瘡
司会：館　　正弘
　　　丹波　光子
演者：志村　知子
　　　河野　昜子
　　　南條　裕子

13：30～14：20
予防環境整備Ⅳ
019～024
座長：宇野　光子

13：30～14：30
保存的治療Ⅱ
053～059
座長：上里　　博

14：20～15：10
予防環境整備Ⅴ
025～030
座長：松本　恵美

14：30～17：30
WOCナースによる実践講座１
コーディネーター：角井めぐみ
予防的スキンケア・オムツに
ついて
演者：原田起代枝
　　　高橋　　純

創傷治癒過程に応じたドレッ
シング材の選択
演者：海田真治子
　　　黒田　豊子
　　　高木　良重

14：30～15：30
保存的治療Ⅲ
060～066
座長：穴澤　貞夫

15：00～16：00
教育講演４
褥瘡と紛らわしい皮膚疾患
司会：石川　　治
演者：永井　弥生

15：00～16：00
教育講演６
フットケア－創傷治療を目的
とした足救済のチーム医療－
司会：大浦　紀彦
演者：上村　哲司

15：00～16：00
教育講演７
褥瘡チームが知っておくべき
外用療法の極意
司会：坪井　良治
演者：江藤　隆史

15：10～16：00
予防環境整Ⅵ
031～033， 034+, 034, 036
座長：稲田　浩美

15：30～16：20
保存的治療Ⅳ
067，069～072
座長：今福　信一

16：00～17：30
シンポジウム３
開放性湿潤療法の工夫と課題
司会：倉本　　秋
　　　南　由起子
演者：小浦場祥夫
　　　藤広満智子 
　　　水原　章浩
　　　松原　恵み

16：00～17：30
ワークショップ４
患者・スタッフ教育
司会：徳永　惠子
　　　梶西ミチコ
演者：突田　　和
　　　東　めぐみ
　　　佐藤　　文

16：00～17：30
コンセンサスシンポジウム
褥瘡の手術適応の基準化と周術
期管理方法の統一化へ向けて
司会：寺師　浩人
演者：寺師　浩人
　　　木村　　中
　　　田中　克己
　　　柳　　英之

17：00～18：00
職種別サテライトシンポジウム
～薬剤師～
進行／演者：関根　祐介

８：00

９：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

日　程　表
第１日目　８月26日（金）
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福岡国際会議場 福岡国際センター

第７会場 第８会場 展示・ポスター会場

4F 413+414 4F 409+410 1F

８：00～10：00
ポスター貼付

９：30～10：10
在宅医療Ⅰ
080～084
座長：寺嶋　和子

９：30～10：20
機器・用具Ⅰ
107～112
座長：山本由利子

10：00～18：00
ポスター展示

10：20～11：20
在宅医療Ⅱ
085～091
座長：袋　　秀平

10：20～11：10
機器・用具Ⅱ
113～118
座長：井手　芳彦

11：10～12：00
栄養ケアⅠ
157～162
座長：足立香代子

11：20～12：00
保存的治療Ⅰ
048～052
座長：上出　良一

12：20～13：20
ランチョンセミナー７
㈱ケープ

12：20～13：20 
ランチョンセミナー８
㈱シノテスト

13：30～14：10
教育Ⅰ
092～096
座長：梶西ミチコ

13：30～14：20
機器・用具Ⅲ
119～124
座長：須釜　淳子

14：00～14：30
予防環境整備Ⅰ
P-001～ P-006
座長：青木　和恵

14：00～14：30
栄養ケアⅠ
P-139～ P-143
座長：北山　幸枝

14：00～14：40
在宅医療
P-078～ P-084
座長：前川　厚子

14：00～14：30
外科的治療Ⅰ
P-128～ P-132
座長：髙木　誠司

14：10～14：50
教育Ⅱ
097～101
座長：判澤　　恵

14：20～15：10
栄養ケアⅡ
163～168
座長：田村佳奈美

14：30～15：00
予防環境整備Ⅱ
P-007～ P-012
座長：渡辺　　成

14：30～15：00
栄養ケアⅡ
P-144～ P-149
座長：平良智恵美

14：30～15：00
外科的治療Ⅱ
P-133～ P-138
座長：松下　茂人14：50～15：30

教育Ⅲ
102～106
座長：足達　節子

14：50～15：20
教育Ⅰ
P-085～ P-089
座長：藤本由美子

15：00～15：30
栄養ケアⅢ
P-150～ P-154
座長：白石　弘美

15：10～15：50
栄養ケアⅢ
169～173
座長：幣　憲一郎

15：10～15：40
予防環境整備Ⅲ
P-013～ P-017
座長：石澤美保子

15：10～15：40
保存的治療Ⅰ
P-029～ P-034
座長：稲川　喜一

15：20～15：50
教育Ⅱ
P-090～ P-094
座長：大村　裕子15：40～16：40

リハビリテーション
205～211
座長：廣瀬　秀行

15：40～16：10
予防環境整備Ⅳ
P-018～ P-023
座長：伊藤美智子

15：40～16：20
基礎Ⅰ
P-115～ P-121
座長：平川　道子

15：40～16：20
保存的治療Ⅱ
P-035～ P-041
座長：竹内　善治

15：50～16：40
保存的治療Ⅴ
073～078
座長：野上　玲子

15：50～16：20
教育Ⅲ
P-095～ P-098， P-098＋
座長：原田　俊子

16：20～16：50
予防環境整備Ⅴ
P-024～ P-028
座長：江口　　忍

16：20～16：50
基礎Ⅱ
P-122～ P-127
座長：永野みどり

16：30～17：10
保存的治療Ⅲ
P-042～ P-048
座長：安田　　浩

10：00～18：00
ポスター展示

17：00～18：00
職種別サテライトシンポジウム
～リハ専門職～
進行：廣瀬　秀行
座長：山田　道廣
演者：吉川　義之
　　　姫島　美幸
　　　野田さゆり

17：00～18：00
職種別サテライトシンポジウム
～管理栄養士～
進行：足立香代子
演者：足立香代子
　　　佐藤　敦子
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日　程　表
第２日目　８月27日（土）

福岡国際会議場 福岡サンパレス 福岡国際会議場

第１会場 第２会場 第３会場 第４会場 第５会場 第６会場

2F多目的ホール＋
3Fメインホール　2Fコンサートホール 2Fパレスルーム 5F国際会議室501 5F 502+503 4F 411+412

９：00～10：30
ワークショップ５
医原性褥瘡
司会：宮地　良樹
　　　真田　弘美
演者：深川　修司
　　　木下　幸子

９：00～11：00
学術委員会プログラム
褥瘡予防・管理ガイドライン：
第３版の作成に向けて
司会：坪井　良治
　　　田中マキ子
演者：門野　岳史／貝谷　敏子
　　　関根　祐介／岩本　　拓
　　　仲上豪二朗／倉繁　祐太
　　　柿崎　祥子／日髙　正巳
　　　大桑麻由美／石澤美保子
　　　祖父江正代／室岡　陽子
　　　松井　優子

９：00～12：00
介護のための基本講座
コーディネーター：石井美紀子
スキンケア，失禁ケア
演者：森山やよい
　　　平田　直子
介護のためのポジショニング
演者：迫田　美佐
　　　藤井　崇志
　　　清家　　誠
　　　大良　和恵

９：00～11：00
キネステティク実践講座
司会：判澤　　恵
演者：只浦　寛子
　　　徳永　惠子
日本キネステティク研究会共催

９：00～９：50
基礎Ⅰ
125～130
座長：安田　智美

９：00～10：00
外科的治療Ⅰ
143～149
座長：平野　明喜

９：50～10：40
基礎Ⅱ
131～136
座長：柴崎　真澄

10：00～11：00
外科的治療Ⅱ
150～156
座長：大慈弥裕之

10：30～11：30
緊急シンポジウム
災害時の褥瘡対策について考える
－東日本大震災の経験から－
司会／特別発言：館　　正弘
司会：溝上　祐子
演者：千葉　励子／田中　秀子
　　　佐藤　　文／内藤寿真子

11：00～12：00
教育講演８
ベッドサイドにおける
DESIGN-R の活用術
司会：須釜　淳子
演者：紺家千津子

12：20～13：20 
ランチョンセミナー９
パラマウントベッド㈱

12：20～13：20 
ランチョンセミナー10
科研製薬㈱
アルケア㈱

12：20～13：20 
ランチョンセミナー11
ネスレ日本㈱ ネスレニュー
トリションカンパニー

12：20～13：20
ランチョンセミナー12
ケーシーアイ㈱

12：20～13：20
ランチョンセミナー13
興和創薬㈱

12：20～13：20
ランチョンセミナー14
ニチバン㈱

13：40～15：10
ワークショップ６
栄養
司会：美濃　良夫
　　　田中　芳明
演者：足立香代子
　　　古賀　秀樹

13：40～16：40
WOCナースによる実践講座２
コーディネーター：角井めぐみ
予防的スキンケア・オムツに
ついて
演者：原田起代枝
　　　高橋　　純
創傷治癒過程に応じた
ドレッシング材の選択
演者：海田真治子
　　　黒田　豊子
　　　高木　良重

13：40～15：10
ワークショップ７
褥瘡対策用具規格標準化委員会
「ずれと摩擦を体感し，可視化する」
司会：髙橋　　誠
演者：髙橋　　誠
　　　米田　隆志
　　　田巻　昌己
　　　高水　　勝
　　　藤本由美子

13：40～15：10
ワークショップ８
小児の褥瘡
司会：日野岡蘭子
　　　田代　美貴
演者：佐々木貴代
　　　清家　卓也

13：40～14：30
基礎Ⅲ
137～142
座長：尹　　浩信

13：40～14：30
医療体制Ⅴ
199～204
座長：阿曽　洋子

14：30～15：10
その他Ⅴ
240～244
座長：中村　猛彦

15：10～16：40
シンポジウム４
リハビリテーション
司会：田中　秀子
　　　廣瀬　秀行
演者：廣瀬　秀行
　　　高杉紳一郎
　　　稲川　利光

15：10～16：20
渉外・保険委員会主催
セッション
司会：美濃　良夫
演者：高水　　勝

15：10～16：40
ワークショップ９
実践的なデータの出し方
司会：武田　利明
　　　宇野　光子
演者：辻田　　淳
　　　間宮　直子

閉会式 16：40～16：50

８：00

９：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00
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福岡国際会議場 福岡国際センター

第７会場 第８会場 展示・ポスター会場

4F 413+414 4F 409+410 1F

８：00～８：50
モーニングセミナー
㈱ユーキトレーディング
㈱ハートウェル ８：00～15：30

ポスター展示

９：00～９：50
医療体制Ⅰ
174～179
座長：多田千和子

９：00～９：50
その他Ⅰ
218～223
座長：木村　　中

９：00～９：30
保存的治療Ⅳ
P-049～ P-054
座長：下田　雅子

９：00～９：30
保存的治療Ⅵ
P-061～ P-065
座長：小坂　正明

９：00～９：30
リハビリテーションⅠ
P-192～ P-196
座長：木之瀬　隆

９：00～９：30
機器・用具Ⅰ
P-099～ P-104
座長：峯　龍太郎

９：30～10：00
保存的治療Ⅴ
P-056～ P-060
座長：中村　義徳

９：30～10：00
保存的治療Ⅶ
P-066～ P-071
座長：辻田　　淳

９：30～10：00
リハビリテーションⅡ
P-197～ P-201　
座長：杉元　雅晴

９：30～10：00
機器・用具Ⅱ
P-105～ P-109
座長：今西　恭子９：50～10：40

医療体制Ⅱ
180～185
座長：清川　兼輔

９：50～10：30
その他Ⅱ
224～228
座長：南　由起子

10：00～10：30
医療経済／コンピュータによる褥瘡管理
P-206～ P-210
座長：藤岡　正樹

10：00～10：30
保存的治療Ⅷ
P-072～ P-077
座長：大安　剛裕

10：00～10：20
リハビリテーションⅢ P-202～ P-205
座長：米田　隆志

10：00～10：30
機器・用具Ⅲ
P-110～ P-112，P-114，P-113
座長：鎌田　直子

８：00～15：30
ポスター展示

12：20～13：20
ランチョンセミナー15
㈱クリニコ

12：20～13：20
ランチョンセミナー16
スリーエムヘルスケア㈱

13：40～14：30
医療体制Ⅲ
186～191
座長：貝谷　敏子

13：40～14：30
その他Ⅲ
229～234
座長：畑　美津子

13：40～14：10
医療体制Ⅰ
P-155～ P-160
座長：柳迫　昌美

13：40～14：10
医療体制Ⅳ
P-173～ P-178
座長：鈴木　　定

13：40～14：10
その他Ⅰ
P-211～ P-215
座長：安楽　邦明

13：40～14：10
その他Ⅲ
P-221～ P-225
座長：片岡ひとみ

14：10～14：40
医療体制Ⅱ
P-161～ P-166
座長：和田　美香

14：10～14：40
医療体制Ⅴ
P-179～ P-184
座長：浦邊　尋美

14：10～14：40
その他Ⅱ
P-216～ P-220
座長：小玉　光子

14：10～14：40
その他Ⅳ
P-226～ P-230
座長：小川　文秀14：30～15：30

医療体制Ⅳ
192～198
座長：松崎　恭一

14：30～15：10
その他Ⅳ
235～239
座長：石川　　環

14：40～15：10
医療体制Ⅲ
P-167～ P-172
座長：村山志津子

14：40～15：20
医療体制Ⅵ
P-185～ P-191
座長：田中　克己

15：30～17：00
ポスター撤去
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第13回日本褥瘡学会学術集会日程

第１日：８月26日（金）
〔第１会場〕

8：15～ 8：20

開会式

8：20～ 8：45

会長講演

司会：宮地　良樹　京都大学大学院医学研究科　皮膚科学

 九州大学大学院医学研究院　皮膚科学分野　古江　増隆……………283

 九州大学病院　看護部　中畑　高子

8：45～ 9：30

総会

9：30～11：00

シンポジウム１

司会：中西　秀樹　徳島大学医学部　形成外科

大慈弥裕之　福岡大学医学部　形成外科

局所陰圧閉鎖療法

S1-1．新しい創傷管理：局所陰圧閉鎖療法

埼玉医科大学　形成外科　市岡　　滋……………299

S1-2．創内持続陰圧洗浄療法を用いた褥瘡の治療法

久留米大学形成外科・顎顔面外科　守永　圭吾ほか２名…300

S1-3．簡易陰圧閉鎖療法からわれわれが学んだもの

北海道大学医学部　形成外科　小浦場祥夫ほか２名…301

11：00～12：00

教育講演１

司会：立花　隆夫　大阪赤十字病院　皮膚科

褥瘡局所治療の新戦略

群馬大学医学部　皮膚科　安部　正敏……………289
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12：20～13：20

ランチョンセミナー１

　　　　「創傷治癒促進を目指した包括的治療戦略」

　　　　　　　　東口　髙志（藤田保健衛生大学医学部　外科・緩和医療学講座　教授）

　　　　　座長：大慈弥裕之（福岡大学医学部　形成外科学講座　主任教授）

 アボット ジャパン（株）

13：30～15：00

シンポジウム２

司会：岡田　晋吾　北美原クリニック　　　　　　　　　　　　　　　　

寺嶋　和子　株式会社ホームナース／訪問看護ステーションさいき

在宅褥瘡

S2-1．在宅褥瘡ケア・褥瘡予防の現状

社会医療法人雪の聖母会聖マリア訪問看護ステーション　青木　尚子ほか１名…303

S2-2．病院医師からみた在宅褥瘡　～現状と課題～

健和会大手町病院　形成外科　石井　義輝……………304

S2-3．在宅褥瘡は病院褥瘡を変え経営改善につながる？

高岡駅南クリニック　塚田　邦夫……………305

15：00～16：00

教育講演４

司会：石川　　治　群馬大学大学院医学系研究科　皮膚科学

褥瘡と紛らわしい皮膚疾患

群馬大学大学院医学系研究科　皮膚科　永井　弥生……………293

16：00～17：30

シンポジウム３

司会：倉本　　秋　一般社団法人高知医療再生機構

南　由起子　埼玉社会保険病院　　　　　　

開放性湿潤療法の工夫と課題

S3-1．創傷治癒の観点から考える“いわゆるラップ療法”の意義と褥瘡の創傷管理のあり方

北海道大学医学部　形成外科　小浦場祥夫……………307

S3-2．皮膚科外来での開放性湿潤療法

揖斐厚生病院　皮膚科　藤広満智子……………308

S3-3．滲出液の量・性状に基づく創傷被覆材の選択（ラップ療法も含む）

医療法人三和会東鷲宮病院　循環器・血管外科　 　

褥瘡・創傷ケアセンター　水原　章浩……………309

Expensive
タイプライターテキスト
第13回日本褥瘡学会学術集会
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S3-4．看護師ができる開放性湿潤療法の工夫と留意点

医療法人三和会東鷲宮病院　看護部　松原　恵み……………310

〔第２会場〕

9：30～11：00

車椅子実践講座

司会：萩澤さつえ　熊本保健科学大学　看護学科

車椅子実践講座

医療法人泯江堂介護老人保健施設からざステーション　江原　公洋……………353

有限会社タキ商会　森　　俊裕　　　　　 　

クッション実践講座

埼玉県総合リハビリテーションセンター　理学療法科　杉山　真理……………355

埼玉県総合リハビリテーションセンター　自立訓練担当　水田　宗達　　　　　 　

11：00～12：00

教育講演２

演者／司会：田中マキ子　山口県立大学　看護栄養学部　　　　　

田中　秀子　淑徳大学看護学部　看護学科成人看護学

ポジショニング

山口県立大学　看護栄養学部　田中マキ子……………290

ポジショニングとシーティング

淑徳大学看護学部　看護学科成人看護学　田中　秀子……………291

12：20～13：20

ランチョンセミナー２

　これだけは知りたい！キズの診かた，治しかた 

　　　　「エキスパートはこう診る」

　　　　　　　　　　市岡　　滋（埼玉医科大学　形成外科　教授）

　　　　「現場のスタッフはこう治す」

　　　　　　　　　　佐藤　智也（埼玉医科大学　形成外科）

　　　　　　　座長：真田　弘美（東京大学大学院医学系研究科　老年看護学分野　教授）

 スミス・アンド・ネフュー　ウンド マネジメント（株）
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13：30～14：30

教育講演５

司会：今丸　満美　NPO法人日本コンチネンス協会　九州支部（有限会社エルム）

現場に即した失禁ケア　～コンチネンスケアを一緒に考えてみませんか～

大腸肛門病センター高野会くるめ病院　種子田美穂子……………294

14：30～17：30

WOCナースによる実践講座１

コーディネーター：角井めぐみ　福岡県看護協会　看護専門教育センター

予防的スキンケア・オムツについて

九州大学病院　褥瘡対策室　原田起代枝……………358

千葉県がんセンター　高橋　　純　　　　　 　

創傷治癒過程に応じたドレッシング材の選択

久留米大学病院　看護部　海田真治子……………359

熊本大学医学部附属病院　看護部　黒田　豊子　　　　　 　

医療法人福西会福西会病院　看護部　高木　良重　　　　　 　

〔第３会場〕

9：30～10：30

研究助成・大塚Grant

司会：立花　隆夫　大阪赤十字病院　皮膚科

介護施設および在宅寝たきり患者の褥瘡発生予防・発生時早期医療介入に向けたネットワークの構築にむ

けて

国立病院機構長崎医療センター　形成外科・創傷センター　藤岡　正樹ほか３名…375

褥瘡治療用外用薬の吸水性の評価に関する研究

名古屋市立大学大学院　薬学研究科　藤井　　聡ほか１名…376

栄養リスクの詳細な把握による，褥瘡発生予測と治療介入の有効性に関する検討

高田厚生病院　看護部　佐藤　厚子ほか６名…377

Wound Blotting 法　―新たな非侵襲的創部アセスメント技術

東京大学医学系研究科　老年看護学／創傷看護学分野　峰松　健夫ほか７名…378

10：30～12：00

編集委員会講習会

司会：館　　正弘　東北大学大学院医学系研究科　外科病態学講座形成外科学分野

研究デザイン　―臨床で研究を初めてされる方に―

金沢大学医薬保健研究域保健学系　臨床実践看護学講座　須釜　淳子……………379

Expensive
タイプライターテキスト
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12：20～13：20

ランチョンセミナー３

　　　　「フットケア最前線　知っておきたい静脈性下腿潰瘍の基礎知識」

　　　　　　　　　　　孟　　　真（横浜南共済病院　心臓血管外科）

　　　　　　　　座長：安田　　浩（産業医科大学　形成外科）

 テルモ・ビーエスエヌ（株）

13：30～15：00

ワークショップ２

司会：清川　兼輔　久留米大学医学部　形成外科・顎顔面外科

田中　克己　長崎大学医学部　形成外科　　　　　　　

手術，周術期管理

WS2-1．手術，周術期管理（坐骨部褥瘡）

神戸大学医学部　形成外科　寺師　浩人……………325

WS2-2．仙骨部褥瘡の周術期管理　―他施設重症患者の受け入れ手術を中心に―

福岡山王病院　形成外科　小坂　正明……………326

15：00～16：00

教育講演６

司会：大浦　紀彦　杏林大学医学部　形成外科

フットケア　―創傷治療を目的とした足救済のチーム医療―

佐賀大学医学部附属病院　形成外科　上村　哲司……………295

〔第４会場〕

9：30～11：00

ワークショップ１

司会：溝上　祐子　日本看護協会看護研修学校　

石井　義輝　健和会大手町病院　形成外科

医療経済

WS1-1．深部褥瘡患者に対する医療資源の投入量と病院経営への影響について

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　医療システム情報学／鹿児島大学病院医療情報部

　宇都由美子……………321

WS1-2．診療報酬制度が異なる急性期病棟と療養型病棟の医療経済からみた褥瘡対策の課題

JA 愛知厚生連江南厚生病院　看護管理室　祖父江正代……………322
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WS1-3．病院経営と医療行政　―立ち入り検査，診療報酬の指導，レセプト審査―

　　　　褥瘡ハイリスク患者ケア加算の査定問題を読み解く

スリーエムヘルスケア株式会社医療用製品事業部　セールス＆マーケティングオペレーション部

　高水　　勝……………323

11：00～12：00

教育講演３

司会：古田　勝経　国立長寿医療研究センター　薬剤部
軟膏正しく塗れますか？

東京逓信病院　薬剤部　大谷　道輝……………292

12：20～13：20 

ランチョンセミナー４

　皮膚を診る目　～褥瘡治療外用薬のツボ～ 

　　　　「褥瘡の感染制御と浸出液制御　―具体的なヨウ素製剤の使い分け―」

　　　　　　　　　　谷岡　未樹（京都大学大学院医学研究科　皮膚科学　講師）

　　　　「褥瘡の創傷治癒過程における外用剤の使用について」

　　　　　　　　　　寺師　浩人（神戸大学医学部　形成外科　准教授）

　　　　　　　座長：大浦　武彦（医療法人社団廣仁会　褥瘡・創傷治癒研究所　所長）

　　　　　　　　　　宮地　良樹（京都大学大学院医学研究科　皮膚科学　教授）

 マルホ（株）

13：30～15：00

ワークショップ３

司会：館　　正弘　東北大学大学院医学系研究科　外科病態学講座形成外科学分野

丹波　光子　杏林大学医学部付属病院　看護部　　　　　　　　　　　　　

急性期の褥瘡

WS3-1．クリティカルケア領域における褥瘡対策の現状と課題

日本医科大学付属病院　高度救命救急センター　志村　知子……………327

WS3-2．術中体位による褥瘡予防の取り組みについて

九州大学病院　手術看護認定看護師　河野　昜子……………328

WS3-3．ICU 患者に特有な褥瘡の形態的特徴と発生過程における看護ケアの関連

東京大学医学部附属病院　看護部　南條　裕子ほか２名…329

Expensive
タイプライターテキスト
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15：00～16：00

教育講演７

司会：坪井　良治　東京医科大学　皮膚科学講座
褥瘡チームが知っておくべき外用療法の極意

東京逓信病院　皮膚科　江藤　隆史……………296

16：00～17：30

ワークショップ４

司会：徳永　惠子　宮城大学　看護学部　

梶西ミチコ　福岡大学病院　看護部

患者・スタッフ教育

WS4-1．在宅褥瘡管理において退院調整者がつなぐ在宅との連携の意義

前 医療法人社団新日鐵八幡記念病院　突田　　和……………331

WS4-2．患者や看護師が自ら学ぶ力をつけて行動するための支援

駿河台日本大学病院　東　めぐみ……………332

WS4-3．認定看護師教育課程での教育を通して　―ともに歩み，ともに育つ―

公益社団法人日本看護協会看護研修学校　佐藤　　文……………333

〔第５会場〕

9：30～10：20

一般口演

予防環境整備Ⅰ

座長：入江　弘美　長崎大学医学部附属病院　看護部

001． 精神科若年患者の特異な褥瘡発生要因（第６報）：最近の多要因による褥瘡例および22例の要因分析

と予防策　

医療法人紘友会福山友愛病院　精神科　中村　摂子ほか７名…383

002．褥瘡対策におけるがん患者の PS 評価の有用性の検討　褥瘡対策実施時期の実態調査から　

独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター　褥瘡対策室　滝本　光子……………383

003．適切な寝具選択による褥瘡発生の予防　～体圧分散寝具選択基準を用いて～　

特定医療法人扇翔会南ヶ丘病院　看護部　藤井　亜紀ほか２名…383

004．発生から予防へ「褥瘡発生状況から医療スタッフの意識の変遷を辿る」　

千葉中央メディカルセンター　伊東　伸恵……………383

005．婦人科がん終末期患者の褥瘡予防リスクアセスメントスケールの検討　

東海大学医学部付属病院　看護部　稲毛のぞみほか１名…384

006．リクライニング車いすにおける体圧測定方法とその有用性　

沼田脳神経外科循環器科病院　理学療法課　荒木　綾平ほか２名…384
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10：20～11：10　

一般口演　

予防環境整備Ⅱ　

座長：丹波　光子　杏林大学医学部附属病院　看護部

007．体圧分散マットレス導入後の当院における褥瘡の動向について

（財）神奈川県警友会けいゆう病院　看護部　泊　　葉子ほか１名…384

008．褥瘡多発と褥瘡発生危険因子の関係性について

笠岡第一病院　看護部　若狭　麗子ほか10名…384

009．パークベンチ体位での術中褥瘡発生危険因子の検討

東京警察病院　手術センター　吉村　美音ほか４名…385

010．当院におけるウレタンマットレスのヘタリの調査

昭和大学横浜市北部病院　褥瘡対策委員会，薬局　山田　恭平ほか６名…385

011．長期人工呼吸患者のエアマット使用中の体圧分散

特定医療法人平成会井上病院　理学療法科　堀田麻実子ほか１名…385

012．当院における集中治療室での褥瘡発生の現状

群馬県立心臓血管センター　看護部　菊池　恵子……………385

11：10～12：00　

一般口演　

予防環境整備Ⅲ　

座長：佐藤　明代　市立札幌病院　看護部

013．側臥位における大転子部の体圧分散を配慮したポジショニングの検証　

中山外科　リハビリテーション科　吉川　義之ほか４名…386

014．当院 ICU における褥瘡発生患者の特徴

神戸市立医療センター中央市民病院　看護部　正城　奈美ほか６名…386

015．当院における院内褥瘡発生についての検討

医療法人財団大樹会回生病院　辻　　泰美ほか４名…386

016．整形外科病棟における副子固定による褥瘡発生に対する予防への取り組み

国保直営総合病院君津中央病院　看護局　鈴木加奈子ほか２名…386

017．Ａ病院における褥瘡発生危険因子アセスメントの現状調査

東邦大学医療センター佐倉病院　看護部　深山　優子ほか２名…387

018． 当施設におけるティルトリクライニング車いすの導入と褥瘡発症の相関について

～過去５年の経過を考察～

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園診療所　金子　　暁……………387
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12：20～13：20

ランチョンセミナー５

　慢性創傷における痛み：メカニズムと実践

　　　　「慢性創傷でみられる痛覚過敏とアロディニア」

　　　　　　　　　　松崎　恭一（川崎市立多摩病院　形成外科　部長）

　　　　「痛みへのアプローチ：ドレッシングの選択」

　　　　　　　　　　丹波　光子（杏林大学医学部付属病院　皮膚・排泄ケア認定看護師）

　　　　　　　座長：溝上　祐子（日本看護協会看護研修学校　認定看護師教育課程　課程長）

 メンリッケヘルスケア（株）

13：30～14：20　

一般口演　

予防環境整備Ⅳ　

座長：宇野　光子　東京大学医学部附属病院　看護部

019．ハローベスト装着による重度褥瘡発生症例の報告と予防的ケアの試み　

飯田市立病院　看護部　澤柳　　賢ほか３名…387

020．Ａ小児専門病院における N-DPAP のプロングによる褥瘡発生状況と発生因子の検討　

兵庫県立こども病院　看護部　鎌田　直子ほか１名…387

021．緩和ケア領域における褥瘡発生の実態　

金沢大学附属病院　丸谷　晃子ほか４名…388

022．がん終末期患者の褥瘡対策を経験して　

飯田市立病院　リハビリテーション科　田口　優子ほか１名…388

023．脊椎損傷で多発褥瘡を形成した患者の看護　

都城市郡医師会病院　脳外科形成外科病棟　種子田絹子ほか５名…388

024．治癒期間に影響する褥瘡発生時の患者要因と予防対策について　

自治医科大学附属さいたま医療センター　看護部　大島美津子ほか１名…388

14：20～15：10

一般口演

予防環境整備Ⅴ

座長：松本　恵美　松江生協病院　看護部

025．褥瘡発生予防に対する意識調査から褥瘡予防対策の取り組みを検討する

公益社団法人鹿児島共済会南風病院　褥瘡対策委員会　吉原　晴吉ほか２名…389

026．日常生活指導を受けていない褥瘡保有者への多職種でのアプローチ

労働者健康福祉機構中部労災病院　看護部　櫻井由妃子ほか２名…389

027．Ａ病院に特徴的な褥瘡の発生原因の検討と取組み　～院内発生事例報告書の分析から～

村山医療センター　板倉　洋子ほか２名…389
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028．当院における死亡時未治癒褥瘡症例の臨床像

医療法人社団総生会麻生総合病院　褥瘡対策委員会　小川かおりほか６名…389

029．頭側挙上時のポジショニングの一考察　―経管栄養患者の注入時姿勢を通して―

飯田市立病院介護老人保健施設ゆうゆう　近藤　龍雄ほか８名…390

030．当院における褥瘡発生患者の特徴

神戸市立医療センター中央市民病院　看護部　山田　佳枝ほか４名…390

15：10～16：00　

一般口演

予防環境整備Ⅵ

座長：稲田　浩美　日本医科大学付属病院　看護部

031． エルゴチェックを用いた身体のゆがみの評価の一例　～褥瘡発生の原因と退院後のケア介入方法の

検討～　

東名厚木病院　看護部　檜山由起子……………390

032．当院における周術期褥瘡発生の要因について　

特定医療法人宇治徳洲会病院　看護部　田和勢津子……………390

033．仰臥位での腹部手術後に発生する褥瘡の検討　

独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター　集中治療室　倉橋小夜子ほか２名…391

034+．褥瘡の発生率上昇と重症化から見えてきたもの　―褥瘡対策第一報―　

鴻愛会こうのす共生病院　看護部　浅見　美雪ほか３名…391

034．新型ベッドパットを利用した体圧分散効果に関する報告　―褥瘡対策第二報―　

鴻愛会こうのす共生病院　看護部　浅見　美雪ほか３名…391

036．抑制帯使用による圧迫やずれへのケア

神戸大学医学部付属病院　看護部　丸尾　　郁ほか９名…391

16：00～17：30

コンセンサスシンポジウム

司会：寺師　浩人　神戸大学医学部　形成外科

褥瘡の手術適応の基準化と周術期管理方法の統一化へ向けて

CS-1．褥瘡の手術適応の基準化と周術期管理方法の統一化へ向けて

神戸大学医学部　形成外科　寺師　浩人……………315

CS-2．大転子部褥瘡（STANDARDS-T）全国アンケート調査結果

函館中央病院　形成外科，日本褥瘡学会教育委員会

手術適応作業部会　木村　　中ほか10名…316

CS-3．仙骨部褥瘡（STANDARDS-S）の手術適応プレ基準案

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科展開医療科学講座　形成再建外科学，

日本褥瘡学会学術教育委員会　手術適応作業部会　田中　克己ほか13名…317
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CS-4．坐骨部（STANDARDS-I）中々間報告

神戸海星病院　形成外科　柳　　英之……………320

〔第６会場〕

9：30～10：20

一般口演

予防環境整備Ⅶ

座長：紺家千津子　金沢医科大学　看護学部

037．大腿骨骨折介達牽引中に発生する下腿褥瘡に対するリモイスパッドの効果

独立行政法人労働者健康福祉機構九州労災病院　第３東病棟　黒田　有希ほか４名…392

038．改良型ソフトブラウン架台の有効性　―踵部の褥瘡発生予防に注目した従来品からの改良―

九州大学病院　看護部　平田　育美……………392

039．当院における院内発生の褥瘡患者の検討

広島記念病院　森本　純子ほか10名…392

040．ICU における弾性ストッキング着用管理の看護師への教育活動の有効性　

彦根市立病院　ICU・CCU 病棟　神崎由香子ほか２名…392

041．当院における褥瘡発生実態調査と発生率減少にむけての課題

特定医療法人北楡会札幌北楡病院　２病棟　小野寺美保ほか２名…393

035．非侵襲的陽圧換気療法中のマスク装着による皮膚障害の現状

佐賀大学医学部附属病院　看護部　酒井　宏子ほか５名…393

10：20～11：10

一般口演　

予防環境整備Ⅷ

座長：清家　麻子　古賀総合病院　看護部

042．褥瘡形成が予測される患者に対する DVT 予防についての取り組み

静岡赤十字病院　岡　志津香……………393

043．当院療養病棟における褥瘡治療の実際

医療法人信和会和田病院　外科　和田　純治ほか４名…393

044． 非浸襲的陽圧換気療法による顔面の褥瘡予防　―デュオアクティブ CGF とカイゲン床ずれ予防

シートの使用経験―　

九州厚生年金病院　看護部　中川　礼子ほか４名…394

045．NPPV マスク装着に伴う皮膚障害の予防の検討　～１時間毎の除圧とリーク量の管理を行って～

NTT 東日本関東病院　CCU 病棟　泉澤　琴音ほか５名…394

046．褥瘡発生率低下にむけての取り組み　～第２報・予防ケア介入の指標を変更して～

札幌社会保険総合病院　看護局　神下　美雪ほか１名…394
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047．当院 ICU における頚椎固定装具による皮膚障害の発症率と発症状況

日本医科大学千葉北総病院　看護部　倉本　雅男ほか２名…394

11：10～12：00

一般口演

医療経済／コンピュータによる褥瘡管理

座長：間宮　直子　大阪府済生会吹田病院　看護部

212．褥瘡治療コストを継続的に算出することで得られた成果　―薬剤師としての役割―

特定医療法人原土井病院　薬剤科　久家　誠美ほか８名…420

213．皮膚・排泄ケア認定看護師によるデブリードマン実施の効率性評価

東京大学大学院医学系研究科　貝谷　敏子ほか10名…420

214．当院における DESIGN-R を用いた褥瘡治癒日数予測

公立南砺中央病院　内科　水上　敦喜ほか５名…420

215． みやぎ栄養サポートネットワークにおける情報通信技術を活用した地域連携パスの作成　～パスの

試用について～　

（財）仙台市医療センター仙台オープン病院　片岡ひとみほか10名…420

216．地方中規模病院において所有するすべての耐圧分散用具を有効に利用する工夫

友愛記念病院　外科　加藤　修志ほか５名…421

217．創傷画像診察システムによって介護介入につながった離島在宅寝たきり患者の１例

長崎医療センター　形成外科　村上千佳子ほか３名…421

12：20～13：20

ランチョンセミナー６

　　　　「創傷管理レベルアップ講座　～ここまで使える，ハイドロファイバー®！～」

　　　　　　　　　　小浦場祥夫（北海道大学大学院医学研究科　形成外科）

　　　　　　　座長： 館　　正弘（東北大学大学院医学系研究科　外科病態学講座形成外科学分野　教授）

 コンバテック ジャパン（株）

13：30～14：30

一般口演

保存的治療Ⅱ

座長：上里　　博　琉球大学医学部　皮膚科

053．ブレンド軟膏の吸水性の調整機構について

金城学院大学　薬学部　野田　康弘ほか１名…396

054． DESIGN-R で「d2」と評価した褥瘡は，本当に真皮レベルであったのか ?　～治癒の遷延する例に

ついて考える～

桐生厚生総合病院　皮膚科　岡田　克之ほか６名…396

Expensive
タイプライターテキスト
第13回日本褥瘡学会学術集会



― 240 ― 第13回日本褥瘡学会学術集会日程

055．仙骨部褥瘡は VAC 療法に向かない

医療法人三和会東鷲宮病院　褥瘡・創傷ケアセンター　水原　章浩ほか４名…396

056．壊死組織に対するハイドロファイバー使用の有用性

駿河台日本大学病院　看護部　小林　智美ほか２名…397

057．滲出液管理に有用であったバーシバ XC® の使用経験

草加市立病院　看護部　風巻　裕子ほか２名…397

058．褥瘡治療における CGF（Concentrated Growth Factors）療法の有用性

今給黎総合病院　形成外科　高木　信介ほか８名…397

059．一般病院で褥瘡保有したまま死亡退院した患者の褥瘡状態の特徴

医療法人福西会福西会病院　高木　良重ほか１名…397

14：30～15：30

一般口演

保存的治療Ⅲ

座長：穴澤　貞夫　東京慈恵会医科大学医学部　看護学科

060．当院における陰圧閉鎖療法の変遷と V.A.C.ATS® 治療システムの導入

彦根市立病院　形成外科　伊藤　文人ほか２名…398

061．VAC 療法ドレッシング交換時の侵襲に対する考察　―創面保護材を使用して―

健和会みさと健和クリニック　看護部　小倉　喜子ほか２名…398

062．褥瘡治療における V.A.C.ATS® システムの使用経験

宝塚市立病院　形成外科　柳沢　　曜ほか４名…398

063．大転子部重度褥瘡の大腿骨部分切除術後に対する陰圧創傷治療システムの使用経験

国保直営総合病院君津中央病院　看護局　今野日登美ほか７名….398

064．V.A.C.ATS® 治療システム（VAC）を使用した仙骨部褥瘡の４例

恵愛堂病院　外科　川合　重夫……………399

065．ポケットに対する V.A.C.ATS 治療システムの治療経験

黒部市民病院　形成外科　台蔵　晴久ほか３名…399

066．V.A.C.ATS 治療システムを用いたポケットを伴った肘部褥瘡の治療経験

社会保険小倉記念病院　形成外科　田中　宏典ほか１名…399

15：30～16：20　

一般口演

保存的治療Ⅳ

座長：今福　信一　福岡大学医学部　皮膚科教室

067．V.A.C 治療システムとハンドメイド陰圧療法を併用した難治性褥瘡の一例

千鳥橋病院　3A 病棟　古賀　琴恵ほか３名…399

068． 演題取り下げ
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069．V.A.C.ATS® 治療システムが効果的だった仙骨部褥瘡

庄内余目病院　富樫　弘美ほか５名…400

070．当院の VAC 療法の有用性

JA 愛知厚生連安城更生病院　看護部　松原真由美ほか３名…400

071．“皮膚張力”を重視した褥瘡治療の試み

メディカルコート八戸西病院　外科　高橋　通宏ほか４名…400

072．テープ固定法による難治性褥瘡の治癒促進効果

特別養護老人ホームしらさぎ苑　池田　　智……………401

17：00～18：00

職種別サテライトシンポジウム　～薬剤師～

進行：関根　祐介　東京医科大学病院　薬剤部

薬剤師の可能性を語る

東京医科大学病院　薬剤部　関根　祐介……………349

〔第７会場〕

9：30～10：10

一般口演

在宅医療Ⅰ

座長：寺嶋　和子　株式会社ホームナース／訪問看護ステーションさいき

080． 介護抵抗が強い患者に行った在宅褥瘡ケアの一事例　～訪問看護での褥瘡ケアの要点と家族支援に

ついて～　

天理よろづ相談所病院　在宅世話どりセンター　渡辺奈保子ほか６名…402

081．中国・四国地方における皮膚・排泄ケア認定看護師と訪問看護ステーションとの連携の実態　

岡山済生会総合病院　外来　藤原　昌子ほか３名…403

082．職種間の連携と家族のつながりについて　

高岡駅南クリニック　山田　美雪ほか５名…403

083．お互いの顔が見える連携の重要性　

医療法人社団研医会高岡駅南クリニック　松田　仁美ほか５名…403

084． 皮膚・排泄ケア認定看護師が訪問看護ステーションに対して実施する褥瘡コンサルテーションの

活動実態報告　

群馬県看護協会訪問看護ステーション　岡部　美保ほか３名…403
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10：20～11：20　

一般口演

在宅医療Ⅱ

座長：袋　　秀平　ふくろ皮膚科クリニック

085．在宅で多発する褥瘡患者の発生状況と介護サービス利用状況の関連性

岩手県立千厩病院　加藤　美幸ほか１名…404

086．在宅褥瘡の管理に関する当院の課題

国際医療福祉大学三田病院　看護部　石黒　幸子……………404

087．日本褥瘡学会認定師としての活動　―訪問看護師と連携した症例を通しての考察―

広島県 JA 府中総合病院　薬剤部 DCT　奥本　真史ほか４名…404

088．長期入院により社会性を欠如し褥瘡発生した思春期の患児への関わり

九州大学病院　南９階病棟　梅津　人美ほか６名…404

089．在宅介護現場における予防的スキンケアの現状　～在宅訪問介護士への調査から～

彦根市立病院　北川　智美ほか２名…405

090．地域連携のための「褥瘡手帳」の作成

十和田市立中央病院　木村　英子ほか１名…405

091．AIDS と脊髄損傷を合併した仙骨部褥瘡患者の在宅での治療経験

東京医科大学病院　皮膚科　岸田　功典ほか10名…405

11：20～12：00

一般口演

保存的治療Ⅰ

座長：上出　良一　東京慈恵会医科大学附属第三病院　皮膚科

048．ラップ療法とガイドラインによる標準法とのランダム化比較試験

医療法人三和会東鷲宮病院　褥瘡・創傷ケアセンター　水原　章浩ほか４名…395

049． 深部組織欠損を伴う褥瘡治療における V.A.C.ATS 治療システム専用ポリウレタンフォームの

利点・欠点

トヨタ記念病院　形成外科　岡本　泰岳ほか２名…395

050．終末期がん患者における DESIGN-R による褥瘡治癒予測の検討

近藤内科病院　褥瘡防止委員会　三木　仁司ほか６名…395

051．尾骨部に加わるずれ力を分散させるドレッシングの選択

たかせクリニック　鳥谷部俊一……………395

052．ラップ療法にも DESIGN-R による褥瘡治癒予測が可能か ?

近藤内科病院　褥瘡防止委員会　住友美智子ほか６名…396
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12：20～13：20

ランチョンセミナー７

　　　　「チームで取り組む褥瘡予防　～教育・摩擦ずれと体圧管理～」

　　　　　　　　　　今野日登美（君津中央病院）

　　　　　　　座長： 須釜　淳子（金沢大学大学院医学系研究科　保健学専攻・医薬保健学域保健学類）

 （株）ケープ

13：30～14：10

一般口演

教育Ⅰ

座長：梶西ミチコ　福岡大学病院　看護相談室

092．褥瘡患者の家族に対する褥瘡認識調査

社会保険下関厚生病院　皮膚科　赤松　洋子ほか２名…405

093．褥瘡保有患者の退院時死亡率

赤穂市民病院　皮膚科　和田　康夫ほか１名…406

094．褥瘡の患者・家族とトラブルを防ぐ方法

赤穂市民病院　和田　康夫ほか１名…406

095．慢性創傷アセスメントツールの有効性　

兵庫県立姫路循環器病センター　３階南病棟　坪田　千鶴ほか１名…406

096．褥瘡のアセスメント能力向上とケアの統一・継続を目指して　～褥瘡経過シートの導入の効果～

鴻江病院　障害者施設等一般病棟　町筋　麗美ほか２名…406

14：10～14：50

一般口演

教育Ⅱ

座長：判澤　　恵　京都橘大学　看護教育研修センター

097．ポリウレタンフィルム除去のための指導の有用性　～個人指導とグループ指導での検討～

藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院　鈴木　華代ほか１名…407

098．私だけのものにしない「WOC 講座」での学び

大垣市民病院　野原　美香ほか４名…407

099．当院における褥瘡教育の見極めに関する研究　―知識／スキルの獲得状況と獲得にいたる経験―

医療法人豊田会刈谷豊田総合病院東分院　東２階病棟　今井美恵子……………407

100．褥瘡ワーキング活動の現状と今後の課題

成田赤十字病院　褥瘡予防対策室　田中　深雪……………407

101．褥瘡予防の取り組みとその効果　～ポジショニングに対する意識改善を試みて～

医療法人財団明理会東戸塚記念病院　川満　直美ほか３名…408

Expensive
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14：50～15：30　

一般口演

教育Ⅲ

座長：足達　節子　大分赤十字病院　看護部

102．ポジショニング回診実施による褥瘡発生率低下への取り組み

医療法人北晨会恵み野病院　小林　和子……………408

103．病棟に勤務する看護職員への視覚的効果による褥瘡発生予防教育の取り組み

社会医療法人同心会西条中央病院　看護部　真鍋　桂子ほか３名…408

104．新人看護師研修におけるポジショニング研修の評価

独立行政法人国立病院機構長野病院　看護部　松本　美和ほか１名…408

105．看護師主導の褥瘡治療チームを目指して

IHI 播磨病院　外科　大原　忠敬ほか１名…409

106．急性期病院での褥瘡予知トレーニング（JYT）の取り組みとその結果

市立札幌病院　看護課　佐藤　明代ほか２名…409

15：40～16：40　

一般口演

リハビリテーション

座長：廣瀬　秀行　国立障害者リハビリテーションセンター研究所　高齢障害者福祉機器研究室

205．空気調整式クッションの厚さによる座面接触圧の違い

吉備高原医療リハビリテーションセンター　リハビリテーション科　高橋　雄平ほか３名…418

206．シーティング（座位調整）による褥瘡対策

医療法人白十字会燿光リハビリテーション病院　市瀬あけみほか２名…418

207．回復期脊髄損傷患者の褥瘡発生要因の検討

独立行政法人国立病院機構村山医療センター　リハビリテーション科　松浦　武史ほか７名…418

208．半腹臥位療法適用症例における効果と考察

八尾徳洲会総合病院　形成外科　吉本　　聖……………419

209．回復期脊髄損傷患者が洋式便座を利用した場合の褥瘡発生リスクの検討

独立行政法人国立病院機構村山医療センター　リハビリテーション科　松森　久幸ほか９名…419

210．回復期リハビリテーション病棟におけるリハスタッフの褥瘡予防の認識

原土井病院　リハビリテーション　安武　澄夫ほか４名…419

211．動きの支援による褥瘡管理

士別市立病院　高橋　良太……………419
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17：00～18：00

職種別サテライトシンポジウム　～理学療法士～

進行：廣瀬　秀行　国立障害者リハビリテーションセンター研究所　　　

座長：山田　道廣　西九州大学リハビリテーション学部　理学療法学専攻

新人から見た褥瘡の魅力…………………………………………………………………………………………350

中山外科　リハビリテーション科　吉川　義之

自治医科大学附属さいたま医療センター　リハビリテーション部　姫島　美幸

白石共立病院　リハビリテーション部　野田さゆり

〔第８会場〕

9：30～10：20

一般口演

機器・用具Ⅰ

座長：山本由利子　高松赤十字病院　看護部

107．拘縮した下肢が伸び上肢が脱力するポジショニングの実践

医療法人医仁会中村記念病院　看護部　芳賀　理己ほか４名…409

108．手足症候群の症状緩和を目的とした靴作成の試み　―足底圧分散の考えに基づいて―

京都大学医学部付属病院　皮膚科　松村　由美ほか３名…409

109．特殊体位手術における褥瘡予防のための新型マット導入の評価

金沢医科大学病院　熊谷あゆ美ほか３名…410

110．上敷きマットレスを用いた，既存体圧分散マットレスの有効利用

イムス富士見総合病院　看護部　渡辺　里美ほか８名…410

111．高すべり性スキンケアパッド「リモイスパッド ®」貼付による腹臥位手術時の褥瘡発生要因の検討

獨協医科大学病院　看護部　篠原　真咲ほか６名…410

112．創傷治癒に向けたフレキシシール ®による排便管理の報告

鶴岡市立荘内病院　褥瘡予防対策委員会　梅本　貴子ほか２名…410

10：20～11：10　

一般口演

機器・用具Ⅱ

座長：井手　芳彦　医療法人白十字会佐世保中央病院　認知症疾患医療センター

113．高反発素材を利用した静止型マットレスと従来型マットレスの比較　

公立南砺中央病院　リハビリテーション室　山崎　有子ほか４名…411

114．車椅子用床ずれ防止タイマーの作成　

中部ろうさい病院　形成外科　加藤　友紀ほか２名…411

115．Deep tissue injury の早期発見のための超音波検査とサーモグラフィ検査の組み合わせの有用性の検討

東京大学医学部　形成外科　東野　琢也ほか９名…411

Expensive
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116．褥瘡ドック　第５報　開設２年を経て直面している問題点　

星総合病院　佐瀬　道郎ほか６名…411

117．ヒータ機能を搭載したエアマットレスが寝床内環境に及ぼす影響　

株式会社モルテン　健康用品事業本部　春間　美紀ほか３名…412

118．ウレタンフォームマットレスのへたりの調査　―購入時と１年使用後の体圧の比較から―

群馬県立がんセンター　褥瘡対策委員会　横田恵美子ほか４名…412

11：10～12：00　

一般口演

栄養ケアⅠ

座長：足立香代子　せんぽ東京高輪病院　栄養管理室

157．コラーゲンペプチド摂取による褥瘡患者を被験者とした２重盲検試験

新田ゼラチン株式会社　ペプチド事業部　杉原　富人ほか３名…414

158．褥瘡を有する患者の CD 抗原陽性下痢症状とビフィズス菌投与の効果

神戸朝日病院　野村　信枝……………414

159．重度褥瘡への NST と褥瘡対策チームの連携

公立南砺中央病院　薬剤科　鶴居　勝也ほか５名…414

160．経管栄養下の糖尿病患者における褥瘡の栄養管理

京浜会京浜病院　志越　　顕……………414

161．管理栄養士と WOCN が連携した褥瘡治療における遠隔地支援の取り組み

市立函館病院　栄養管理科　田中　　梢ほか４名…415

162．褥瘡ケアおける BMI（体格指数）に着目した看護の新たな取り組み

青森県立中央病院　看護管理室　木村かおり……………415

12：20～13：20

ランチョンセミナー８

　　　　「こんなにも多い亜鉛欠乏症 !! 食欲不振？褥瘡？そして舌痛症も？　

　　　　～臨床症状の謎が最新の亜鉛研究で，徐々に明らかに～」

　　　　　　　　　　倉澤　隆平（長野県東御市立みまき温泉診療所　顧問）

　　　　　　　座長：中條　俊夫（医療法人財団青葉会青葉病院　院長）

 （株）シノテスト
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13：30～14：20

一般口演

機器・用具Ⅲ

座長：須釜　淳子　金沢大学医薬保健研究域保健学系　臨床実践看護学講座

119．ずれ力緩和性軟質発泡体の体圧分散性の持続効果　

山口県立大学　田中マキ子ほか２名…412

120．新型体圧分散式エアマットレスの快適性の検討　

山口県立大学　田中マキ子ほか４名…412

121．換気性能を高めたエアマットレスが寝床内環境に及ぼす影響　

株式会社モルテン　健康品事業本部　大江　典子ほか３名…413

122．褥瘡の伸展範囲診断における超音波診断装置の有用性　

愛知医科大学医学部　藤井　公人ほか３名…413

123．圧特性と QOL 特性を向上した高機能エアマットレスの開発

株式会社モルテン　三村　真季ほか３名…413

124．直流微弱電流刺激療法の臨床効果

中山外科　リハビリテーション科　吉川　義之ほか３名…413

14：20～15：10　

一般口演

栄養ケアⅡ

座長：田村佳奈美　独立行政法人労働者健康福祉機構福島労災病院　栄養管理室

163．デジタル画像解析法を用いた褥瘡の肉芽色と栄養状態・摂取栄養量の関連：第１報　横断的関連　

東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学　老年看護学／創傷看護学分野

　飯坂　真司ほか10名…415

164．デジタル画像解析法を用いた褥瘡の肉芽色と栄養状態・摂取栄養量の関連：第２報　

東京大学医学部附属病院　栄養管理室　関根　里恵ほか10名…415

165．褥瘡の長期経過における創状態と微量元素（鉄，亜鉛，銅Ｉ）との関連　

聖隷浜松病院　褥瘡対策委員会　高柳　健二ほか９名…416

166．褥瘡患者のビタミン・ミネラル強化療法による創治癒への効果　

新小文字病院　形成外科　木股　完仁ほか６名…416

167．当院の褥瘡患者の栄養管理について　

医療法人友愛会豊見城中央病院　栄養科　一松かおりほか２名…416

168．栄養を軸としたチーム連携　～ NST 加算新設に伴った褥瘡回診の発展～　

KKR 高松病院　看護部　清瀬　理恵……………416
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15：10～15：50　

一般口演

栄養ケアⅢ

座長：幣　憲一郎　京都大学医学部附属病院　疾患栄養治療部

169．透析施設における MNA-SF と院内褥瘡発生の関連について

東葛クリニック病院　PUT　小川　晴久ほか10名…417

170．陰圧閉鎖療法と高エネルギー栄養を併用して治癒した難治性の仙骨部褥瘡の１例　

独立行政法人国立病院機構七尾病院　看護課　諏訪富士子ほか７名…417

171．栄養状態が不安定な，前胸部褥瘡の管理　

石巻市立病院　看護部　雫石　寿里ほか２名…417

172．褥瘡を発症した透析患者に NST 介入した１症例　

湖西病院　仲井　修一……………417

173．経口栄養剤アバンドによって著明に治癒促進となった症例を経験して　

地方独立行政法人大牟田市立病院　春日　　麗ほか２名…418

15：50～16：40　

一般口演

保存的治療Ⅴ

座長：野上　玲子　国立療養所菊池恵楓園　皮膚科

073．難治性褥瘡に対するケアの工夫　―噴火口現象と陥凹部充填ケア―

医療法人財団青葉会青葉病院　中條　俊夫ほか９名…401

074．ポケットを有する褥瘡に対してエコーを用いた評価により内部洗浄の有効性を示した一例　

東京大学医学部附属病院　看護部　佐々木早苗ほか７名…401

075．治癒が遷延したポケットを有する褥瘡への，消毒用エタノールの使用経験　

福井大学医学部附属病院　皮膚科　高橋　秀典ほか２名…401

076．褥瘡に対する局所酸素療法の経験　

埼玉医科大学病院　形成外科　田嶋　沙織ほか５名…402

077．保存的治療により治癒した巨大（ポケット形成）感染褥瘡の４例　

医療法人紘友会福山友愛病院　精神科　宮村　和明ほか７名…402

078．診断に苦慮した褥瘡の５例　

大阪市立大学大学院医学研究科　皮膚病態学　中西　健史ほか２名…402
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17：00～18：00

職種別サテライトシンポジウム　～管理栄養士～

進行：足立香代子　せんぽ東京高輪病院　栄養管理室

管理栄養士が習得すべきトータル栄養ケアのスキル　～情報の読み方，静脈栄養の基礎と経腸栄養移行時

の留意点～

せんぽ東京高輪病院　栄養管理室　足立香代子……………352

仙台オープン病院　栄養管理室　佐藤　敦子　　　　　　　

〔展示・ポスター会場〕

14：00～14：30

予防環境整備Ⅰ

座長：青木　和恵　静岡県立静岡がんセンター　看護管理室

P-001．体圧分散寝具の適切な使用　―直達牽引施行患者へのエアマットの使用―

八尾徳洲会総合病院　看護部　高橋　章恵ほか７名…422

P-002．褥瘡予防としてのスキンケアについて

成田赤十字病院　総合内科　勝山　紘菜ほか１名…422

P-003．病棟別の褥瘡発生と経過の比較

厚生連高岡病院　形成外科　長谷田泰男ほか４名…422

P-004．麻酔回復順序を考慮した術後褥瘡予防への取り組み　～スキンチェックシートを使用して～

市立千歳市民病院　４階東病棟　関口加奈子……………422

P-005．自己導尿が原因と考えられた仙尾骨部褥瘡の一例

埼玉県総合リハビリテーションセンター　理学療法科　大澤　　薫ほか２名…423

P-006． 褥瘡発生の危険要因の１つである骨突出患者の予防対策　～姿勢評価とレストンパッド使用の

効果～

一宮市立市民病院　褥瘡対策委員会　川添美由紀……………423

14：00～14：30

栄養ケアⅠ

座長：北山　幸枝　石川県立看護大学　成人・老年看護学講座

P-139．褥瘡におけるアバンドの使用経験　～いつアバンド投与を終了するか～

社会医療法人近森会近森病院　栄養サポートセンター　真壁　香菜ほか７名…445

P-140．当院での褥瘡患者における微量元素の検討

黒部市民病院　皮膚科　大石　直人ほか３名…445

P-141．褥瘡治療基準としての栄養管理の検討

医療法人社団仁成会高木病院　高橋　航平ほか７名…446

P-142．二層構造ポリウレタン発泡体を用いた PEG カテーテル固定法

小林記念病院　看護部　岡戸　京子ほか２名…446
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P-143．高度るいそう患者に対する栄養管理の一例

京都桂病院　NST 事務局　平石　宏行ほか６名…446

14：00～14：40

在宅医療

座長：前川　厚子　名古屋大学医学部保健学科　地域在宅看護学

P-078．巨大な皮下嚢腫が誘因となった難治性坐骨部褥瘡の一症例

北部上北広域事務組合公立野辺地病院　看護局　市ノ渡美香ほか１名…434

P-079．当院の褥瘡訪問診療に対する評価　～地域施設スタッフへのアンケートより～

西尾市民病院　形成外科　木内　達也ほか２名…434

P-080．重度の多発褥瘡形成により入院となった症例を振り返る　～介護力低下時は要注意 !! ～

公立八鹿病院　福井　久子ほか７名…434

P-081．在宅褥瘡ケアに多職種が関わる有効性

長浜赤十字病院　褥瘡対策チーム　前田由紀子ほか５名…434

P-082．地域連携（訪問看護）との連携を図り，褥瘡治癒へとむかった症例１考察

九州労災病院門司メディカルセンター　看護部　穴井　恵美ほか１名…435

P-083． 褥瘡ケアにおける在宅医療連携の問題点　―自宅，通所，短期入所，それぞれの介護環境変化に

焦点を当てて―

財団法人天理よろづ相談所病院　在宅世話どりセンター　西村　美香ほか６名…435

P-084．訪問看護師との連携により褥瘡治癒に至った事例

富山県立中央病院　看護部　佐々木美穂子……………435

14：00～14：30

外科的治療Ⅰ

座長：髙木　誠司　福岡大学病院　形成外科

P-128．佐賀大学附属病院における褥瘡手術症例の検討

佐賀大学医学部　内科学皮膚科　大川　　毅ほか７名…442

P-129．仙骨部褥瘡への肛門周囲の穿通枝皮弁による治療

横浜旭中央総合病院　入谷　哲司ほか２名…443

P-130．片麻痺患者における麻痺側殿部粉瘤の摘出を機に坐骨部褥瘡に至った１例

板橋中央総合病院　形成外科　天方　將人ほか１名…443

P-131．仙骨部褥瘡から発症したガス壊疽の２症例

博慈会記念総合病院　形成外科　大木　琴美ほか２名…443

P-132．当院での過去５年間における褥瘡を契機として発症した壊死性筋膜炎の症例

大分大学医学部　皮膚科　後藤真由子ほか９名…443
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14：30～15：00

予防環境整備Ⅱ

座長：渡辺　　成　川口市立医療センター　内科

P-007．褥瘡予防・治療委員会における看護師（副委員長）の役割と効果

医療法人渓仁会定山渓病院　木村　美幸ほか３名…423

P-008．当院の褥瘡発生の実態

JFE 健康保険組合川鉄千葉病院　看護部　大古　佳世ほか４名…423

P-009．血液免疫内科病棟における褥瘡リンクナースの取り組み

宝塚市立病院　看護部　輪ノ内麻由美ほか２名…424

P-010．褥瘡統計から見るチーム活動の課題

市立室蘭総合病院　薬局 褥瘡チーム　水谷　一寿ほか８名…424

P-011．手術室における褥瘡予防対策への取り組み

静岡赤十字病院　手術室　竹内　　優ほか１名…424

P-012．下肢の遊離皮弁術後に用いる下肢挙上用枕の材質による体圧の検討

日本医科大学附属病院形成外科　江浦　重義ほか３名…424

14：30～15：00

栄養ケアⅡ

座長：平良智恵美　琉球大学医学部附属病院　看護部

P-144．褥瘡発生時の栄養介入の現状と効果

市立室蘭総合病院　栄養科褥瘡チーム　前田夕花里ほか８名…446

P-145．在宅栄養スクリーニング表の作成

富山大学大学院　医学薬学研究部　道券夕紀子ほか５名…447

P-146．ペースト食の注入により消化器症状および褥瘡の改善が見られた一例

医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院　栄養科　丹波　春菜ほか９名…447

P-147．胃瘻造設により改善した重度な褥瘡症例

老年病研究所附属病院　薬剤部　橋場　弘武……………447

P-148．難治性褥瘡患者に対して NST が介入した１例

平野総合病院　栄養課　三浦　峰子ほか１名…447

P-149．栄養管理ルート別における栄養摂取状況と転帰の比較と検証

医療法人社団清幸会行田中央総合病院　栄養科　下山　京子ほか８名…448

14：50～15：20

教育Ⅰ

座長：藤本由美子　近大姫路大学　看護学部

P-085．褥瘡勉強会における写真を用いた DESIGN-R 評価の試みと効果の検討

宇部リハビリテーション病院　看護部　藤本裕美子ほか４名…435
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P-086．院内褥瘡教育研修による，知識の向上について　～ 追跡調査からの研修効果の考察～

伊豆保健医療センター　牧野　友美…436

P-087．ポジショニング体験学習によるスタッフの意識変化　～ケアの質向上を目指して～

群馬大学医学部附属病院　看護部南８階病棟　佐藤由香里ほか５名…436

P-088．病棟看護師の褥瘡回診参加を試みて

高知高須病院　池本あゆみほか４名…436

P-089．褥瘡発生率低下にむけた取り組み　～看護師の意識および技術向上への活動～

JA 北海道厚生連遠軽厚生病院　看護管理室　諸澤　綾乃……………436

14：30～15：00

外科的治療Ⅱ

座長：松下　茂人　鹿児島大学医学部・歯学部附属病院感覚器センター　皮膚科

P-133．逆行性腓腹皮弁による踵部褥瘡に対する治療経験

小田原市立病院　形成外科　福井　剛志ほか３名…444

P-134．上肢の褥瘡から指壊疽を形成し切断術・植皮術にて軽快した１例

社会保険下関厚生病院　皮膚科　西尾　大介ほか２名…444

P-135．陰圧創傷治療システム療法と褥瘡固定法の比較，併用

康栄会浦安病院　外科　内田　陽介ほか２名…444

P-136．ステントグラフト内挿術後に生じた仙尾骨部褥瘡の治療経験

神戸労災病院　皮膚科　皿山　泰子ほか２名…444

P-137．脊髄損傷患者の尾骨部褥瘡手術に関する一考察

横須賀市立市民病院　形成外科　鈴木　理央ほか３名…445

P-138．ポケットを有する褥瘡に手術療法を併用した２症例の経験

社会医療法人敬愛会中頭病院　看護部　高橋　　結ほか３名…445

15：10～15：40

予防環境整備Ⅲ

座長：石澤美保子　奈良県立医科大学医学部　看護学科

P-013．大田市立病院における褥瘡院内発生の実態調査

大田市立病院　薬剤科　石橋　博司ほか５名…425

P-014．ナイロンストッキングによるずれ力の効果

市立室蘭総合病院　褥瘡チーム　高木　美穂ほか８名…425

P-015．リフト吊具により両側大腿に皮下出血を生じた一例

埼玉県総合リハビリテーションセンター　作業療法科　小松　恭子ほか２名…425

P-016．夜間２時間ごとの体位変換は必要なのか ? 　～安眠を妨げられていた症例を通じて～

JA 長野厚生連 佐久総合病院　理学療法科　松本　武志ほか５名…425

P-017．大腿骨顆上骨折保存的治療により褥瘡が発生した症例の検討

医療法人輝山会輝山会記念病院　加藤　譲司ほか３名…426
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15：00～15：30

栄養ケアⅢ

座長：白石　弘美　人間総合科学大学　人間科学部健康栄養学科

P-150．栄養サポート外来の関わりが在宅褥瘡管理に有効であった１例

宮城社会保険病院　大網さおり……………448

P-151．終末期患者の褥瘡予防に対する包括的取組み　～摂取栄養量について～

独立行政法人国立病院機構南九州病院　栄養管理室　山本　貴博ほか７名…448

P-152．褥瘡委員会と NST 委員会の連携への取り組み　―褥瘡採血セットの考案―

群馬中央総合病院　村上　香織ほか６名…448

P-153．介護福祉施設における高血糖の方の褥瘡

社会福祉法人学正会特別養護老人ホームふるさとホーム　機能訓練指導員 作業療法士

甲木　芳親……………449

P-154．老年期うつ病患者に発生した褥瘡の要因と NST の介入

医療法人資生会八事病院　看護部　軸屋　文巌ほか２名…449

15：20～15：50

教育Ⅱ

座長：大村　裕子　東京オストミーセンター

P-090．複雑瘻孔によるスキントラブルが看護の関わりにより改善した一症例

一心会上尾甦生病院　看護部　鈴木　雅子ほか１名…437

P-091．当院における褥瘡対策チームの取り組み　～リンクナースの意識調査から振り返る～

独立行政法人那覇市立病院　看護部　本永　直美ほか２名…437

P-092．褥瘡予防管理ガイドライン認知の有無による看護師のⅠ度褥瘡判断の自信の違い

大阪大学大学院　医学系研究科保健学専攻　伊部　亜希ほか３名…437

P-093．褥瘡ケアに対する基本的な知識を試験することによって明確になった当院の課題

国立病院機構金沢医療センター　看護サポートセンター　尾西　恵理ほか２名…437

P-094．DESIGN-R の研修会後の評価と課題

羽島市民病院　２病棟２階　小澤　純子……………438

15：10～15：40

保存的治療Ⅰ

座長：稲川　喜一　川崎医科大学　形成外科

P-029．入院加療を要した褥瘡感染15例の検討

JA とりで総合医療センター　皮膚科　福山國太郎ほか１名…429

P-030．V.A.C.ATS® 治療システムならびに従来の持続陰圧吸引療法を行った１症例

島根大学医学部　皮膚科　金子　　栄ほか１名…429

P-031．褥瘡治癒に効果的な血清亜鉛値の検証

医療法人医仁会中村記念病院　看護部　米倉　香奈ほか３名…429
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P-032．褥瘡感染における抗生剤の使用状況

八尾徳洲会総合病院　薬剤部　前田　晃佑ほか８名…429

P-033．当院での V.A.C. システムの使用経験

徳島大学医学部　形成外科・美容外科　森本　篤志ほか７名…430

P-034．ハイドロファイバードレッシング材（バーシバ ®XC）の使用経験

柏市立柏病院　看護部　関谷　純子……………430

15：40～16：10

予防環境整備Ⅳ

座長：伊藤美智子　社会保険中央総合病院　医療相談室

P-018．当院における褥瘡発生率低下に向けての取り組み

地方独立行政法人那覇市立病院　看護部　玉城　邦子ほか２名…426

P-019．妊婦に発生する褥瘡の分析と体圧分散マットレスの使用基準の検討

社会医療法人母恋天使病院　看護部　和角　彰子ほか１名…426

P-020．坐骨部褥瘡を繰り返す脊髄損傷患者の座圧測定に基づいた車椅子用クッションの選択

星ヶ丘厚生年金病院　７階病棟　竹本佑香里ほか５名…426

P-021．重度心身障害児の褥瘡予防に対するスクリーニング票の作成

枚方療育園枚方総合発達医療センター　看護部　西山　康乃ほか１名…427

P-022．当院における体圧分散マットレス配備変遷の背後要因の検討

前橋赤十字病院　原田芙美子ほか４名…427

P-023．褥瘡予防に対する病棟での取り組みと褥瘡発生の変化

九州大学病院　南８階病棟　大橋日出男ほか８名…427

15：40～16：20

基礎Ⅰ

座長：平川　道子　久留米大学病院　看護部

P-115．手術後に間欠的空気圧迫装置利用者の褥瘡発生に関連する要因

東京都保健医療公社大久保病院　看護部　勝田　晶子……………439

P-116．当院における褥瘡発生患者の検討

総合病院坂出市立病院　褥瘡対策チーム 看護師　久保奈津美ほか９名…439

P-117．人工股関節置換術後における踵部の発赤発生要因の検討

JA 長野厚生連篠ノ井総合病院　看護部　神津　幸二ほか６名…440

P-118．使用薬剤からみる当院の患者傾向

嬉泉病院　薬剤科　岩見奈帆子ほか４名…440

P-119．当院で発生した褥瘡，特に下腿褥瘡の検討

特定医療法人新生病院　看護部　九島　京子ほか１名…440

P-120．褥瘡予防対策の取り組み　～ポジショニングラウンドを行って～

社会医療法人財団大樹会総合病院回生病院　看護部　髙畠　暁子ほか４名…440
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P-121．体圧分散寝具選択基準導入の効果と今後の課題

済生会新潟第二病院　B4病棟　飯塚　友紀ほか３名…441

15：50～16：20

教育Ⅲ

座長：原田　俊子　園田学園女子大学人間健康学部　人間看護学科

P-095．いわゆる“ラップ療法”施行中に感染症を発症し，当院へ搬送された症例の検討

総合病院土浦協同病院　盛山　吉弘ほか７名…438

P-096．褥瘡対策についての院内研修　～看護ラダー制度を取り入れて～

医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院　看護部　北山　茂子ほか２名…438

P-097．褥瘡対策の充実に向けて褥瘡対策委員を中心とした勉強会の取り組みと課題

独立行政法人国立病院機構四国がんセンター　看護部　杉本はるみほか５名…438

P-098．褥瘡のラップ療法普及のための実技セミナー開催の試み

医療法人三和会東鷲宮病院　血管外科　武内　謙輔……………439

P-098+．褥瘡院内発生件数減少を試みて

健和会大手町病院　看護部　堀田さおりほか９名…439

15：40～16：20

保存的治療Ⅱ

座長：竹内　善治　竹内皮ふ科

P-035．ガス壊疽を合併した坐骨部褥瘡に対する局所陰圧閉鎖療法の治療経験

東京都立墨東病院　皮膚科　高河　慎介ほか３名…430

P-036．左片麻痺のある患者の左踵部褥瘡に対する処置の検討

社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院　看護部長室　黒木ひとみほか１名…430

P-037．両側腸骨にポケットを有する褥瘡の一例

国民健康保険能美市立病院　花森　順子……………431

P-038．仙骨部褥瘡に対する VAC 療法の２症例の経験

社会医療法人菅間記念病院　看護部　松本　貴司ほか３名…431

P-039．創傷患者に陰圧閉鎖療法（NPWT）を実施した３例

医療法人社団嬉泉会嬉泉病院　看護部　清水　照子ほか５名…431

P-040．全身性エリテマトーデス患者に生じた坐骨部褥瘡の１例

岐阜大学　佐藤　三佳ほか３名…431

P-041．褥瘡から検出された培養結果の検討

群馬県済生会前橋病院　井上　瑠美ほか４名…432
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16：20～16：50

予防環境整備Ⅴ

座長：江口　　忍　地方独立行政法人佐賀県立病院好生館　外来

P-024．ハンチントン病患者に生じた DTI の１症例

国立病院機構兵庫中央病院　東１病棟　成重　典子ほか８名…427

P-025．当院における褥瘡の院内発生に関する調査とその対策方法の検討

黒部市民病院　リハビリテーション科　松野　晃久ほか４名…428

P-026．両変形性膝関節症の術後の右臀部に発生した深部組織損傷（DTI）症例の検討

独立行政法人国立病院機構村山医療センター　看護部　田盛　千晶ほか４名…428

P-027． 婦人科緊急手術後に発生した，術後の四肢抑制および高血糖が原因と考えられた仙骨部褥瘡の

１事例

養生会かしま病院　看護部　園部　晴美ほか７名…428

P-028．第５頚髄損傷後社会復帰もはたし13年間褥瘡が発生していない72歳の症例から学ぶこと

千葉大学医学部附属病院　形成美容外科　力久　直昭ほか10名…428

16：20～16：50

基礎Ⅱ

座長：永野みどり　千葉大学大学院　看護学科

P-122．緩和ケア病棟に褥瘡チームが介入する意義

独立行政法人国立病院機構西群馬病院　外科　羽鳥由美子ほか３名…441

P-123．新規褥瘡治療材料としてのシルクエラスチンの創傷治癒効果

京都大学医学研究科　形成外科　河合　勝也ほか３名…441

P-124．ラット褥瘡モデルを用いた圧力と傷害の関係

広島大学大学院　保健学研究科　黒瀬　智之ほか１名…441

P-125．磁石を使用した繰り返し圧迫によるラット褥瘡モデルの開発

広島大学大学院　保健学研究科　川真田聖一ほか１名…442

P-126．マウス皮膚の浸軟に関する実験的研究

山形大学医学部　看護学科　石田　陽子ほか２名…442

P-127．難治性褥瘡を持つ統合失調症患者への看護　～創傷の治癒に至るまで～

医療法人永和会下永病院　工藤　聰子ほか１名…442

16：30～17：10

保存的治療Ⅲ

座長：安田　　浩　産業医科大学病院　形成外科

P-042．重症腎結石患者の仙骨部褥瘡がラップ療法で改善した事例

千葉療護センター　看護部　小嶋　昌子ほか４名…432

P-043．減量と褥瘡の治癒過程

JA 静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院　土屋　幸人ほか２名…432
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P-044．ポリエチレンジェルシートの使用経験

福岡大学病院　形成外科　大山　拓人ほか５名…432

P-045．トレチノントコフェリル軟膏・スルファジアジン銀クリーム混合軟膏の使用経験

医療法人相生会わかば病院　大渕奈々子……………433

P-046．褥瘡発生リスクの高い高齢透析患者への治癒をあきらめないアプローチ

医療法人社団星晶会　稲野　聖子ほか２名…433

P-047．褥瘡治療における非閉塞性・非固着性ドレッシング（ウルゴチュール パッド）の有効性の検証

富山県済生会富山病院　中山あい子ほか２名…433

P-048．褥瘡治療中の過剰肉芽に院内製剤 O-GZ が有効であった３症例

東京逓信病院　褥瘡対策チーム　篠崎　　聡ほか６名…433
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第２日：８月27日（土）
〔第１会場〕

9：00～10：30

ワークショップ５

司会：宮地　良樹　京都大学大学院医学研究科　皮膚科学　　　　　　　　　

真田　弘美　東京大学大学院医学系研究科老年看護学／創傷看護学分野

医原性褥瘡

WS5-1．医原性褥瘡 !?

九州大学医学部　皮膚科　深川　修司……………335

WS5-2．医療用機器による圧迫潰瘍の予防とケア

岐阜大学医学部附属病院　生体支援センター　木下　幸子……………336

10：30～11：30

緊急シンポジウム

司会：館　　正弘　東北大学大学院医学系研究科　外科病態学講座形成外科学分野

溝上　祐子　日本看護協会看護研修学校　　　　　　　　　　　　　　　　

災害時の褥瘡対策について考える　―東日本大震災の経験から―

緊急 S1．大規模災害における褥瘡対策の問題　～東日本大震災での岩手県の状況～

岩手医科大学附属病院　看護部　千葉　励子……………286

緊急 S2．日本褥瘡学会としての被災地支援

淑徳大学看護学部　看護学科成人看護学　田中　秀子……………286

緊急 S3．被災地の皮膚・排泄ケア認定看護師への支援の方法とその実際

公益社団法人日本看護協会看護研修学校　佐藤　　文……………287

緊急 S4．業界団体としての支援　―創傷被覆材部会の活動内容について―

日本医療器材工業会創傷被覆材部会　内藤寿真子……………287

特別発言 東北大学大学院医学系研究科　外科病態学講座形成外科学分野　館　　正弘　　　　　 　

12：20～13：20

ランチョンセミナー９

　　　　「褥瘡対策におけるチームアプローチ　～病院・施設から地域連携まで～」

　　　　　　　　　　　堀田　由浩（統合医療　希望クリニック　院長）

　　　　　　　　座長： 宮地　良樹（京都大学大学院医学研究科　皮膚生命科学講座（皮膚科学分野）　教授）

 パラマウントベッド（株）
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13：40～15：10

ワークショップ６

司会：美濃　良夫　医療法人錦秀会阪和第一泉北病院　　　　　

田中　芳明　久留米大学医学部　外科学講座小児外科部門

栄養

WS6-1．栄養障害にいたるピットフォール

せんぽ東京高輪病院　栄養管理室　足立香代子……………337

WS6-2．適切な栄養を行ったはずなのに　～消化器内科医が経験した栄養管理のピットフォール

こが胃腸科内科クリニック，前 九州大学病院病態機能内科学　古賀　秀樹……………338

15：10～16：40

シンポジウム４

司会：田中　秀子　淑徳大学看護学部　看護学科成人看護学　　　

廣瀬　秀行　国立障害者リハビリテーションセンター研究所

リハビリテーション

S4-1．シーティング：座位姿勢計測の原理，それに合わせた姿勢の管理とクッションの選択

国立障害者リハビリテーションセンター研究所　廣瀬　秀行……………311

S4-2．体圧センシング機能を有するフィードバック制御式エアマットレスの開発

九州大学病院　リハビリテーション部　高杉紳一郎ほか５名…312

S4-3．在宅での褥瘡ケア

NTT 東日本関東病院　リハビリテーション科　稲川　利光……………313

〔第２会場〕

9：00～11：00

学術委員会プログラム

司会：坪井　良治　東京医科大学　皮膚科　　　

田中マキ子　山口県立大学　看護栄養学部

褥瘡予防・管理ガイドライン：第３版の作成に向けて

１．局所療法（外用剤）

東京大学医学部附属病院　皮膚科　門野　岳史……………368

２．局所療法（ドレッシング材）

東京大学大学院医学系研究科　創傷看護学分野　貝谷　敏子……………369

３．局所療法（ラップ療法）

東京医科大学病院　薬剤部　関根　祐介……………369

４．局所療法（外科的治療）

東名厚木病院　形成外科　岩本　　拓……………369
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５．全身療法（感染制御）

東京大学大学院医学系研究科　老年看護学／創傷看護学　仲上豪二朗……………370

６．全身療法（基礎疾患）

東京医科大学八王子医療センター　皮膚科　倉繁　祐太……………370

７．全身療法（栄養）

せんぽ東京高輪病院　栄養管理室　柿崎　祥子……………371

８．リハビリテーション

兵庫医療大学　リハビリテーション学部　日髙　正巳……………371

９．発生予測・皮膚の観察

金沢大学医薬保健研究域　保健学系　大桑麻由美……………372

10．スキンケア

奈良県立医科大学医学部　看護学科　石澤美保子……………372

11．体圧分散ケア

JA 愛知厚生連江南厚生病院　祖父江正代……………372

12．患者教育

千葉県千葉リハビリテーションセンター　室岡　陽子……………372

13．アウトカムマネジメント・QOL

金沢医科大学看護学部　基礎看護学　松井　優子……………372

11：00～12：00

教育講演８

司会：須釜　淳子　金沢大学医薬保健研究域保健学系　看護科学領域・臨床実践看護学講座

ベッドサイドにおけるDESIGN-R の活用術

金沢医科大学　看護学部　紺家千津子……………297

12：20～13：20

ランチョンセミナー10

　褥瘡の予防的スキンケアと治療の最新テクニック

　　　　「バリア機能とスキンケア　～褥瘡周囲皮膚を科学する～」

　　　　　　　　　　石澤美保子（ 公立大学法人奈良県立医科大学医学部　看護学科成人看護学　教授，

ET／皮膚・排泄ケア認定看護師）

　　　　「フィブラストスプレーのより効果的な使い方」

　　　　　　　　　　五十嵐敦之（NTT 東日本関東病院　皮膚科　部長）

　　　　　　　座長：坪井　良治（東京医科大学　皮膚科　教授）

 科研製薬（株）／アルケア（株）
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13：40～16：40

WOCナースによる実践講座２

コーディネーター：角井めぐみ　福岡県看護協会　看護専門教育センター

予防的スキンケア・オムツについて

九州大学病院　褥瘡対策室　原田起代枝……………358

千葉県がんセンター　高橋　　純　　　　　 　

創傷治癒過程に応じたドレッシング材の選択

久留米大学病院　看護部　海田真治子……………359

熊本大学医学部附属病院　看護部　黒田　豊子　　　　　 　

医療法人福西会福西会病院　看護部　高木　良重　　　　　 　

16：40～16：50

閉会式

〔第３会場〕

9：00～12：00

介護のための基本講座

コーディネーター：石井美紀子　福岡赤十字病院

スキンケア・失禁ケア

佐世保市立総合病院　森山やよい……………362

健康保険諫早総合病院　平田　直子　　　　　 　

介護のためのポジショニング ……………………………………………………………………………………364

１．褥瘡とポジショニング

健康保険南海病院　皮膚・排泄ケア認定看護師　迫田　美佐　　　　　 　

２．ポジショニングに必要な用具の選び方

健康保険南海病院　理学療法士　藤井　崇志　　　　　 　

３．ポジショニングの実際

健康保険南海病院　理学療法士　清家　　誠　　　　　 　

健康保険南海病院　皮膚・排泄ケア認定看護師　大良　和恵　　　　　 　
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12：20～13：20

ランチョンセミナー11

　　　　「栄養管理による褥瘡対策 Update」

　　　　　　　　　　谷田部淳一（ 公立大学法人福島県立医科大学医学部医学科

腎臓高血圧・糖尿病内分泌代謝内科学講座）

　　　　　　　座長：美濃　良夫（医療法人錦秀会阪和第一泉北病院　副院長）

 ネスレ日本（株）ネスレニュートリションカンパニー

13：40～15：10

ワークショップ７

司会：髙橋　　誠　北海道大学大学院情報科学研究科　生命人間情報科学専攻生体システム工学講座

褥瘡対策用具規格標準化委員会「ずれと摩擦を体感し，可視化する」

WS7-1．ずれと摩擦を世界はどう考えているか？

北海道大学大学院情報科学研究科　生命人間情報科学専攻生体システム工学講座

　髙橋　　誠……………339

WS7-2．ずれと摩擦の関係

芝浦工業大学　システム理工学部　米田　隆志……………340

WS7-3．ずれ低減のためのマットレスの工夫　～構造と仕組みを知ろう～

日本福祉用具・生活支援用具協会　床ずれ防止用具部会長（株式会社ケープ）

　田巻　昌己……………341

WS7-4．ずれや摩擦に万能なドレッシング材はある ?!　―貼る前に確認しよう相性と目的―

日本医療器材工業会　創傷被覆材部会部会長（スリーエム　ヘルスケア株式会社）

　高水　　勝……………342

WS7-5．臨床のずれと摩擦を見る，感じる

近大姫路大学　看護学部　藤本由美子……………343

15：10～16：20

渉外・保険委員会主催セッション

司会：美濃　良夫　医療法人錦秀会阪和第一泉北病院

褥瘡に関する診療報酬・介護報酬の運用のポイント

スリーエムヘルスケア株式会社医療用製品事業部　セールス＆マーケティングオペレーション部

／日本褥瘡学会　渉外・保険委員　高水　　勝……………381
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〔第４会場〕

9：00～11：00

キネステティク実践講座（日本キネステティク研究会共催）

司会：判澤　　恵　京都橘大学　看護教育研修センター

褥瘡ケア・予防におけるキネステティク概念を応用したハンドリングと動きの支援　―すべての人々に尊

厳ある生を具現化する学習過程とその技術―

宮城大学　看護学部　只浦　寛子……………365

宮城大学　看護学部　徳永　惠子 　　　　　　

12：20～13：20

ランチョンセミナー12

　 V.A.C. 治療を効果的に行うための方法，ケア・管理

―創傷治療（VAC 治療）における特定看護師の役割―

　　　　「創傷治療（VAC 治療）において特定看護師に期待するもの」

　　　　　　　　　　古川　雅英（大分岡病院創傷ケアセンター　形成外科　部長）

　　　　「創傷治療（VAC 治療）における特定看護師の役割」

　　　　　　　　　　溝上　祐子（日本看護協会看護研修学校　認定看護師教育課程　課程長）

　　　　　　　座長：市岡　　滋（埼玉医科大学　形成外科　教授）

 ケーシーアイ（株）

13：40～15：10

ワークショップ８

司会：日野岡蘭子　旭川医科大学病院　看護部

田代　美貴　さいたま市立病院　看護部

小児の褥瘡

WS8-1．クベース用ウレタンフォームマットレスの開発と小児褥瘡の実態調査から考える今後の課題

日本赤十字社医療センター　看護部　佐々木貴代ほか８名…345

WS8-2．小児の褥瘡と皮膚障害　～小児専門病院の経験から～

徳島大学医学部　形成外科・美容外科　清家　卓也ほか２名…346

15：10～16：40

ワークショップ９

司会：武田　利明　岩手県立大学　看護学部　　　　

宇野　光子　東京大学医学部附属病院　看護部
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実践的なデータの出し方

WS9-1．DESIGN-R 合計点の最大値（Max-DRT）を褥瘡患者の重症度指標として用いることの意義

（財）福岡県社会保険医療協会　社会保険稲築病院　辻田　　淳……………347

WS9-2．褥瘡管理者が出すべきデータとその活用

大阪府済生会吹田病院　看護部　間宮　直子……………348

〔第５会場〕

9：00～ 9：50

一般口演

基礎Ⅰ

座長：安田　智美　富山大学医学部　看護学科

125．圧迫―せん断力負荷時の血流計測

芝浦工業大学　米田　隆志ほか５名…451

126．圧迫―せん断力発生時の毛細血管挙動観察装置の開発

芝浦工業大学　米田　隆志ほか５名…451

127．ICU におけるスキントラブル発生の現状と課題

大阪済生会吹田病院　看護部　金崎　一美ほか２名…451

128．褥瘡の臨床検査医学的検討　―褥瘡の予防と難治化対策に係わる透明吸着カップ内皮膚の血色観察

財団法人愛生会多摩成人病研究所　研究室　澁谷　正行ほか３名…451

129．オムツ内湿度調査

特定医療法人静便堂白石共立病院　リハビリテーション部　野田さゆりほか３名…452

130．周手術期における弾性ストッキング装着患者の脛骨部発赤の発生要因

さいたま市立病院　看護部西４階　宮川　千夏ほか２名…452

9：50～10：40

一般口演

基礎Ⅱ

座長：柴崎　真澄　財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院　看護部

131．緑膿菌クオラムセンシング機構が創傷治癒過程と創部炎症反応に与える影響

東北大学大学院医学系研究科　看護アセスメント学分野　菅野　恵美ほか７名…452

132．ヒアルロン酸とコラーゲンを基材とした EGF およびビタミンＣ誘導体含有創傷被覆材の開発

北里大学医療衛生学部　人工皮膚研究開発センター　新山　勇人ほか２名…452

133．紙おむつ使用によるラット皮膚浸軟モデル作製の試み

岩手医科大学附属病院　看護部 CCU　野里　　同ほか２名…453

134．外傷患者に装着した頸椎カラーによる皮膚障害発生の実態

大阪府立泉州救命救急センター　長谷川直子ほか６名…453
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135．創傷治癒に与える生理活性脂質の影響の検討

名古屋市立大学大学院　薬学研究科　藤井　　聡ほか３名…453

136．本院における褥瘡患者の基礎疾患

大阪市立大学医学部附属病院　看護部安全管理対策室　松田　常美ほか２名…453

12：20～13：20

ランチョンセミナー13

　感染創の見極めと対処法

　　　　「感染創の概念と客観的アセスメント技術」

　　　　　　　　　　仲上豪二朗（ 東京大学大学院医学系研究科　健康科学・看護学専攻　

　　　　　　　　　　　　　　　　老年看護学／創傷看護学分野　講師）

　　　　「発見した感染創の対処法について」

　　　　　　　　　　磯貝　善蔵（国立長寿医療研究センター先端診療部　皮膚科　医長）

　　　　　　　座長：石川　　治（群馬大学大学院医学系研究科　皮膚科学　教授）

 興和創薬（株）

13：40～14：30

一般口演

基礎Ⅲ

座長：尹　　浩信　熊本大学大学院生命科学研究部　皮膚病態治療再建学

137．高脂肪飼料摂取による肥満モデルの作製と皮膚創傷治癒過程

金沢大学大学院医学系研究科　保健学専攻臨床実践看護学講座　浦井　珠恵ほか６名…454

138．Activation of MMP-2 and MMP-9 during deterioration of deep tissue injury

 Gerontological Nursing/Wound Care Management， 

Graduate School of Medicine, University of Tokyo   

　Sari Yunita ほか８名…454

139．Vibration Attenuates The Deterioration of Deep Tissue Injury

 Gerontological Nursing/Wound Care Management， 

Graduate School of Medicine, University of Tokyo   

　Sari Yunita ほか８名…454

140．マウス皮膚創傷治癒における Natural Killer Ｔ細胞の役割

東北大学大学院医学系研究科　形成外科学分野　丹野　寛大ほか７名…454

141．褥瘡肉芽組織内亜鉛濃度の測定

岩手医科大学附属病院　形成外科　樋口　浩文ほか２名…455

142．インピーダンスを用いた皮膚バリア測定手法の提案（第三報）

アルケア株式会社　医工学研究所　沼田　　悟ほか１名…455
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〔第６会場〕

9：00～10：00

一般口演

外科的治療Ⅰ

座長：平野　明喜　長崎大学医学部　形成外科

143．VAC システムが preoperative wound bed preparation に有効であった２例

仙台医療センター　形成外科　牛尾　茂子ほか１名…455

144．骨盤内膿瘍を形成した右坐骨部褥瘡感染の一例

大阪赤十字病院　形成外科　上田　真帆ほか９名…455

145．坐骨部褥瘡手術としての創傷処理（縫縮）について

近森病院　形成外科　赤松　　順ほか８名…456

146．低温熱傷に褥瘡を合併した難治症例

イムス富士見総合病院　形成美容外科　深井　孝郎ほか10名…456

147．手指の屈曲拘縮による褥瘡に対する手指屈筋腱切断

市立室蘭総合病院　形成外科　石崎　力久ほか９名…456

148． 坐骨部褥瘡からガス壊疽を発症した症例報告

～殿部巨大皮膚欠損創に対する，有茎前外側大腿皮弁の応用～

成田赤十字病院　形成外科　笹原資太郎……………456

149．褥瘡から発生した脊髄損傷者の化膿性股関節炎の手術成績

神奈川リハビリテーション病院　整形外科　渡辺　偉二……………457

10：00～11：00

一般口演

外科的治療Ⅱ

座長：大慈弥裕之　福岡大学病院　形成外科

150．坐骨部褥瘡に対する Adductor flap による治療

山形大学医学部付属病院　形成外科　菊地　憲明ほか４名…457

151．壊死足趾の切断により救命し得た敗血症性ショックの１例

関東中央病院　皮膚科　日野　治子ほか７名…457

152．当科におけるエタノール硬化療法による褥瘡治療

弘前大学医学部附属病院　形成外科　三上　　誠ほか６名…457

153．当科において死腔の硬化療法実施時に留意していること

豊見城中央病院　形成外科・顎顔面外科・美容外科　前信　友梨ほか１名…458

154．褥瘡の術前術後の体圧分散について

日本海総合病院　形成外科　柏　　英雄ほか１名…458

155．褥瘡を侵入門戸とした非クロストリジウム性ガス壊疽の一例

宮崎大学医学部附属病院　皮膚科　室井　栄治ほか９名…458
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156．虚血肢を伴った多発褥瘡に対して切断肢から植皮を行い創の閉鎖を得た１症例

島根大学医学部附属病院　草竹　兼司ほか１名…458

12：20～13：20

ランチョンセミナー14

　　　　「創保護パッドの（圧とずれに対する）有効性と使用経験」

　　　　　　　　　　　大浦　武彦（医療法人社団廣仁会　褥瘡・創傷治癒研究所　所長）

　　　　　　　　座長：髙橋　　誠 （ 北海道大学大学院情報科学研究科　生命人間情報科学専攻

生体システム工学講座　准教授）

 ニチバン（株）

13：40～14：30

一般口演

医療体制Ⅴ

座長：阿曽　洋子　大阪大学大学院医学系研究科　保健学専攻

199．当院における新規褥瘡発生患者の傾向と課題

長浜赤十字病院　褥瘡対策チーム　大音　博美ほか５名…465

200．当院における褥瘡有病者に対する退院支援の問題点

東邦大学医療センター大森病院　看護部　守口　淳子ほか７名…465

201．褥瘡治療システムの構築　―地域医療，病院医療の連携―

医療法人社団宝池会吉川内科小児科病院　診療部　吉川　昌男ほか２名…465

202．緩和ケア病棟における褥瘡ケア　～脊椎転移による下肢麻痺状態にある患者への介入～

東名厚木病院　１号館３階病棟　佐藤　　茜……………466

203．当院における褥瘡対策の活動報告と今後の課題

鹿児島市立病院　看護科６階西病棟　永田富美子……………466

204．褥瘡チーム発足とアプローチ方法

（株）グリーンタウン呼吸嚥下ケアプラニング　松田孝二郎ほか７名…466

14：30～15：10

一般口演

その他Ⅴ

座長：中村　猛彦　熊本皮ふ科・形成外科

240．熱中症患者における褥瘡管理の考察

大阪府立中河内救命救急センター　高内　秀華ほか１名…472

241．坐骨部褥瘡からフルニエ壊疽を生じた１例

豊田厚生病院　形成外科　今井　弘恵ほか４名…472
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242．浸潤性紅斑から潰瘍に進行した続発性皮膚クリプトコッカス症の一例

徳島赤十字病院　看護部　尾田　睦美……………472

243．乳がんの仙骨骨転移部に褥瘡を生じた１例

愛知県がんセンター中央病院　看護部　小島　　瞳ほか５名…473

244．敗血症を起こした尋常性乾癬患者の一事例　―ICU 入室中のスキンケアを通して―

大阪府済生会吹田病院　看護部　地子真希子ほか３名…473

〔第７会場〕

9：00～ 9：50

一般口演

医療体制Ⅰ

座長：多田千和子　山形市立病院済生館　看護部長室

174．褥瘡対策チームにおける薬剤師の役割

北斗病院　薬剤室　加藤　豊範ほか７名…459

175．褥瘡ハイリスク患者ケア加算による褥瘡発生予防効果の検討

宮城県立がんセンター　褥瘡回診チーム　鈴木　藤子ほか２名…459

176．当院における褥瘡対策システムの改善について

医療法人ふらて会西野病院　看護部　内納　美保ほか５名…459

177．当院の持ち込み褥瘡の要因分析について

徳島大学病院　褥瘡対策室　三谷　和江ほか２名…459

178．療養型病院における褥瘡治療プロトコール作成を目指して

医療法人社団ちとせ会熱海ちとせ病院　栄養科　下田　　靜……………460

179．当院における院外発生褥瘡の現状と対策　第２報

岩手県立久慈病院　看護事務室　中野亜希子ほか３名…460

9：50～10：40

一般口演

医療体制Ⅱ

座長：清川　兼輔　久留米大学医学部　形成外科・顎顔面外科学講座

180．市中急性期病院における褥瘡管理の現状と課題

社会医療法人金田病院　看護部　西村　裕子ほか10名…460

181．薬剤師介入により褥瘡の早期改善がえられた二症例

社会保険山梨病院　薬剤部　中川紗耶香ほか４名…460

182．療養型病棟における褥瘡対策チームの取組み

藤田保健衛生大学七栗サナトリウム　医療技術部薬剤課　伊東　知美ほか８名…461

183．超高齢化社会と地域医療崩壊の場における褥瘡対策のディレンマ

杉田玄白記念公立小浜病院　皮膚科　井階　幸一ほか６名…461
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184．当院における院外発生褥瘡の現状と対策　第１報　～発生要因の検討～

岩手県立久慈病院　３階西病棟　十文字晴美ほか３名…461

185．薬剤師が中心となった褥瘡対策チームの実践と検証

上越地域医療センター病院　薬剤科　宮川　哲也ほか１名…461

12：20～13：20

ランチョンセミナー15

　　　　「褥瘡を治すには栄養は無視できない！　～できることからやってみましょう～」

　　　　　　　　　　　下田　雅子（特定医療法人原土井病院　内科）

　　　　　　　　座長：秋山　和宏 （ 医療法人財団松圓会東葛クリニック病院　副院長）

 （株）クリニコ

13：40～14：30

一般口演

医療体制Ⅲ

座長：貝谷　敏子　東京大学大学院医学系研究科　健康科学・看護学

186．地域中核病院としての当院の役割と課題　―stage Ⅳの持ち込み褥瘡患者の検討から―

市立小樽病院　看護部　渡辺　美和ほか１名…462

187．急性期病院における褥瘡対策のあり方と今後の課題について

三菱京都病院　褥瘡対策委員会内科　日下　　茂ほか２名…462

188．褥瘡管理者配置による褥瘡対策の効果

北海道公立大学法人札幌医科大学附属病院　角谷真由美ほか２名…462

189．巨大褥瘡を有する統合失調症患者へのチームアプローチと看護師の役割

NTT 東日本伊豆病院　看護部　板東　松子……………462

190．当院における褥瘡発生の現状，問題点とその対策　一般病棟，ICU，手術室それぞれの検討

順天堂医院　古元　将和ほか４名…463

191．有床診療所における褥瘡への取り組み　～認知症から重症化した一例をとおして～

西原クリニック　高森　豊子ほか１名…463

14：30～15：30

一般口演

医療体制Ⅳ

座長：松崎　恭一　川崎市立多摩病院　形成外科

192．皮膚・排泄ケア認定看護師が勤務する病院における褥瘡対策体制の現状

千葉大学大学院看護学研究科　病院看護システム管理学　永野みどりほか４名…463

193．病院移転後の体圧分散寝具管理システムに関する費用対効果の検討

日本赤十字社医療センター　看護部　佐々木貴代ほか３名…463
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194．在宅褥瘡患者の問題点と患者をとりまく介護看護環境の検討

牛久愛和総合病院　看護部，褥瘡委員会　若目田智子ほか９名…464

195．熱中症による意識障害から仙骨部に DTI を生じ，適切な治療と看護が遅れた一症例

長野県厚生連佐久総合病院　看護部　中島　文香ほか１名…464

196．鹿児島大学病院褥瘡対策チームにおける薬剤師の参画　―褥瘡治療外用剤に関する情報提供―

国立大学法人鹿児島大学医学部・歯学部附属病院　薬剤部　藤崎　裕子ほか５名…464

197．手術室における褥瘡発生減少にむけての体制確立

金沢医科大学病院　中央手術部　平内　美雪ほか４名…464

198．過去５年間のデータから考察する褥瘡対策チーム活動の課題

市立岸和田市民病院　看護局褥瘡対策チーム　佐藤　美香ほか４名…465

〔第８会場〕

8：00～ 8：50

モーニングセミナー

　　　　「移乗からシーティングによる褥瘡予防」

　　　　　　　　　　　木之瀬　隆（ 日本医療科学大学保健医療学部　リハビリテーション学科　教授）

　　　　　　　　座長：田中　秀子（淑徳大学看護学部　教授）

 （株）ユーキトレーディング／（株）ハートウェル

9：00～ 9：50

一般口演

その他Ⅰ

座長：木村　　中　函館中央病院　形成外科

218．硬膜外持続麻酔による知覚鈍麻が要因で褥瘡発生したと推測する一事例報告

産業医科大学病院　看護部　小嶋　美穂ほか４名…466

219．人工膝関節置換術（TKA）に発生した褥瘡に対する一考察

財団法人星総合病院　看護部　内藤　久江ほか６名…467

220．骨盤骨折に対する経カテーテル的動脈塞栓術後に殿筋壊死と皮膚壊死を生じた２例

安城更生病院　皮膚科　吉田　　紫ほか１名…467

221．脳外科手術患者における体位固定時および術中連続体圧測定の有効性の検討

東京大学医学部附属病院　看護部　塩谷　貴子ほか10名…467

222．ラップ療法後感染を来たし，治癒に至らなかった仙骨部褥瘡の１例

日本医科大学付属病院　形成外科　石井　暢明ほか１名…467

223．周術期の褥瘡発生予防対策を行って

医療法人天神会新古賀病院　手術室　田代　一章ほか３名…468
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9：50～10：30

一般口演

その他Ⅱ

座長：南　由起子　埼玉社会保険病院

224．手術室での褥瘡発生状況

杏林大学医学部付属病院　看護部　丹波　光子ほか４名…468

225．防ぎきれない褥瘡患者の検討

国保直営総合病院君津中央病院　看護局　中島香寿代ほか６名…468

226．マットレスたわみ量とシーツ接触面の湿度の関係

独立行政法人国立長寿医療研究センター　長寿医療工学研究部　根本　哲也ほか５名…468

227．リアルタイム皮膚ひずみ測定法を用いた骨突出部周辺の皮膚ひずみ評価

独立行政法人国立長寿医療研究センター　久保田　怜ほか６名…469

228．がん専門病院における褥瘡発生の現状

愛知県がんセンター中央病院　看護部　榊原由美子ほか５名…469

12：20～13：20

ランチョンセミナー16

　　　　「粘着製品の使用の基本に立ち返る　―実践　明日から使える　皮膚を守る製品選択方法―」

　　　　　　　　　　　山本由利子（高松赤十字病院　ET ／皮膚・排泄ケア認定看護師）

　　　　　　　　座長：野上　玲子（国立療養所菊池恵楓園　副園長／皮膚科）

 スリーエムヘルスケア（株）

13：40～14：30

一般口演

その他Ⅲ

座長：畑　美津子　特定医療法人原土井病院　看護部

229．褥瘡予防における薬剤師と皮膚・排泄ケア認定看護師の取り組み　～排便コントロールを中心に～

愛知医科大学病院　薬剤部　手塚　剛彦ほか３名…469

230．近隣施設への褥瘡ケアに関する実態調査を実施して

済生会松阪総合病院　祖父江亜紀子ほか２名…469

231．精神科病院における褥瘡の検討

宮城県立がんセンター　褥瘡回診チーム　後藤　孝浩ほか４名…470

232．当院における体圧分散寝具管理　～臨床工学技士が参画して～

埼玉医科大学病院　ME サービス部　神野　剛史ほか３名…470

233． 陰圧創傷治療システム V.A.C.ATS®導入による看護の実際　～管理上のトラブルが危惧された

一症例～

パナソニック健康保険組合松下記念病院　看護部　松浦　章恵ほか５名…470
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234．カチューシャ形骨導補聴器によって生じた耳後部褥瘡　―その問題点と予防対策―

千葉大学医学部　形成外科　三川　信之ほか６名…470

14：30～15：10

一般口演

その他Ⅳ

座長：石川　　環　独立行政法人国立病院機構東京病院　看護部

235．認知症があり治療に協力が得られなかった患者へのアプローチ

養生会かしま病院　看護部　渡邉　英子ほか５名…471

236．術後に発生した DTI 褥瘡患者の創の経過

財団法人脳神経疾患研究所附属総合南東北病院　看護部　柴崎　真澄ほか４名…471

237．当院の褥瘡を起因とするガス壊疽患者の検討

新小文字病院　形成外科　木股　完仁ほか５名…471

238．悪性腫瘍患者死亡例の褥瘡発生分析からみえたこと

聖隷浜松病院　褥瘡対策委員会　石津こずゑほか９名…471

239．化膿性股関節炎を来した坐骨部褥瘡２例の検討

市立小野市民病院　形成外科　藤井　美樹ほか３名…472

〔展示・ポスター会場〕

9：00～ 9：30

保存的治療Ⅳ

座長：下田　雅子　原土井病院　内科

P-049． 長期にわたる保存的治療におけるケアの問題点とその対策　～仙骨部褥瘡に起因した

壊死性筋膜炎の一例から～

JA 愛知厚生連足助病院　創傷ケアサポートチーム　林　　美往ほか５名…474

P-050．ポケットを有する難治性褥瘡に対する，テーピングによる閉鎖の試み

第一なるみ病院　褥瘡対策チーム　藤井　　康ほか６名…474

P-051．背部褥瘡の治癒に向けて　～外的因子の見直し～

さいたま市民医療センター　看護部　渡邉　亜紀ほか７名…474

P-052．クロイツフェルトヤコブ病に伴う難治性褥瘡患者の１例

東邦大学医療センター大橋病院　鈴木　　琢ほか３名…474

P-053．PRP 療法の褥瘡回診への応用

聖マリアンナ医科大学病院　形成外科　菅谷　文人ほか４名…475

P-054．開放性ウエットドレッシング療法により治癒した持ち込み褥瘡の一症例

医療法人長門莫記念会長門記念病院　看護部　司農ゆかりほか１名…475
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9：00～ 9：30

保存的治療Ⅵ

座長：小坂　正明　福岡山王病院　形成外科

P-061．壊死部の悪臭に対し１%メトロニダゾール軟膏が有効であった１例

特定医療法人新生病院　薬局課　小林　正紀ほか１名…476

P-062．円柱状クッションを使用し背部の褥瘡が治癒した１例

特定医療法人新生病院　小林　真也ほか１名…477

P-063．V.A.C.ATS®システム導入による治療経験とケア上の問題点

JA 岐阜厚生連岐北厚生病院　看護部　濱田　美保ほか２名…477

P-064．BLAKE シリコンドレーンを用いた陰圧閉鎖療法が奏功した大転子部褥瘡の１例

医療法人野中会東成病院　看護部　大山　善光ほか３名…477

P-065．固定用テープで皮膚のたるみを引き上げたことにより治癒に至った殿裂部褥瘡ケアの１例

医療法人川崎病院　南館３階　山戸　由希ほか１名…477

9：00～ 9：30

リハビリテーションⅠ

座長：木之瀬　隆　日本医療科学大学保健医療学部　リハビリテーション学科作業療法学専攻

P-192． 仙骨部褥瘡，両下腿熱傷患者への理学療法経験　～下肢痙性対麻痺により創傷治癒が遷延したと

考えられる症例～

JA 静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院　久保　慶昌ほか２名…494

P-193．片麻痺患者に対し，体圧測定装置を用い姿勢評価を行った一症例　～仰臥位姿勢評価を通して～

総合病院回生病院　リハビリテーション科　永江　史代ほか２名…494

P-194．チームアプローチを行ったことで褥瘡の著しい改善が得られた１例

医療法人ふらて会西野病院　リハビリテーション科　中武　　愛ほか３名…494

P-195．当院における大腿骨近位部骨折術後に併発した褥瘡患者の検討

市立室蘭総合病院　リハビリテーション科　褥瘡チーム　村井　　誠ほか８名…495

P-196．超音波療法と他の保存的加療の比較検討

イムス富士見総合病院　リハビリテーション科　千本木宏道ほか３名…495

9：00～ 9：30

機器・用具Ⅰ

座長：峯　龍太郎　豊見城中央病院　形成外科・顎顔面外科・美容外科

P-099．当院における医療器具による褥瘡発生の現状と課題

日本医科大学千葉北総病院　看護部　渡辺　光子ほか４名…481

P-100．V.A.C.AT®治療システムを用いた仙骨・両坐骨部褥瘡治療の１例

小山市民病院　整形外科　林　　明彦ほか３名…481

P-101．簡易式体圧・ずれ力同時測定器を用いたずれ力測定の再現性に関する検討

名古屋市総合リハビリテーション事業団西部リハビリテーション事業所　近藤　　穣……………481
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P-102．仙骨部に病的骨突出のある患者に対する効果的な除圧方法の検討

公立学校共済組合東北中央病院　平泉　美和ほか７名…481

P-103．三次元立体構造編物を使用したベットパットから体位変換補助マットの開発と使用について

鶴川サナトリウム病院　看護部　栄養支援統括委員会　小倉加代美ほか１名…482

P-104． 頸椎損傷患者の在宅でのズレ予防についての一考察　～ノーリフトスライディングシートの

使用経験～

大阪厚生年金病院　看護部　清水加世子ほか３名…482

9：30～10：00

保存的治療Ⅴ

座長：中村　義徳　天理よろづ相談所病院在宅世話どりセンター

P-056．治癒予測を活かした難治性褥瘡の一例　～ DESIGN-R 合計点からの治癒予測～

公立南砺中央病院　猪谷　　栄ほか４名…475

P-057．ヨードホルムガーゼを用いた褥瘡管理の経過と注意点に関する考察

医療法人健生会土庫病院　松尾麻由子ほか１名…475

P-058．治療に難渋した肛門に連続する褥瘡の経験

牛久愛和総合病院　看護部　褥瘡委員会　石田美枝子ほか９名…476

P-059．当院での V.A.C.ATS 治療システムによる褥瘡治療の実際と工夫

医療法人社団日高会日高病院　村田千恵子ほか２名…476

P-060．直腸癌の局所再発症例および頸部リンパ節転移症例に対する Mohs 軟膏の使用経験

医療法人清田病院　外科　矢野　智之ほか８名…476

9：30～10：00

保存的治療Ⅶ

座長：辻田　　淳　社会保険稲築病院　皮膚科

P-066．「穴あけ半透過性フィルム」を用いた褥瘡の保存的治療

東戸塚記念病院　形成外科　伊吾田慎一ほか10名…478

P-067．ガス壊疽に伴う下腿の広範な皮膚欠損に対する保存的治療の経験

小諸厚生総合病院　整形外科・リウマチ科　宮　　正彦……………478

P-068．挿管チューブ固定による顔面の多滲出性皮膚潰瘍が早期に改善した２例

加納岩総合病院　看護部　奥山　博信ほか１名…478

P-069．精神科若年患者に発生した重度褥瘡２例（右踵部 , 仙骨部）の発生要因と保存的治療

医療法人紘友会福山友愛病院　精神科　古賀政比古ほか７名…478

P-070．「モイスキンパッド」が著効を示した浸出液の著しい温熱熱傷（Ⅱ度）の２例

医療法人紘友会福山友愛病院　精神科　塔野由貴子ほか７名…479

P-071．坐骨部褥瘡からガス壊疽を発症した症例報告

成田赤十字病院　褥瘡予防対策室　田中　深雪……………479
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9：30～10：00

リハビリテーションⅡ

座長：杉元　雅晴　神戸大学大学院　保健学研究科

P-197．当院の褥瘡対策委員会におけるリハビリサイドの活動内容と現状

池上総合病院　リハビリテーション室　征矢　直之ほか４名…495

P-198．腰髄損傷，両大腿切断を呈し，頭側挙上により褥瘡が悪化した一症例

自治医科大学附属さいたま医療センター　リハビリテーション部　姫島　美幸ほか１名…495

P-199．理学療法士の褥瘡対策への取り組みについて

嬉泉病院　リハビリテーション科　浅野　貞美ほか９名…496

P-200．股関節可動域制限を有する頸髄損傷者の車いすクッション選択例

埼玉県総合リハビリテーションセンター　理学療法科　杉山　真理ほか３名…496

P-201． 運動療法における体圧分散の効果があった一症例　体圧分散画像装置を用いた安静背臥位姿勢の

評価を通じて

大田市立病院　診療支援部　串崎　智章ほか８名…496

9：30～10：00

機器・用具Ⅱ

座長：今西　恭子　医療法人社団如水会今村病院　看護部 

P-105．ハイドロファイバードレッシング材の使用経験

東京勤労者医療会東葛病院　看護部　宗川　　愛ほか２名…482

P-106．在宅高齢者における『リピドコロイドドレッシング』被覆材を用いた創傷管理

医療法人桃花会一宮温泉病院　混合病棟　田草川明子ほか４名…482

P-107．褥瘡危険因子に対する高機能エアマットの効果の検討

阪和第一泉北病院　褥瘡対策委員会　三木美千代ほか６名…483

P-108． 手術室使用の高反発アクションパッド製円座型枕と低反発ウレタン製ネックピロー型枕の

比較検証

防衛医科大学病院　看護部　三島　可愛ほか１名…483

P-109．弾性ストッキングによる褥瘡発生の取り組みについて

成田赤十字病院　F5病棟　川村　真里ほか１名…483

10：00～10：30

医療経済／コンピュータによる褥瘡管理

座長：藤岡　正樹　独立行政法人国立病院機構長崎医療センター　形成外科

P-206．陰圧閉鎖療法における医療費の検討

八尾徳洲会総合病院　長田　智恵ほか９名…497

P-207．当院における病棟看護師の陰圧閉鎖療法に関する意識調査

渋川総合病院　看護部　須田かお里ほか７名…498
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P-208．電子カルテ導入後の褥瘡対策活動の現状報告

群馬中央総合病院　生方真美子ほか６名…498

P-209．チーム医療における褥瘡管理システムとチームカルテの運用

独立行政法人労働者健康福祉機構香川労災病院　看護部　松永　　希ほか５名…498

P-210．緩和ケア病棟におけるがん終末期患者の褥瘡発生について　～実態とリスク因子の検討～

医療法人社団若林会湘南中央病院　緩和ケア病棟　佐藤　愛子ほか２名…498

10：00～10：30

保存的治療Ⅷ

座長：大安　剛裕　宮崎江南病院　形成外科

P-072．頭部に発生した褥瘡が保存的治療で改善した１例

国立病院機構西群馬病院　NST 褥瘡委員会　荒木　玲子ほか６名…479

P-073．がん終末期において過剰肉芽を生じた褥瘡への取り組み

藤田保健衛生大学　七栗サナトリウム　稲垣　圭司ほか９名…479

P-074．人工股関節再置換術中に対側大転子部に生じた深部損傷褥瘡の１例

東京慈恵会医科大学附属第三病院　皮膚科　吉方佑美恵ほか３名…480

P-075．脊髄疾患により対麻痺を呈した２症例　～難治性褥瘡～

特定医療法人静便堂白石共立病院　リハビリテーション　熊森奈保子ほか１名…480

P-076．クリティカルな状況下で生じた頭頂部褥瘡の２例　～なぜそこに発生したかを考える～

桐生厚生総合病院　看護部褥瘡対策室　大谷内千恵ほか７名…480

P-077．手術中の持続圧迫により生じた deep tissue injury

群馬大学　皮膚科　岡田　悦子ほか３名…480

10：00～10：20

リハビリテーションⅢ

座長：米田　隆志　芝浦工業大学　システム理工学部

P-202．理学療法外来における学齢期褥瘡の検討

埼玉県立小児医療センター　白子　淑江……………496

P-203．褥瘡改善に向けた腹臥位療法の実践

八尾徳洲会総合病院　理学療法室　福井由香里ほか７名…497

P-204．褥瘡患者に対する理学療法士の介入　～ポジショニング指導表の作成を中心に～

公立南砺中央病院　リハビリテーション室　高田　知宏ほか４名…497

P-205．座位保持能力の予測因子の検討

地方独立行政法人大牟田市立病院　リハビリテーション科　山下　満博ほか３名…497
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10：00～10：30

機器・用具Ⅲ

座長：鎌田　直子　兵庫県立こども病院　看護部

P-110．拘縮した手掌の褥瘡予防にハンドグリッパーが有効であった１例

長野松代総合病院附属若穂病院　看護部　清水めぐみほか７名…483

P-111．足底板および装具をつかった足底荷重部潰瘍に対する保存的治療の工夫

日本医科大学付属病院　形成外科　大木更一郎ほか３名…484

P-112．スルファジアジン含有グリロイドシートの性状の検討

東京医科大学八王子医療センター　薬剤部　廣瀬　香織ほか５名…484

P-114．拘縮を伴う寝たきり療養者のための体幹用ピローの圧特性

刈谷豊田総合病院東分院　黒柳いつ子ほか５名…484

P-113．拘縮を伴う寝たきり療養者のための体幹用ピロー試用効果の検証

名古屋大学大学院医学系研究科　谷口由美子ほか５名…484

13：40～14：10

医療体制Ⅰ

座長：柳迫　昌美　医療法人原三信病院　看護部

P-155．褥瘡の再建手術における周術期予防抗菌薬投与ガイドラインの有用性の検討

星ヶ丘厚生年金病院　薬剤部　山口　洋子ほか５名…485

P-156．褥瘡新聞 Ken’s Bar の評価

医療法人恭昭会彦根中央病院　池野美沙緒ほか３名…485

P-157．褥瘡対策委員会メンバーとして薬剤師の果たす役割の検討

第二岡本総合病院　薬剤部　嶋津　智子……………485

P-158．起ちあげた褥瘡回診『運営までの経緯と変化』

社団法人伊勢崎佐波医師会病院　薬剤科　門脇　寛篤……………485

P-159．当院における H22年度の褥瘡予防対策への取り組み　～褥瘡発生率の低下を目指して～

山形市立病院済生館　看護部　髙橋真理子ほか２名…486

P-160．褥瘡対策委員会でのリハビリスタッフとしての取り組み　～院内発生ゼロを目指して !! ～

医療法人社団尾崎病院　リハビリテーション科　安住慎太郎ほか２名…486

13：40～14：10

医療体制Ⅳ

座長：鈴木　　定　鈴木クリニック

P-173．スキンケアと栄養管理の同時介入により早期治癒が得られた一考

社会医療法人財団慈泉会相澤病院　褥瘡対策チーム　NST　田中　智水ほか10名…489

P-174．当院における NST と褥瘡対策チームの連携について

社会医療法人ベルランド総合病院　看護部　安田　　緑ほか６名…489
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P-175．褥瘡患者管理加算導入前後の当院における褥瘡発生の比較検討

医療法人野中会東成病院　看護部　柳　　恭子ほか３名…490

P-176．医療療養型病院が行う褥瘡・NST 回診の現状の報告と成果

社会医療法人生長会愛風病院　田中　千恵ほか２名…490

P-177．在宅でのチーム連携が迅速に行えた１例

高岡駅南クリニック　城山　和也ほか５名…490

P-178．症状に応じて多職種で関わった坐骨部褥瘡の一例

社会医療法人近森会近森病院　看護部　衛藤　由美ほか６名…490

13：40～14：10

その他Ⅰ

座長：安楽　邦明　松江赤十字病院　形成外科

P-211．群馬県渋川市における褥瘡ケアに関する地域連携の取り組み

渋川総合病院　総務課　針塚　重文ほか６名…499

P-212．入院中の褥瘡発生に対して家族はどう思っているか

独立行政法人国立病院機構長崎医療センター　救命救急センター　志波めぐみほか５名…499

P-213．当院における褥瘡の実態調査報告

特別医療法人春回会井上病院　看護部　池田あゆみほか４名…499

P-214．終末期がん患者における褥瘡の生存中治癒予測

富山県済生会高岡病院　褥瘡対策チーム　絈山　陽子ほか６名…499

P-215．当院における褥瘡予防対策への課題（褥瘡予防パスを使用して）

山鹿市立病院　古家　成美ほか８名…500

13：40～14：10

その他Ⅲ

座長：片岡ひとみ　公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院　看護部

P-221．予防的スキンケアの充実をめざして

渋川総合病院　看護部　藤川　由佳ほか７名…501

P-222． 仙骨部褥瘡からフルニエ壊疽を発症し褥瘡対策チームでの創管理と NST の栄養管理により

改善した症例 

砂川市立病院　看護部　三谷　洋志……………501

P-223．大学病院における褥瘡患者の転帰と重症度（DESIGN）の関係について　―第２報―

福岡大学病院　形成外科　大山　拓人ほか８名…502

P-224．褥瘡患者の早期栄養介入を目指して

社会医療法人生長会府中病院　栄養管理室　勇野　　薫ほか７名…502

P-225． 「脳性麻痺の寝たきり患児に発生した骨露出を伴う仙骨部褥瘡治癒までの過程」　―他職種との

連携を通して―

九州大学病院　小児医療センター　石橋千亜紀ほか８名…502
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14：10～14：40

医療体制Ⅱ

座長：和田　美香　九州大学病院　看護部

P-161．終末期癌患者における褥瘡に対するクリニカルパスの有用性の検討

公立七戸病院　褥瘡対策委員会　亀田知亜紀ほか２名…486

P-162．電子カルテ導入後の褥瘡発生状況と今後の課題

国立病院機構九州医療センター　褥瘡対策チーム　梶原三亀代ほか６名…486

P-163．癌骨転移患者への褥瘡治療症例

医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院　薬剤部　太田紗矢香ほか６名…487

P-164．当院における褥瘡回診の効果　―チーム医療の役割と今後の課題―

市立伊勢総合病院　田所　文佳ほか３名…487

P-165．チーム連携が奏効した認知症病棟における褥瘡ケアの一考察

医療法人洛和会洛和会音羽病院　リハビリテーション２病棟　武村　靖子ほか４名…487

P-166．褥瘡対策チームと NST の連携効果　～当院脳外科病棟における結果報告～

国立病院機構豊橋医療センター　NST　前田　篤史ほか２名…487

14：10～14：40

医療体制Ⅴ

座長：浦邊　尋美　福岡県看護協会　

P-179．チーム医療における看護の役割

社会医療法人阪南医療福祉センター阪南中央病院　看護部　金成　逸美ほか５名…491

P-180．当院における褥瘡対策チームの活動報告　～過去５年間の取り組みと評価～

日本医科大学武蔵小杉病院　看護部　野村　好美ほか４名…491

P-181．癌専門病院における褥瘡対策に関する退院調整フローチャート作成・使用後の評価

群馬県立がんセンター　天田　昌宏ほか５名…491

P-182．褥瘡治療における看護師の役割　―治療過程と治癒後の生活支援を通して―

医療法人社団宝池会吉川内科小児科病院　看護部　浦山　佳代ほか10名…491

P-183．当院における褥瘡回診の有用性の検討

（医社）青葉会牧野記念病院　栄養科　金杉　恵里ほか１名…492

P-184．当院における褥瘡外来の役割

赤心堂病院　看護部　後藤真由美ほか４名…492

14：10～14：40

その他Ⅱ

座長：小玉　光子　秋田大学医学部附属病院　看護部管理室

P-216．病棟から褥瘡として報告された病変は本当に褥瘡か ?

東京女子医科大学東医療センター　看護部　石井　佳子ほか３名…500
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P-217．褥瘡ケアの質の向上を目指した褥瘡記録監査表の作成

大分県立病院　７階西病棟　伊東　律子ほか１名…500

P-218．循環器専門病院の褥瘡予防対策における現状

榊原記念病院　成人病棟　聲高　芙美ほか２名…500

P-219．NST との連携により多発褥瘡が軽快した１症例

神奈川県厚生連相模原協同病院　A3病棟　佐藤　美穂ほか２名…501

P-220．腹臥位での頭部挙上による顔面の体圧値の変動

市立室蘭総合病院　手術室　本間　大樹ほか９名…501

14：10～14：40

その他Ⅳ

座長：小川　文秀　長崎大学病院　皮膚科・アレルギー科

P-226．踵部褥瘡の検討

長崎労災病院　近藤加代子……………502

P-227．精神状態に配慮しながら陰圧閉鎖療法を継続した一症例

高槻赤十字病院　５病棟　松岡　郷子ほか１名…503

P-228．安全かつ効果的に Mohs paste を使用するための塗布方法の検討

栃木県立がんセンター　看護部　大塚　恵理ほか６名…503

P-229．褥瘡と他科で診断されていた左殿部 myxofibrosarcoma の１例

京都大学医学部附属病院　矢嶋　　萌ほか６名…503

P-230．仙骨部褥瘡を発生母地とした有棘細胞癌の１例

琉球大学医学部　皮膚科学分野　平良　清人ほか３名…503

14：40～15：10

医療体制Ⅲ

座長：村山志津子　青森中央短期大学　看護学科

P-167．褥瘡回診の意識・業務改善への取り組み

健和会大手町病院　看護部　明智　愛実ほか７名…488

P-168．６年間における当院の褥瘡予防対策委員会の変遷，現状および今後の展望

愛知県厚生農業協同組合連合会足助病院　　　　　　　 　

褥瘡・創傷ケアサポートチーム　長谷川　毅ほか６名…488

P-169．褥瘡ハイリスク患者ケア加算導入後の効果

奈良県立奈良病院　相談支援室　天内　陽子ほか２名…488

P-170．当院における褥瘡対策の現状と課題

黒部市民病院　看護部　川村　智子ほか４名…488

P-171．褥瘡対策委員会の充実を図る改革とスタッフの意識変化について

医療法人ふらて会西野病院　看護部　有働　　麗ほか３名…489
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P-172．がん終末期における褥瘡対策

京都大学医学部附属病院　看護部管理室　三富　陽子ほか４名…489

14：40～15：20

医療体制Ⅵ

座長：田中　克己　長崎大学医学部　形成外科学教室

P-185．褥瘡を発生させないための取り組み（チームワークが褥瘡を作らない）

医療法人財団厚生協会東京足立病院　中央２階　石鍋　富子ほか２名…492

P-186．褥瘡回診における多職種連携の効果　～長期療養型病院での取り組み～

松江生協リハビリテーション病院　石川　恵美ほか２名…492

P-187．栄養士から見た当院における多職種連携の現状

みやぎ県南中核病院　栄養管理室　田中　千尋ほか６名…493

P-188．豊川市内の病院・訪問看護ステーション・介護福祉施設に対する褥瘡調査

豊川市民病院　看護部　足立美恵子ほか１名…493

P-189．褥瘡発生原因の現状と今後の課題

岩見沢市立総合病院　看護部　北山　美保ほか１名…493

P-190． 訪問看護師と連携した早期パートナーシップ構築が頚髄損傷患者の褥瘡治癒に有効であった

一症例

愛媛大学医学部附属病院　日野　千秋ほか１名…493

P-191．介護施設との連携により治癒した褥瘡の１事例

半田市立半田病院　看護局　中村千香子ほか１名…494
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