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グリーンドーム前橋 群馬県民会館

第1会場
（1F アリーナ）

第2会場
（B1F サブイベントエリア）

3F コン
コース

1F 102・103・
104会議室

2F 202
会議室

第3会場
（1F 大ホール）

第4会場
（2F 小ホール）

第5会場
（4F 402会議室）

9：00〜18：00
医療福祉機器
展示

9：00〜18：00
ホスピタリテ
ィールーム
スミス・アン
ド・ネフュー
ウンド マネジ
メント（株）

9：50〜10：00
開会式

10：00〜10：45
特別講演1
褥瘡を診る
座長：森口　隆彦
演者：石川　　治

10：45〜11：45
総会
研究助成発表　30分

12：00〜13：00
ランチョンセミナー
1A
学術集会主催
後援：ブリストル・マイ
ヤーズ スクイブ（株）
コンバテック事業部

12：00〜13：00
ランチョンセミナー2
ノバルティス ニュー
トリション（株）

12：00〜13：00
ランチョンセミナー3
マルホ（株）

12：00〜13：00
ランチョンセミナー4
ニュートリー（株）

12：00〜13：00
ランチョンセミナー5

（株）大塚製薬工場
イーエヌ大塚製薬（株）
※第5・第6会場にて

13：15〜13：55
特別講演2
高齢者医療施設の今　〜認知
症の現場における私たちの工夫
座長：高玉　真光
演者：田中　志子

13：15〜14：00
教育講演4
外科的治療の適応と手
術の実際
座長：藤井　　徹
演者：市岡　　滋

13：15〜15：15
ビューティー
アップセミナ
ー

（株）資生堂リ
サーチセンタ
ー

13：30〜15：30
ケースバトルカンファ
レンス
行列の出来る褥瘡相談
所！
オーガナイザー：
　　　大西　一徳
　　　内藤　志穂
法律コメンテーター：
　　　紺　　正行
コメンテーター：
　　　中里　貴江
　　　松井佐知子
　　　曽我部陽子

13：30〜14：10
予防環境整備1
11001〜11005
座長：青木　和恵

13：55〜14：40
教育講演1
ハイリスク加算について
座長：須釜　淳子
演者：川上　重彦

14：00〜14：45
教育講演5
褥瘡に関する保険制度
座長：中條　俊夫
演者：美濃　良夫

14：15〜14：55
予防環境整備2
11006〜11010
座長：荻原　伸子

14：15〜14：55
予防環境整備7
12030〜12034
座長：大浦　紀彦

14：40〜15：25
教育講演2
外用薬・被覆材の使い方
座長：鳥居　修平
演者：永井　弥生

14：50〜16：50
シンポジウム1
褥瘡の在宅医療
−在宅褥瘡治療−
オーガナイザー：
　　　大浦　武彦
　　　沼田　美幸
特別発言：
　　　堀田　由浩

15：00〜15：32
予防環境整備3
11011〜11014
座長：石井　義輝

15：00〜15：32
予防環境整備8
12035〜12038
座長：大慈弥裕之

15：25〜16：05
特別講演3
褥瘡予防・管理のパラダイ
ムシフト−経験から科学へ−
座長：石川　　治
演者：真田　弘美

15：37〜16：17
予防環境整備4
11015〜11019
座長：石川眞里子

15：37〜16：17
予防環境整備9
12039〜12043
座長：大村　裕子

15：45〜17：45
ビューティー
アップセミナ
ー

（株）資生堂リ
サーチセンタ
ー

15：40〜17：40
シンポジウム2
褥瘡の経済学
オーガナイザー：
　　　池谷　俊郎
　　　鈴木　伸代

16：05〜16：50
教育講演3
皮膚創傷治癒のメカニズ
ム：褥瘡治療法の理論的
背景を理解するために
座長：穴澤　貞夫
演者：坪井　良治

16：22〜17：02
予防環境整備5
11020〜11024
座長：井手　芳彦

16：22〜17：02
予防環境整備10
12044〜12048
座長：大谷津恭之

16：50〜17：50
教育セミナー
再生医療の最前線
座長：石川　　治
演者：田畑　泰彦

17：00〜18：00
イブニングセミナー
ブリストル・マイヤー
ズ スクイブ（株）コン
バテック事業部

17：07〜17：47
予防環境整備6
11025〜11029
座長：伊藤美智子

17：07〜17：47
保存療法1
12049〜12053
座長：岡　　博昭

17：50〜18：30
《実態調査委員会報告》
司会：志渡　晃一

19：00〜20：30
大懇親会　（4F コンコース）

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

日　程　表
第１日目　９月７日（金）



群馬県民会館 前橋商工会議所会館

第6会場
（4F 403会議室）

第7会場
（5F 503・504会議室）

第8会場
（5F 505・506会議室）

第9会場
（2F サクラ）

第10会場
（2F ローズ）

第11会場
（3F リリィー）

第12会場
（3F アイビー）

12：00〜13：00
ランチョンセミナー5

（株）大塚製薬工場
イーエヌ大塚製薬（株）
※第5・第6会場にて

12：00〜13：00
ランチョンセミナー6
アキレス（株）

12：30〜13：30
ランチョンセミナー7

（株）ケープ

12：30〜13：30
ランチョンセミナー8
ニッタ（株）
ユーキトレーディング

（株）

12：30〜13：30
ランチョンセミナー9
双日（株）

13：30〜14：10
基礎1
14078〜14082
座長：加藤　雪絵

13：30〜14：02
保存療法2
15108〜15111
座長：岡田　克之 13：50〜14：30

外科療法1
16136〜16140
座長：小林誠一郎

13：50〜14：22
リハビリテーション1
17159〜17162
座長：茂木　定之

13：50〜14：30
医療体制1
18180〜18184
座長：杉元　雅晴

13：50〜14：30
在宅医療1
19205〜19209
座長：高水　　勝

14：15〜14：55
教育・医療経済1
13054〜13058
座長：岡田　晋吾

14：15〜14：55
基礎2
14083〜14087
座長：門野　岳史

14：07〜14：47
保存療法3
15112〜15116
座長：切手　俊弘

14：27〜14：59
リハビリテーション2
17163〜17166
座長：柴崎　真澄

14：35〜15：15
外科療法2
16141〜16145
座長：小山恵美子

14：35〜15：15
医療体制2
18185〜18189
座長：宮嶋　正子

14：35〜15：15
機器・用具・薬剤1
19210〜19214
座長：松井　優子

15：00〜15：32
教育・医療経済2
13059〜13062
座長：天野　博雄

15：00〜15：32
基礎3
14089〜14092
座長：山中　正義

14：52〜15：24
保存療法4
15117〜15120
座長：永野みどり

15：04〜15：36
予防環境整備11
17167〜17170
座長：白石　弘美15：20〜15：52

外科療法3
16146〜16149
座長：紺家千津子

15：20〜16：00
医療体制3
18190〜18194
座長：鈴木　　定

15：20〜15：52
機器・用具・薬剤2
19215〜19218
座長：廣瀬　秀行15：37〜16：17

教育・医療経済3
13063〜13067
座長：岡本　泰岳

15：29〜16：09
保存療法5
15121〜15125
座長：山中　英治

15：41〜16：13
予防環境整備12
17171〜17174
座長：菅原　　啓

15：45〜16：25
基礎4
14093〜14097
座長：川合　重夫

15：57〜16：37
外科療法4
16150〜16154
座長：五十嵐直弥

15：57〜16：37
機器・用具・薬剤3
19219〜19223
座長：三富　陽子16：05〜16：45

医療体制4
18195〜18199
座長：祖父江正代

16：22〜17：02
教育・医療経済4
13068〜13072
座長：貝谷　敏子

16：14〜16：54
保存療法6
15126〜15130
座長：藤本由美子

16：18〜16：58
栄養ケア・口腔ケア1
17175〜17179
座長：矢口美恵子

16：30〜17：10
基礎5
14098〜14102
座長：河合　修三

16：42〜17：14
外科療法5
16155〜16158
座長：佐藤　理子

16：42〜17：22
機器・用具・薬剤4
19224〜19228
座長：館　　正弘

16：50〜17：30
医療体制5
18200〜18204
座長：田村　政昭17：07〜17：47

教育・医療経済5
13073〜13077
座長：梶原　隆司

16：59〜17：39
保存療法7
15131〜15135
座長：山本由利子

17：15〜17：55
基礎6
14103〜14107
座長：森　　將晏
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日　程　表
第２日目　９月８日（土）

グリーンドーム前橋 群馬県民会館

第1会場
（1F アリーナ）

第2会場
（B1F サブイベントエリア）

3F コン
コース

1F 102・103・
104会議室

2F 202
会議室

第3会場
（1F 大ホール）

第4会場
（2F 小ホール）

第5会場
（4F 402会議室）

9：00〜11：00
シンポジウム3
ラップ療法−過去・現
在・未来−
オーガナイザー：
　　　塚田　邦夫
　　　大西　山大

9：00〜11：00
シンポジウム4
ハイリスク加算−「褥
瘡ハイリスク患者ケア
加算」実施の現状と今
後の課題−
オーガナイザー：
　　　田中　秀子
　　　真田　弘美

9：00〜15：00
医療福祉機器
展示

9：00〜15：00
ホスピタリテ
ィールーム
スミス・アン
ド・ネフュー
ウンド マネジ
メント（株）

9：00〜11：00
ビューティー
アップセミナ
ー

（株）資生堂リ
サーチセンタ
ー

9：00〜09：45
教育講演8
シーティング技術の基
本と褥瘡予防
座長：髙橋　　誠
演者：木之瀬　隆

9：00〜11：00
シンポジウム5
病院・在宅における終
末期医療−褥瘡に対す
るかかわり方という視
点から−
オーガナイザー：
　　　菅野　圭一
　　　中里　貴江

9：00〜9：40
予防環境整備13
22229〜22233
座長：橘　　幸子

9：45〜10：30
教育講演9
草津温泉療法−温泉の
効能の科学的検証−
座長：足立香代子
演者：久保田一雄

9：45〜10：25
予防環境整備14
22234〜22238
座長：立花　隆夫

10：30〜11：15
教育講演10
臨床現場でエビデンス
を発掘してみよう！
−臨床研究を実施する
際のルールとマナー
座長：田中マキ子
演者：操　　華子11：00〜11：45

教育講演6
周術期患者の褥瘡予防
座長：徳永　惠子
演者：鈴木　伸代

11：00〜11：45
教育講演7
論文作法の ABC
座長：佐々木哲雄
演者：上出　良一 11：30〜12：30

ランチョンセミナー11
スミス・アンド・ネフ
ュー ウンド マネジメ
ント（株）

11：30〜12：30
ランチョンセミナー12
興和創薬（株）

11：30〜12：30
ランチョンセミナー13

（株）ポーラファルマ
（旧：（株）科薬）
※第5・第6会場にて

12：00〜13：00
ランチョンセミナー1B
学術集会主催
後援：東日本旅客鉄道

（株）高崎支社

12：00〜13：00
ランチョンセミナー10
科研製薬（株）
アルケア（株）

13：00〜15：00
ビューティー
アップセミナ
ー

（株）資生堂リ
サーチセンタ
ー

13：10〜14：50
コンセンサス
シンポジウム
学術教育委員会

15：00〜15：50
スペシャルイベント
住田裕子弁護士講演
司会：石川　　治

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

15：50〜16：00
閉　会　式
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群馬県民会館 前橋商工会議所会館

第6会場
（4F 403会議室）

第7会場
（5F 503・504会議室）

第8会場
（5F 505・506会議室）

第9会場
（2F サクラ）

第10会場
（2F ローズ）

第11会場
（3F リリィー）

第12会場
（3F アイビー）

第13会場
（第一委員会室）

9：00〜9：40
その他1
23239〜23243
座長：田中　克己

9：00〜9：40
基礎7
24249〜24253
座長：寺師　浩人

9：00〜9：40
その他3
25264〜25268
座長：永澤　康滋

9：00〜9：45
教育講演11
高齢者の弱さと強さを
アセスメントしてケア
に生かす
座長：登坂　有子
演者：小泉美佐子

9：00〜9：40
栄養ケア・口腔ケア2
27279〜27283
座長：木村　　中

9：00〜09：40
医療体制6
28294〜28298
座長：野上　玲子

9：00〜9：40
医療体制9
29309〜29313
座長：岡部　勝行

9：00〜11：00
スポンサード
セミナー
体験して学ぶ
褥瘡アセスメ
ント実習
ブリストル・
マイヤーズ ス
クイブ（株）コ
ンバテック事
業部

9：45〜10：25
その他2
23244〜23248
座長：田端　恵子

9：45〜10：25
基礎8
24254〜24258
座長：寺嶋　和子

9：45〜10：25
その他4
25269〜25273
座長：長瀬　　敬

9：45〜10：25
栄養ケア・口腔ケア3
27284〜27288
座長：曽我部陽子

9：45〜10：25
医療体制7
28299〜28303
座長：野口まどか

9：45〜10：25
医療体制10
29314〜29318
座長：原田　俊子10：00〜11：00

スポンサードレクチャ
ー
大腿骨頸部骨折の病
態．治療．合併症
帝人ファーマ（株）10：30〜11：18

基礎9
24259〜24263，24324
座長：中川ひろみ

10：30〜11：10
その他5
25274〜25278
座長：中西　秀樹

10：30〜11：10
栄養ケア・口腔ケア4
27289〜27293
座長：中村　義徳

10：30〜11：10
医療体制8
28304〜28308
座長：山田　陽子

10：30〜11：10
医療体制11
29319〜29323
座長：前川　厚子

11：30〜12：30
ランチョンセミナー
13

（株）ポーラファルマ
（旧：（株）科薬）
※第5・第6会場にて

11：50〜12：50
ランチョンセミナー
14
エーザイ（株）

11：50〜12：50
ランチョンセミナー
15
ヤンセンファーマ（株）

11：50〜12：50
ランチョンセミナー
16
テルモ（株）
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第９回日本褥瘡学会学術集会日程

第１日：９月７日（金）
〔第１会場（グリーンドーム前橋 アリーナ）〕

9：50～10：00

開　　会　　式

10：00～10：45

特別講演１

� 座長：森口　隆彦（川崎医科大学　形成外科・美容外科）

　　　　褥瘡を診る

群馬大学大学院医学系研究科　皮膚病態学　石川　　治……………321

10：45～11：45

総　　会

研究助成発表

座長：米田　隆志（芝浦工業大学　システム工学部）

カーボンナノ物質を用いた創傷に対する drug�delivery�system の開発

� 北海道大学大学院医学研究科　形成外科　小浦場祥夫ほか１名…371

脊髄損傷者の褥瘡予防行動の認識と褥瘡反復のプロセス

�東京大学医学系研究科　健康科学・看護学専攻老年看護学／創傷看護学分野　貝谷　敏子ほか５名…372

12：00～13：00

ランチョンセミナー　１A

　　　　「切らずに治す」最先端がん治療

　　　　　　　中野　隆史（群馬大学大学院医学系研究科病態腫瘍制御学講座　腫瘍放射線学分野）

　　　　座長：竹原　和彦（金沢大学大学院医学系研究科　皮膚科学教室）

� （学術集会主催 /後援：ブリストル・マイヤーズ�スクイブ（株）コンバテック事業部）
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13：15～13：55

特別講演２

� 座長：高玉　真光（財団法人老年病研究所附属病院）

　　　　高齢者医療施設の今～認知症の現場における私たちの工夫

� 医療法人大誠会内田病院　田中　志子……………322

13：55～14：40

教育講演１

 座長：須釜　淳子（金沢大学大学院医学系研究科　保健学専攻）

　　　　ハイリスク加算について

� 金沢医科大学　形成外科　川上　重彦……………325

14：40～15：25

教育講演２

� 座長：鳥居　修平（名古屋大学大学院医学系研究科　機能構築医学専攻運動・形態外科学形成外科学）

　　　　外用剤・被覆材の使い方

� 群馬大学医学部附属病院　皮膚科　永井　弥生……………326

15：25～16：05

特別講演３

� 座長：石川　　治（群馬大学大学院医学系研究科　皮膚病態学）

　　　　褥瘡予防・管理のパラダイムシフト　—経験から科学へ—

� 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　真田　弘美……………323

16：05～16：50

教育講演３

� 座長：穴澤　貞夫（東京慈恵会医科大学附属第三病院　外科）

　　　　皮膚創傷治癒のメカニズム：褥瘡治療法の理論的背景を理解するために

� 東京医科大学　皮膚科　坪井　良治……………327

16：50～17：50

教育セミナー

　　　　再生医療の最前線

　　　　　　　　田畑　泰彦（京都大学再生医科学研究所　生体組織工学研究部門生体材料学分野）

　　　　　座長：石川　　治（群馬大学大学院医学系研究科　皮膚病態学）
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17：50～18：30

実態調査委員会報告 司会：志渡　晃一（北海道医療大学大学院　看護福祉学研究科）

　　　　2006年度　褥瘡ならびに褥瘡有病者の実態調査報告

� 金沢大学大学院医学系研究科　保健学　須釜　淳子……………369

〔第２会場（グリーンドーム前橋 サブイベントエリア）〕

12：00～13：00

ランチョンセミナー　2

　　　　アルギニン投与による創傷治癒の促進−その基礎と実践−

　　　　　　　　東口　髙志（藤田保健衛生大学医学部　外科学・緩和ケア講座）

　　　　　座長：美濃　良夫（阪和第一泉北病院　内科）

� （ノバルティス　ニュートリション（株））

13：15～14：00

教育講演４

� 座長：藤井　　徹（長崎大学名誉教授）

　　　　外科的治療の適応と手術の実際

� 埼玉医科大学　形成外科　市岡　　滋………………328

14：00～14：45

教育講演５

� 座長：中條　俊夫（医療法人財団青葉会青葉病院）

　　　　褥瘡に関する保険制度

� 阪和第一泉北病院　内科　美濃　良夫……………329

14：50～16：50

シンポジウム１

褥瘡の在宅医療−在宅褥瘡治療−

 　オーガナイザー：大浦　武彦　　　　　　　　　　　　　医療法人社団廣仁会　褥瘡・創傷治癒研究所

 沼田　美幸　セコム医療システム（株）訪問看護ステーション看護部　看護師採用室

S1-1．医師はなぜ在宅褥創をしないのか

� 医療法人研医会高岡駅南クリニック　塚田　邦夫……………344

S1-2．在宅褥瘡患者への形成外科的アプローチ

� おかべ形成・整形外科クリニック　岡部　勝行ほか４名…345

S1-3．在宅褥瘡治療・ケアを難渋させるものにどう対応するか　—訪問看護の事例を通しての一考察—

� （株）清心みのり地域看護ステーション　板倉　洋子……………346
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S1-4．�医療機関と訪問看護ステーションとの看護連携　—褥瘡に関する病棟看護師と訪問看護師の指導の

相違—

� 済生会三田訪問看護ステーション　森本みづか……………347

【特別発言】愛知県三好町における在宅床ずれ対策事業について

� 三九朗病院形成外科／三好町床ずれ対策事業プロデューサー　堀田　由浩……………348

17：00～18：00

イブニングセミナー

　　　　「−A�consensus�document −創傷滲出液およびドレッシング材の役割」を考える

　　　　　　　　松㟢　恭一（川崎市立多摩病院）

　　　　　座長：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）

� （ブリストル・マイヤーズ�スクイブ（株）コンバテック事業部）

〔第３会場（群馬県民会館 大ホール）〕

12：00～13：00

ランチョンセミナー　3

　　　　高齢者のスキンケア

　　　　　　　　安部　正敏（群馬大学大学院医学系研究科　皮膚病態学）

　　　　　座長：古江　増隆（九州大学大学院医学研究院　皮膚科学分野）

� （マルホ（株））

13：30～15：30

ケースバトルカンファレンス

行列の出来る褥瘡相談所！

　　　　　　　　　　　　　オーガナイザー：大西　一徳（前橋赤十字病院　皮膚科）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内藤　志穂（東海大学医学部附属病院　看護部）

　　　　　　　　　　　法律コメンテーター：紺　　正行（阿久津・紺法律事務所）

　　　　　　　　　　　　　コメンテーター：中里　貴江（訪問看護ステーションきらくな家）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松井佐知子（群馬大学医学部附属病院　看護部）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曽我部陽子（群馬大学医学部付属病院　皮膚科）

症例提示1．巨大ポケットを有する仙骨部褥瘡に対して陰圧閉鎖療法で治療した一例

� 小文字病院　形成外科　木股　完仁ほか１名…338

症例提示2．褥瘡ケアに対するチームアプローチの効果OWT中の治癒遅延症例を通して

� 彦根市立病院　看護部　西村　紀子ほか４名…339
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15：40～17：40

シンポジウム２

褥瘡の経済学

 オーガナイザー：池谷　俊郎　　　　　　前橋赤十字病院　外科

 鈴木　伸代　群馬大学医学部附属病院　看護部

S2-1.「病院」における褥瘡ケア　―求められる質と経済性―

� 桐生厚生総合病院　皮膚科　岡田　克之……………350

S2-2.「在宅」における褥瘡ケア　―求められる質と経済性―

� 訪問看護ステーションきらくな家　中里　貴江……………351

S2-3. 当院のエアマットレンタルシステム導入と掛かる経費の状況

� 前橋赤十字病院　総務課　鈴木　典浩……………352

〔第４会場 一般口演会場1 （群馬県民会館 小ホール）〕

12：00～13：00

ランチョンセミナー　4

　　　　褥瘡・栄養管理の地域連携

　　　　　　　　岡田　晋吾（北美原クリニック）

　　　　　座長：大村　健二（金沢大学　外科）

� （ニュートリー（株））

13：30～14：10

一般口演

予防環境整備1

� 座長：青木　和恵　静岡県立静岡がんセンター　看護管理室

11001．おむつの違いによるベビーパウダー散布の褥瘡予防効果の検討

� 公立丹南病院　看護部　清川　有美ほか６名…373

11002．重症心身障害児施設における日本語版ブレーデンスケールの有用性の検討　〜第一報〜

� 重症心身障害児施設ソレイユ川崎　リハビリテーション科　速水　　聰ほか１名…373

11003．療養型病院での在院期間と褥瘡形成部位

� 医療法人社団倭林会武蔵野台病院　薬剤部　木崎　大賀……………373

11004．在宅における難治性褥創に対するアセスメントとそのケア〜家族ケアを含めた環境整備の重要性〜

� 河北総合病院　東京・杉並家庭医療学センター　矢尾知恵子ほか４名…373

11005．褥瘡対策に何が有効であったか？　—対策内容と発生率の変化—

� 高木病院　宮原　　誠ほか７名…374
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14：15～14：55

一般口演

予防環境整備２

� 座長：荻原　伸子　館林厚生病院

11006．体位変換時における安楽・安定性の高い体位支持具の検討

� 信州大学医学部　保健学科　橋本みづほほか３名…374

11007．ベビーパウダーの散布による褥瘡予防効果の検討　—第４報：ケア所要時間のメーカー別比較検討—

� 公立丹南病院　看護部　松尾　淳子ほか５名…374

11008．当院における踵部褥瘡発生の分析と対策　—皮膚被膜剤を使用しての試み—

� 桐生厚生総合病院看護部　褥瘡対策室　大谷内千恵……………374

11009．褥瘡発生を予防しかつ安楽である体位変換用クッションの検証

� 駿河台日本大学病院　看護部　田辺　幸子ほか４名…375

11010．NICUにおける圧迫による皮膚障害発生の実態と発生要因

� 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　藤居久美子ほか６名…375

15：00～15：32

一般口演

予防環境整備３

� 座長：石井　義輝　健和会大手町病院　形成外科

11011．新生上皮の浸軟防止を目的とした皮膜形成剤（リキバリアⓇ）の臨床評価

� 松山協和病院　看護部　本田美由紀ほか６名…375

11012．褥瘡が発生したがん末期患者から悪化予防の対策を考える

� 群馬県立がんセンター　清水　栄子ほか３名…375

11013．褥瘡予防に対する看護師の意識改革を目指して

� 国家公務員共済組合連合会呉共済病院　飯星　　愛ほか４名…376

11014．体圧分散寝具の使用状況と褥瘡発生の関連からみた体圧分散ケアの問題点

� 岐阜県総合医療センター　スキンケア相談室　三輪　恵美ほか１名…376

15：37～16：17

一般口演

予防環境整備４

� 座長：石川眞里子　山梨大学大学院医学工学総合研究部　臨床看護学講座（小児看護学）

11015．クリニカルパスから分析した手術時皮膚障害の検討

� 渋川総合病院　手術室　淡島美智子ほか６名…376

11016．終末期癌患者における褥瘡発生の検討

� 公立七戸病院　看護部　西谷栄理子ほか２名…376

11017．救命救急センターにおける器具による褥瘡について
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� 兵庫県災害医療センター　冨岡　正雄……………377

11018．当院整形外科病棟における踵骨・アキレス腱部の褥瘡の発症状況とその要因について

� 公立小浜病院　看護部　重田　亜季ほか９名…377

11019．�圧分布測定システムを用い脊椎損傷患者日常生活における体圧分散クッションの客観的評価を行

った症例

� 神戸大学大学院医学系研究科　形成外科学　牧口　貴哉ほか４名…377

16：22～17：02

一般口演

予防環境整備５

� 座長：井手　芳彦　医療法人白十字会燿光リハビリテーション病院

11020．体圧分散マットレスの使用状況の現状と対策

� 愛知県がんセンター愛知病院　森　　由佳ほか９名…377

11021．褥瘡ハイリスク患者ケア加算に対する手術室での取り組み

� 群馬大学医学部附属病院　手術部　鈴木さや香ほか３名…378

11022．当病棟における褥瘡発生の現状と特徴

� 聖隷浜松病院　B3病棟　大村　　愛ほか２名…378

11023．スキンクリーンコットン SCCⓇの使用経験

� 医療法人福友会福友病院　看護部　森根　　康ほか３名…378

11024．全床ウレタンフォームマットレス導入後の褥瘡発生原因からみた課題

� 石巻赤十字病院　看護部褥瘡委員会　高橋恵美子ほか４名…378

17：07～17：47

一般口演

予防環境整備６

� 座長：伊藤美智子　社会保険看護研修センター

11025．体圧分散マットレスの代替品としてのエアーベッドの褥瘡予防効果

� 医療法人三和会東鷲宮病院　看護部　松原　恵みほか３名…379

11026．褥瘡対策委員会による手術室での取り組みと今後の課題　〜手術室看護師に対する意識調査より〜

� 氷見市民病院　川渕　早苗ほか２名…379

11027．体圧分散マットレス使用状況に基づく購入計画書の作成

� 医療法人財団松圓会東葛クリニック病院　石山　和美ほか５名…379

11028．がん終末期の褥瘡発生要因の検討

� 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２名…379

11029．ケア指導における成果と地域連携の課題について

� JA秋田厚生連湖東総合病院　褥瘡対策委員会　渡辺　　式ほか４名…380
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〔第５会場 一般口演会場2 （群馬県民会館 402会議室）〕

12：00～13：00　※第5・第6会場にて

ランチョンセミナー　5

　　　　局所と全体から見たスキンケアと栄養ケア

　　　　　　　　梶西ミチコ（福岡県看護協会）

　　　　　座長：足立香代子（せんぽ東京高輪病院　栄養管理室）

� （（株）大塚製薬工場，イーエヌ大塚製薬（株））

14：15～14：55

一般口演

予防環境整備７

� 座長：大浦　紀彦　杏林大学　救急医学・形成外科

12030．小規模病院療養病棟における褥創および栄養評価

� 海宝病院　花田　旗枝ほか９名…381

12031．踵部，下腿における褥瘡対策の取り組み

� 医療法人久康会平田病院　一般病棟　小野　健史ほか８名…381

12032．褥瘡対策に関する看護師のアセスメント視点の変化

� 岩手県立中央病院　看護部　出口　陽子……………381

12033．褥瘡を伴う便失禁に対して肛門にストーマ用装具を使用した一例

� 医療法人雪ノ聖母会聖マリア病院　医療安全管理本部　尾形由貴子ほか７名…381

12034．「中村の印象改善度」評価における信頼性の検討

� 聖隷浜松病院　褥瘡委員会　高柳　健二ほか９名…382

15：00～15：32

一般口演

予防環境整備8

� 座長：大慈弥裕之　福岡大学病院　形成外科

12035．がん終末期患者の褥瘡予防の検討

� 群馬県立がんセンター　岩瀬　賢志ほか３名…382

12036．手術台上での仰臥位における体圧分散マットレスの経時的体圧値変化の比較

� 駿河台日本大学病院　看護部　田宮　優子ほか４名…382

12037．当院における脊髄損傷者の褥瘡発生リスク状況と理学療法士の取り組み

� 兵庫県立総合リハビリテーションセンターリハビリテーション中央病院　

� リハビリ療法部　篠山　潤一ほか７名…382
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12038．当院の院内褥瘡発生における現状分析と今後の課題

� みやぎ県南中核病院　山形由紀子ほか６名…383

15：37～16：17

一般口演

予防環境整備９

� 座長：大村　裕子　東京オストミーセンター

12039．当院における褥瘡治療の選択とDESIGNとの関係

� 菰野厚生病院　神経内科　鈴木　日子ほか３名…383

12040．特別養護老人ホームにおける褥瘡予防器具としての円座の使用状況

� 千葉大学医学部附属病院　看護部　江幡　智栄ほか８名…383

12041．脊椎腹臥位手術時に発生する褥瘡要因と対策

� 関西労災病院　看護部　渡邉　光子ほか９名…383

12042．癌終末期における褥瘡ケア

� 特定医療法人緑壮会金田病院　看護部　本田　良子ほか７名…384

12043．当院で使用中の体圧分散寝具に対する臨床的評価

� 群馬大学医学部附属病院　看護部　松井佐知子ほか４名…384

16：22～17：02

一般口演

予防環境整備10

� 座長：大谷津恭之　佐久総合病院　形成外科

12044．急性期病院における体圧分散寝具の選択基準の作成　〜看護師が意図する選定要件の抽出より〜

� 大阪赤十字病院　看護部　安藤　嘉子ほか１名…384

12045．背あげ動作の尾骨部のずれ　〜圧分布測定システムを用いた視覚的評価〜

� 中部ろうさい病院　看護部　安　　京子ほか２名…384

12046．終末期における下腿腓骨部褥瘡の検討

� 中部ろうさい病院　看護部　後藤　　歩ほか３名…385

12047．長時間手術によって生じた褥瘡症例の検討

� 六甲アイランド病院　中央手術部　渡邊　みよほか８名…385

12048．スキンケアの充実をめざして　〜スキンケアチームの活動報告〜

� 医療法人天神会新古賀病院　三上真由美ほか４名…385

17：07～17：47

一般口演

保存療法1

� 座長：岡　　博昭　川崎医科大学　形成外科・美容外科
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12049．ティエール（ハイドロポリマー・ドレッシング材）を用いた持続吸引療法

� 長浜赤十字病院　形成外科　黒川　正人ほか３名…385

12050．難治性褥瘡に対する Light-emittingdiode を用いた光線療法の試み

� 日本医科大学武蔵小杉病院　形成外科　梅澤　裕己ほか４名…386

12051．褥瘡や熱傷の治療経過中にみられた過剰肉芽

� 山形市立病院済生館　皮膚科　角田　孝彦ほか１名…386

12052．特異な前褥瘡状態と考えられた脊髄損傷患者の坐骨部病変の一例

� 独立行政法人国立病院機構村山医療センター　臨床研究センター　長瀬　　敬ほか６名…386

12053．褥瘡処置におけるラップ療法の効果について

� みどりヶ丘病院　松木　正史ほか８名…386

〔第６会場 一般口演会場3 （群馬県民会館 403会議室）〕

14：15～14：55

一般口演

教育・医療経済1

� 座長：岡田　晋吾　北美原クリニック

13054．褥瘡新聞の発行　—職員教育の一方法の開発—

� 医療法人和同会宇部リハビリテーション病院　看護部　藤原　和代ほか３名…387

13055．DESIGN教育における効果的なスライド

� 九州大学病院　皮膚科　深川　修司ほか６名…387

13056．亜急性病床を利用した仙骨部Ⅳ度褥瘡の治療

� 公立七戸病院　外科　櫻庭　弘康ほか２名…387

13057．褥瘡発生予防クリニカルパス導入後における褥瘡発生の現状分析と今後の課題

� 市立伊勢総合病院　田所　文佳ほか３名…387

13058．WOC看護認定看護師が褥瘡管理をしていく上で必要となるコンピテンシーの明確化

� 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　

� 西澤　知江ほか４名…388

15：00～15：32

一般口演

教育・医療経済2

� 座長：天野　博雄　群馬大学医学部附属病院　皮膚科

13059．褥瘡認識調査から褥瘡対策委員会の今後の活動を考える

� 社団法人鹿児島共済会南風病院　褥瘡対策委員会　大山　志保ほか２名…388

13060．褥瘡予防におけるポジショニング指導の現状と課題

� 天神会新古賀病院　看護部　柳　真裕美ほか３名…388
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13061．フォーカスグループインタビューを用いた褥瘡予防に対する病棟看護の質評価指標の開発

� 東京大学大学院医学系研究科　健康科学・看護学専攻創傷看護学分野　小柳　礼恵ほか５名…388

13062．褥瘡ケアの臨床教育におけるNCMの評価

� 医療法人財団松圓会東葛クリニック病院　栄養部臨床栄養課　高崎　美幸ほか５名…389

15：37～16：17

一般口演

教育・医療経済3

� 座長：岡本　泰岳　トヨタ記念病院　形成外科

13063．看護師に対する褥瘡ケア教育とその理解度調査

� 医療法人社団寿量会熊本機能病院　薬剤部　今村　尚子ほか５名…389

13064．褥瘡に関する認識向上のための試み　—褥瘡テスト・研修を実施して—

� 独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター　11号第２センター　野田　仁美ほか３名…389

13065．褥瘡対策委員会の運営方法の検討と実績

� 医療法人財団康生会武田病院　看護部　前田ひろ美ほか３名…389

13066．地域での褥瘡勉強会の意義

� 東葛クリニック病院　PUT（褥瘡対策チーム）　秋山　和宏ほか４名…390

13067．全国的な褥瘡教育が広がる中，混濁した滲出液への理解は変わったか？

� 公立山城病院　外科　山口　明浩……………390

16：22～17：02

一般口演

教育・医療経済4

� 座長：貝谷　敏子　東京大学大学院医学系研究科　健康科学・看護学専攻

13068．脊髄損傷患者における褥瘡反復形成に即した褥瘡予防プログラムの実施：第１報�プログラムの立案

� 独立行政法人国立病院機構村山医療センター　看護部　三輪　定子ほか８名…390

13069．脊髄損傷患者における褥瘡反復形成に即した褥瘡予防プログラムの実施：第２報�事例検討

� 独立行政法人国立病院機構村山医療センター　看護部　小山田香織ほか８名…390

13070．脊髄損傷を伴う褥瘡入院患者の病歴聴取用チェックシートを作成して

� 独立行政法人国立病院機構村山医療センター　看護部　石原　友恵ほか６名…391

13071．中小病院における意識改革：最低限のコラボレーションのために

� 至誠堂冨田病院　看護部長　新籾　安子……………391

13072．経過が一目でわかる褥瘡パスを目指して

� 白十字病院　栗原いずみほか６名…391
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17：07～17：47

一般口演

教育・医療経済５

� 座長：梶原　隆司　（株）モルテン　健康用品事業本部

13073．NSTスキンケアチームにおける看護師教育システムの構築

� 養生会かしま病院　看護部　伊藤　絵理ほか７名…391

13074．褥瘡ハイリスク患者ケア加算取得前後の褥瘡発生率と褥瘡発生に関連するハイリスク項目について

� 東京大学医学部附属病院　看護部　宇野　光子ほか10名…392

13075．�学会発表が看護スタッフ教育に及ぼす効果　〜知識の習得・診療の記録と整理・演題の構築など

を経験して〜

� 医療法人社団中津胃腸病院　外科　岩本　拓也ほか１名…392

13076．当院褥瘡対策チーム活動に対する院内院外からの要望

� 藤沢市民病院　地域医療部地域医療連携室　内藤亜由美……………392

13077．褥瘡対策委員会における褥瘡予防担当看護師の役割意識向上のための取り組み

� 大分大学医学部附属病院　看護部　芦田　幸代ほか４名…392

〔第７会場 一般口演会場4 （群馬県民会館 503・504会議室）〕

12：00～13：00

ランチョンセミナー　6

　　　　ポジショニングの課題と秘訣

　　　　　　　　田中マキ子（山口県立大学　看護栄養学部）

　　　　　　　　内藤亜由美（藤沢市民病院地域医療連携室　WOC相談室担当）

　　　　　座長：髙橋　　誠（�北海道大学大学院情報科学研究科　生体システム工学講座）

� （アキレス（株））

13：30～14：10

一般口演

基礎1

� 座長：加藤　雪絵　医療法人生長会ベルランド総合病院　看護部

14078．�胃瘻造設後バンパー部圧迫による褥瘡（皮膚潰瘍）及びスキントラブルに対する院内マニュアル

化を目指して

� 屏風ヶ浦病院　外科　矢野　剛司ほか１名…393

14079．シーツの『張り』が仙骨部体圧に及ぼす影響

� 医療法人回生会大西病院　リハビリテーション科　天野　智文ほか２名…393

14080．褥瘡表面細胞外マトリックスの多様性とそれを活かした看護ケア

� 愛知県立看護大学　松本　尚子ほか６名…393



褥瘡会誌（2007）� ―293―

14081．�褥瘡発生予防シートを体側に貼付することの意義と“身代わり効果”：有限要素法によるシミュレ

ーションから

� 日本医科大学千葉北総病院　秋元　正宇ほか２名…393

14082．褥瘡発生機構に関する基礎的研究　—加圧刺激に特異的に応答する遺伝子の検討—

� 滋賀医科大学医学部　看護学科　高田　直子ほか１名…394

14：15～14：55

一般口演

基礎2

� 座長：門野　岳史　東京大学医学部附属病院　皮膚科

14083．褥瘡発生におけるずれ力が及ぼす皮下血管への影響の検討

� 北海道大学大学院医学研究科　形成外科　長尾　宗朝ほか８名…394

14084．褥瘡発症ハイリスク者のスクリーニングにおける皮膚吸引観察所見と血液理化学検査値

� 財団法人愛生会多摩成人病研究所　澁谷　正行ほか１名…394

14085．褥瘡周囲の温度および皮膚エコー所見の経時的変化

� 東京大学医学部附属病院　皮膚科　門野　岳史ほか９名…394

14086．重症虚血肢にみられた包帯による褥瘡が疑われる中足部の潰瘍とその転帰

� 時計台記念病院　形成外科・創傷治療センター　小浦場祥夫ほか７名…395

14087．褥瘡ポケットに対する PRP（多血小板血漿）を使用した治療

� 医誠会病院　形成外科　美容外科　三宅ヨシカズほか３名…395

15：00～15：32

一般口演

基礎3

� 座長：山中　正義　群馬大学大学院医学系研究科　皮膚病態学

14089．褥瘡の早期治療を目指して　〜新しい処置を試みて〜

� 医療法人生長会愛風病院　南２病棟　靜　　真弓ほか２名…395

14090．褥瘡の初期型・遅延型ポケットに関する病理組織学的検討

� 北海道大学大学院医学系研究科　形成外科　小浦場祥夫ほか６名…395

14091．療養病床における褥瘡治療の有効性　—陰圧閉鎖療法の効果—

� 鶴巻温泉病院　看護部　市川多佳子ほか３名…396

14092．尾骨部重度褥瘡の６例の検討

� 国立長寿医療センター　看護部　山中　　真ほか２名…396
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15：45～16：25

一般口演

基礎4

� 座長：川合　重夫　東芝病院　外科

14093．皮膚虚血再潅流モデルを用いた褥瘡形成機序の検討

� 金沢大学大学院医学系研究科　皮膚科学講座　斎藤　佑希ほか４名…396

14094．薄型ずれ力・圧センサ（VERG社：インテグラ）の特性（第４報）

� 北海道大学大学院情報科学研究科　生体システム工学講座　髙橋　　誠ほか１名…396

14095．肉眼的に観察可能な加圧負荷褥瘡モデルラットの体位の検討

� 富山大学大学院医学薬学研究部（医学）　和漢診療学講座　木村　真梨ほか２名…397

14096．難冶性スキントラブルに対して近赤外線療法併用を試みて

� 医療法人順和長尾病院　看護部　嘉数佳代子ほか１名…397

14097．当院における術中側臥位患者のマットレスの検討

� 大阪船員保険病院　手術室　西村　智美ほか１名…397

16：30～17：10

一般口演

基礎5

� 座長：河合　修三　皮フ科シュウゾー

14098．当センターにおける褥瘡の鑑別診断

� 国立長寿医療センター　先端医療部先端薬物療法科（皮膚科）　磯貝　善蔵ほか１名…397

14099．定圧荷重時の皮膚表面血流量変化と平均血圧との関係

� 北海道大学大学院　情報科学研究科　杉山　　瞳ほか４名…398

14100．仙骨部体圧と局所皮膚血流量の関係

� 医療法人永仁会永仁会病院　診療技術部　織田　敦男ほか８名…398

14101．新規スキンケア成分（セラミド）による回腸人工肛門周囲皮膚潰瘍の治癒効果

� アルケア株式会社　沼田　　悟ほか２名…398

14102．褥瘡好発部位における加齢による皮膚知覚低下に関する検討

� 公立丹南病院　看護部　松尾　淳子ほか３名…398

17：15～17：55

一般口演

基礎6

� 座長：森　　將晏　岡山県立大学保健福祉学部　看護学科

14103．種々のウレタンフォームマットレスを用いた背上げによる褥瘡発生リスクの検証

� 阪和第一泉北病院　美濃　良夫ほか２名…399

14104．治癒促進を目指した補助用具の使用経験
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� 医療法人医仁会中村記念病院　看護部　芳賀　理己ほか２名…399

14105．外科系HCU病棟における体圧強度及びその持続と褥瘡発生との関係

� 東京大学大学院医学系研究科　酒井　　梢ほか９名…399

14106．臥位における大腿部支持クッションの有効性と体圧分散マットレスの比較検討

� 玉野総合医療専門学校　保健看護学科　遠藤　明美ほか４名…399

14107．加圧部皮膚の組織酸素測定方法に関する基礎研究

� 岩手看護短期大学　看護学科　片倉久美子ほか４名…400

〔第８会場 一般口演会場5 （群馬県民会館 505・506会議室）〕

13：30～14：02

一般口演

保存療法2

� 座長：岡田　克之　桐生厚生総合病院　皮膚科

15108．褥瘡，手術のタイミング

� 東戸塚記念病院　形成外科　伊吾田慎一ほか２名…401

15109．当院における陰圧持続吸引療法21例の検討

� 沖縄協同病院　外科　比嘉　　聡ほか２名…401

15110．Kissing�decubitus（仮称）について

� 金沢医科大学　環境皮膚科学教室　田邉　　洋ほか４名…401

15111．陰圧閉鎖療法を用い症状緩和が図れた終末期仙骨部褥瘡患者の１例

� 三重県立総合医療センター　看護部　大川　恵美ほか１名…401

14：07～14：47

一般口演

保存療法３

� 座長：切手　俊弘　大分大学　第１外科

15112．終末期の著明な下肢浮腫に褥瘡を発生し，治癒した看護の一考察

� 日本医科大学千葉北総病院　看護部　花澤みどりほか2名…402

15113．ダーマボンドⓇによる亀裂性褥瘡に対する治療例

� 医療法人社団浅ノ川浅ノ川総合病院　形成外科　池田　和隆ほか２名…402

15114．OWT療法に変更したことが効果的であった脊損患者に生じたNPUAPⅣ度の大転子部褥創の一例

� 市立藤井寺市民病院　外科　山崎　圭一ほか７名…402

15115．褥瘡の治癒阻害要因についての検討　〜当院における褥瘡管理状況を振り返って〜

� 医療法人福西会川浪病院　高木　良重ほか１名…402

15116．褥瘡治療に陰圧閉鎖療法を導入された１症例

� 平成紫川会社会保険小倉記念病院　仮屋崎通子……………403

Expensive
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14：52～15：24

一般口演

保存療法4

� 座長：永野みどり　千葉大学大学院看護学研究科　病院看護システム管理学

15117．皮弁形成術後，皮下ポケットを生じた場合の無水エタノール硬化療法の有用性

� 十善会病院　形成外科　鈴木　裕一ほか２名…403

15118．褥瘡に対する創内持続陰圧洗浄療法とVacuum-Assisted�Closure の比較検討

� 久留米大学　形成外科・顎顔面外科　守永　圭吾ほか４名…403

15119．�創傷治癒に対するプラスモイストTMVの有効性について　〜遺伝的糖尿病マウスを用いた実験

的研究〜

� 医療法人福友会福友病院　形成外科　大西　山大ほか３名…403

15120．陰圧閉鎖療法にフィブラストⓇスプレー（b-FGF）が効果を示した重症仙骨部褥瘡の１例

� 公立岩瀬病院　皮膚科　橋本　真一ほか４名…404

15：29～16：09

一般口演

保存療法5

� 座長：山中　英治　若草第一病院　外科

15121．「オキシドール生理食塩水混合液」を用いたポケット内洗浄で著明に改善した重症褥瘡

� 医療法人平和会吉田病院　内科　辻田　　敏ほか８名…404

15122．死腔を伴う巨大感染創に対して陰圧閉鎖療法と持続的創内洗浄が有効であった一例

� 医療法人社団中津胃腸病院　看護部　川添　幸恵ほか６名…404

15123．DESIGNを用いて経過観察を行った薬剤性皮膚潰瘍の一例

� 特別医療法人春回会井上病院　形成外科　福井　雅士ほか１名…404

15124．胃瘻挿入部にみられる過剰肉芽に対してステロイド軟膏が有効であったと思われる2例

� 医療法人福友会福友病院　形成外科　大西　山大ほか３名…405

15125．載石位における SUDスケールを用いた大腿挙上角度の検討

� 大阪大学医学部付属病院　青木　祐子……………405

16：14～16：54

一般口演

保存療法6

� 座長：藤本由美子　神戸市立中央市民病院　看護部

15126．ラップ療法に伴う悪臭にはフランセチンTパウダーが有用である

� 三和会東鷲宮病院　循環器・心臓血管外科　水原　章浩……………405

15127．�開放性ウエットドレッシングOWTによる，処置困難部位（耳介，後頭部，尾骨部，膝屈側など）

の褥瘡の治療
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� 特定・特別医療法人慈泉会相澤病院　褥瘡対策チーム　鳥谷部俊一ほか８名…405

15128．薬剤師の関与によって治癒した瘻孔を有した糖尿病性壊疽の１症例

� 桜ヶ丘病院　薬剤科　吉田　久美……………406

15129．�ヨウ素製剤とトレチノイントコフェリル軟膏のブレンド薬剤による創面の清浄化と肉芽形成促進

に関する検討例

� 国立長寿医療センター　薬剤部　古田　勝経ほか３名…406

15130．褥瘡に対してヨードコート軟膏Ⓡを使用した経験

� 愛知医科大学　形成外科　西堀　公治ほか２名…406

16：59～17：39

一般口演

保存療法7

� 座長：山本由利子　高松赤十字病院

15131．ヨウ素製剤の L- チロシンおよび卵黄レシチンに対する反応性

� 名古屋市立大学大学院薬学研究科　野田　康弘ほか２名…406

15132．簡易VACシステムによる褥瘡治療

� 八尾徳洲会病院　形成外科　小林　理恵ほか１名…407

15133．Stage�I�褥瘡における振動の治癒促進効果

� 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　野村　　碧ほか９名…407

15134．褥瘡に対する穴あきポリエチレン療法の経験

� 揖斐厚生病院　皮膚科・褥瘡対策委員会　藤広満智子ほか１名…407

15135．血流障害を有する下腿潰瘍の治療　〜ラップ療法で治せる潰瘍と治せない潰瘍〜

� 有田共立病院　外科　武内　謙輔……………407

〔第９会場 一般口演会場6 （前橋商工会議所 サクラ）〕

12：30～13：30

ランチョンセミナー　7

褥瘡対策最前線2007

　　　　急性期病院での褥瘡対策の実際

　　　　　　　　宇野　光子（東京大学医学部附属病院看護部　WOC看護認定看護師）

　　　　脊髄損傷患者の褥瘡対策：オーダーメイドケアを目指して

　　　　　　　　長瀬　　敬（独立行政法人国立病院機構村山医療センター　先端医療開発研究部長）

　　　　　座長：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）

� （（株）ケープ）

Expensive
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13：50～14：30

一般口演

外科療法1

� 座長：小林誠一郎　岩手医科大学　形成外科

16136．Deep�Tissue�Injury の治療

� 群馬県済生会前橋病院　西野緒里依ほか３名…408

16137．陰圧閉鎖療法と分層植皮の併用による褥瘡の治療

� 金沢医科大学　形成外科　岸邊　美幸ほか１名…408

16138．化膿性股関節炎，腸腰筋膿瘍，フルニエ壊疽を合併した坐骨部褥瘡の１例

� 美唄労災病院　形成外科　藤岡　浩賢ほか３名…408

16139．深い褥瘡を陰圧閉鎖療法と手術療法を併用し治癒した1例

� 名古屋第一赤十字病院　形成外科　菱田　雅之ほか１名…408

16140．腰椎・仙骨の骨破壊のために脊髄嚢を結紮した褥瘡の１例

� 函館中央病院　形成外科　木村　　中ほか６名…409

14：35～15：15

一般口演

外科療法2

� 座長：小山恵美子　倉敷平成病院　看護部

16141．トイレ内ひきこもり患者の便座による褥瘡の一例

� 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院　形成外科　本田　　進ほか10名…409

16142．褥瘡手術におけるエアスプレー一体型電気メスの使用

� 聖マリア病院　形成外科　三川　信之ほか８名…409

16143．坐骨結節切除により会陰部褥瘡を生じた車いす患者2例の報告

� 神戸大学医学部附属病院　褥瘡グループ　藤井　美樹ほか５名…409

16144．G群連鎖球菌による壊死性筋膜炎の2例

� 金沢大学大学院医学系研究科　皮膚科学教室　水野　美幸ほか６名…410

16145．仙骨部褥瘡再建における perforator�pedicled�propeller�（PPP）�flap�method

� 日本医科大学武蔵小杉病院　形成外科　大木　琴美ほか４名…410

15：20～15：52

一般口演

外科療法3

� 座長：紺家千津子　金沢大学大学院医学系研究科　保健学専攻看護科学領域

16146．当院における褥瘡手術症例の検討

� 大阪船員保険病院　形成外科　田島　宏樹ほか２名…410

16147．当科39年間の仙骨部褥瘡手術　—術式の変遷と手術成績—
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� 東京慈恵会医科大学附属柏病院　形成外科　野嶋　公博ほか１名…410

16148．地域一般病院での褥瘡手術症例の検討

� 南大和病院　池田　重雄ほか５名…411

16149．褥瘡に対する植皮術・不生着症例の経験から

� 市立四日市病院　形成外科　風戸　孝夫ほか１名…411

15：57～16：37

一般口演

外科療法4

 座長：五十嵐直弥　利根中央病院　皮膚科

16150．レストン固定と分割手術にて治療を行った仙骨部褥瘡瘻孔形成難治症例

� 日本医科大学付属病院　形成外科　大木更一郎ほか３名…411

16151．褥瘡手術後に生じた瘻孔に対するエタノール硬化療法

� 岩手医科大学　形成外科　本多　孝之ほか２名…411

16152．当科における皮弁作成法による褥瘡治療の経験

� 八千代病院　藤井　公人ほか６名…412

16153．Buriedchipskingraft が有効であった仙骨部褥瘡の２例

� 日本赤十字社医療センター　皮膚科　今門　純久ほか５名…412

16154．褥瘡ポケット拡大傾斜切開防の効果と問題点の検討

� 牛久愛和総合病院　形成外科　高橋　　元ほか10名…412

16：42～17：14

一般口演

外科療法5

 座長：佐藤　理子　医療法人鉄蕉会亀田総合病院　看護管理部

16155．褥瘡の手術合併症例の検討

� 福岡大学　形成外科　牧野　太郎ほか５名…412

16156．当院における褥瘡術後死亡患者5例の検討

� 埼玉県央病院　形成外科　深井　孝郎ほか10名…413

16157．褥瘡に起因した化膿性股関節炎に対する患肢温存治療の経験

� 埼玉医科大学病院　形成外科　桑原　　靖ほか５名…413

16158．炎天下のアスファルト上に長時間倒れ褥瘡をきたした1例

� 川崎医科大学　形成外科・美容外科　篠山　美香ほか４名…413

Expensive
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〔第10会場 一般口演会場7 （前橋商工会議所 ローズ）〕

12：30～13：30

ランチョンセミナー　8

　　　　臥位で発生する褥瘡はシーティング技術で予防する　パート２
　　　　　　　　　—車いすクッションの選定と圧力測定—

　　　　　　　　木之瀬　隆（首都大学東京健康福祉学部　作業療法学科）

　　　　　座長：鳥居　修平（�名古屋大学大学院医学系研究科　機能構築医学専攻運動・形態外科学

形成外科学）

� （ニッタ（株），ユーキトレーディング（株））

13：50～14：22

一般口演

リハビリテーション1

� 座長：茂木　定之　JA 広島総合病院　形成外科

17159．�右大転子の完全除圧を図った一症例　〜右側臥位をとるためのマットレスの使用方法における工

夫〜

� 鶴巻温泉病院　リハビリテーション部　吉田　雅子ほか３名…414

17160．脊髄損傷患者における難治性仙骨部褥瘡の在宅治療に向けての看護

� 大阪府立身体障害者福祉センター附属病院　鐘築　恵子ほか５名…414

17161．超音波照射が褥瘡に対して与える影響　—single�case 実験法に基づいて—

� 神戸大学大学院医学系研究科　保健学専攻／栄宏会土井病院　リハビリテーション科

� 　前重　伯壮ほか２名…414

17162．脊髄損傷者における車いす上除圧姿勢の効果について

� 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　武田　正則ほか２名…414

14：27～14：59

一般口演

リハビリテーション2

� 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

17163．難治性褥瘡患者のポジショニングの工夫

� 老年病研究所附属病院　褥瘡対策委員会　大澤　明子ほか５名…415

17164．�高通気車いすクッション“リフレア”を用いた着座環境改善の考察　—アンケートによる改善効

果の検討—

� 首都大学東京健康福祉学部　作業療法学科　木之瀬　隆ほか３名…415

17165．褥瘡管理と患者のQOL向上を目的とした車椅子シーティング
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� 東京大学医学部附属病院　褥瘡対策チーム　宇野　光子ほか６名…415

17166．悪性腫瘍による脊髄損傷患者の褥瘡に関する報告

� 昭和大学横浜市北部病院　リハビリテーション科　真野　英寿ほか４名…415

15：04～15：36

一般口演

予防環境整備11

� 座長：白石　弘美　東京慈恵会医科大学附属病院　栄養部

17167．看護師の褥瘡ケアの実施状況と知識度との関連

� 奈良県総合リハビリテーションセンター　３階病棟　南田　由紀…416

17168．がん終末期患者の褥瘡予防　〜適切な寝具選択を行って〜

� 群馬県立がんセンター　褥瘡対策委員会　横田恵美子ほか３名…416

17169．４点支持フレームにソフトナースを使用した腹臥位脊椎手術における体位固定法

� 新潟中央病院　褥瘡対策委員会　小林　麻紀ほか４名…416

17170．術後脱毛症の要因の一つである円座枕使用下での頭皮接触圧の検討

� 公立丹南病院　看護部　福岡奈保子ほか６名…416

15：41～16：13

一般口演

予防環境整備12

� 座長：菅原　　啓　医療法人渓仁会定山渓病院　内科

17171．各体位における体圧の変化　—BMI とポジショニングによる検討—

� 津山中央病院　リハビリテーション科　山崎　幸恵ほか４名…417

17172．�精神科若年患者における特異な褥瘡発生要因（第３報）：当院９例及び過去数年間の当学会報告例

の検討より

� 医療法人紘友会福山友愛病院　精神科　中村　摂子ほか５名…417

17173．癌終末期患者における褥瘡についての検討

� 渋川総合病院　1病棟　町田　文江ほか5名…417

17174．皮膚トラブルへのリハビリテーション工学的支援に関する研究�その１．現状と今後の課題

　　　　　　　　　　　　　　　　　佐賀大学医学部附属地域医療科学教育研究センター

　� 福祉健康科学部門（社会生活行動支援）　松尾　清美ほか４名…417

16：18～16：58

一般口演

栄養ケア・口腔ケア1

 座長：矢口美恵子　有限会社スマイルネット　まちの看護ステーション

17175．無蛋白食から蛋白食への変更時期がラット皮膚全層欠損創の創傷治癒過程に及ぼす影響

Expensive
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� 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　津田　恭子ほか９名…418

17176．Protein�Energy�Malnutrition（PEM）のリスクは褥瘡発症・重症化の主要リスクである

� 医療法人渓仁会西円山病院診療部　内科　峯廻　攻守……………418

17177．�「S 式褥瘡栄養評価レーダーチャート（S-DNARC）」による褥瘡栄養評価（第２報）：褥瘡重症度

推定への応用性

� 医療法人紘友会福山友愛病院　精神科　末丸　修三ほか５名…418

17178．�「S 式褥瘡栄養評価レーダーチャート（S-DNARC）」による褥瘡栄養評価（第３報）：ラップ療法

２症例への適用

� 医療法人紘友会福山友愛病院　精神科　阿部　洋子ほか５名…418

17179．経管栄養剤の適切な選択により血糖コントロールおよび褥瘡の改善がみられた糖尿病の３症例

� 医療法人三和会東鷲宮病院　看護部　松原　恵みほか３名…419

〔第11会場 一般口演会場8 （前橋商工会議所 リリィー）〕

13：50～14：30

一般口演

医療体制1

� 座長：杉元　雅晴　神戸大学医学部保健学科　理学療法学専攻

18180．当院における地域医療連携への取り組み

� 函館五稜郭病院　スキンケア委員会・看護部　大間　依子ほか10名…420

18181．当院における褥瘡患者への取り組みの１例

� 医療法人三愛会総合病院　看護部　須田　章子ほか２名…420

18182．栄養状態改善によって褥瘡治癒が促進した症例

� 静岡徳洲会病院　薬剤部　舛井比呂子ほか９名…420

18183．当院脳脊髄神経センターにおける褥瘡対策チームとNSTとの連携

� 市立堺病院　脳脊髄神経センター　土屋　友香ほか３名…420

18184．脊髄損傷患者の坐骨部褥瘡に対する形成外科的再建術を中心としたトータルケア

� 星ヶ丘厚生年金病院　形成外科　廣田龍一郎ほか４名…421

14：35～15：15

一般口演

医療体制２

� 座長：宮嶋　正子　近大姫路大学　看護学部看護学科

18185．難治性の褥瘡改善に向けての関わり

� 東戸塚記念病院　看護部　村松きくえほか５名…421

18186．褥瘡委員会における理学療法士の関わりについて　〜理学療法士が介入した難治性褥瘡の１症例

� 愛知県厚生連足助病院　リハビリテーション科　後藤　俊介ほか５名…421

18187．PUT（pressure�ulcer�care�team）と多職種の協働により改善した褥瘡の１例
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� 桐生厚生総合病院　看護部　大川三登利ほか７名…421

18188．�褥瘡保有率低減に向けた委員会活動の取り組み　—各職種の専門性を生かしたチーム編成とラウ

ンド方法の見直し—

� 愛知県厚生連足助病院　薬剤科　永田　　治ほか４名…422

18189．当院における褥瘡ネットワーク構築と訪問診療の取り組み

� 埼玉県央病院　医療管理部　池田　勝彦ほか10名…422

15：20～16：00

一般口演

医療体制3

� 座長：鈴木　　定　医療法人松陽会松浦病院

18190．足助病院褥瘡局所ケアマニュアル2007　〜ベストな局所ケアマニュアルを目指して

� 愛知県厚生連足助病院　看護科　林　　美往ほか４名…422

18191．院内褥瘡保有患者の動向と今後の課題

� 聖隷横浜病院　看護部　斉藤　　華ほか１名…422

18192．手術室における褥瘡予防対策の現状

� 独立行政法人国立病院機構横浜医療センター　看護部　牧野麻希子…423

18193．退院後も院内褥瘡回診チームによるケアが継続出来た１症例

� 秋田県成人病医療センター　看護部　武田　美幸ほか４名…423

18194．褥瘡対策チームとNSTの連携による介入が功を奏した心臓移植待機患者の褥瘡の1例

� 大阪大学医学部附属病院　保健医療福祉ネットワーク部　小西　祐子ほか３名…423

16：05～16：45

一般口演

医療体制4

� 座長：祖父江正代　JA 愛知厚生連昭和病院

18195．手術室褥瘡チェックリストを活用した周手術期の褥瘡予防　〜病棟との連携を目指して〜

� 社会保険下関厚生病院　看護局　知念　　瞳ほか３名…423

18196．大学病院における褥瘡患者の動向について　—第２報—

� 東京医科大学病院　看護部　南雲　珠恵ほか８名…424

18197．当院における褥瘡の外来治療と地域連携について

� 大田市立病院　褥瘡対策チーム　清水美穂子ほか２名…424

18198．がん終末期における褥瘡対策の現状

� 宮城県立がんセンター　褥瘡予防対策委員会　小原喜美子ほか３名…424

18199．緩和ケア病棟での褥瘡回診のあり方

� 津島市民病院　褥瘡対策委員会　竹内　　誠ほか２名…424
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16：50～17：30

一般口演

医療体制5

� 座長：田村　政昭　伊勢崎市民病院　皮膚科

18200．褥瘡対策チームとNSTとの連携の効果　—褥瘡治療過程を通して—

� 獨協医科大学病院　褥瘡対策チーム・NST　大石比奈子ほか８名…425

18201．当院手術室における周手術期褥瘡の発生状況と今後の課題　—OPDSを用いた管理シートの運用—

� 長浜赤十字病院　二宮　知子ほか４名…425

18202．外科病棟における癌終末期の褥瘡発生状況の検討

� 厚生連高岡病院　1-3病棟　宮崎　玲子ほか４名…425

18203．褥瘡委員会とNST（Nutrition�Support�Team）による難治褥瘡を治癒できた症例の一考察

� 医療法人杏林会今井病院　看護部　植竹　尚美ほか１名…425

18204．当病院の褥瘡ケア　〜よりよいチーム医療を目指して〜

� 医療法人芳越会ホウエツ病院　看護部　山野井三絵ほか１名…426

〔第12会場（前橋商工会議所 アイビー）〕

12：30～13：30

ランチョンセミナー　9

　　　　セルロース繊維テンセル（リヨセル）製品の皮膚生理機能に対する評価

　　　　　　　　　　　　　　　　−乾燥性皮膚疾患患者における検討−

　　　　　　　　天野　博雄（群馬大学大学院医学研究科　皮膚病態学）

　　　　　座長：永井　弥生（群馬大学大学院医学研究科　皮膚病態学）

� （双日（株））

13：50～14：30

一般口演

在宅医療1

� 座長：高水　　勝　スリーエムヘルスケア株式会社　マーケティング部

19205．保険薬局が関わった在宅事例での多職種連携の考察

� 名古屋処方箋調剤薬局平針店　水野　正子ほか２名…427

19206．褥瘡治癒に向けた基幹病院と在宅医療チームとの連携についての検討

� 医療法人社団宝池会吉川内科小児科病院　病棟看護部　浦山　佳代ほか９名…427

19207．在宅における褥瘡の変化

� 佐伯市医師会　寺嶋　和子……………427

19208．当院における在宅褥瘡患者に対するNSTとかかりつけ医との連携

� 前橋赤十字病院　看護部　角田あゆみほか10名…427
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19209．尾骨部褥瘡より発症した壊死性筋膜炎の1症例

� 杏林大学病院　形成外科　渡辺　　玲ほか５名…428

14：35～15：15

一般口演

機器・用具・薬剤1

� 座長：松井　優子　NTT 西日本金沢病院　看護部

19210．カリ石鹸が褥瘡患者の皮膚保湿効果に及ぼす影響

� 公立小浜病院　看護部　的場　悦子ほか９名…428

19211．褥瘡薬物治療における「DESIGNツール」を用いた薬効評価の検討

� 東邦大学薬学部　医療薬学教育センター　小林　　綾ほか４名…428

19212．ずれや圧迫の少ないベッド背上げ機構の試作とその性能について　その3

� 岡山県立大学　保健福祉学部　森　　將晏ほか５名…428

19213．臥位での体圧分散と移乗動作を考慮した床ずれ防止エアマット（P・wave）の開発

� 佐賀大学　医学部附属地域医療科学教育研究センター　松尾　清美ほか６名…429

19214．ラップ療法による b-FGF 保持効率の実験結果と臨床的エビデンス

� エビハラ病院／（NPO法人床ずれ研究会）　褥瘡対策委員会・薬局　久保　忠一ほか１名…429

15：20～15：52

一般口演

機器・用具・薬剤2

� 座長：廣瀬　秀行　国立身体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

19215．リモイスⓇパッドによる踵部におけるシーツ皮膚間の摩擦力低減効果検証

� アルケア株式会社　川波　一美ほか４名…429

19216．フレキシール使用に関する一考察

� 福岡徳洲会病院　看護部　那良　勝子ほか６名…429

19217．褥瘡防止を目的とした寝返り測定装置

� 東京医科大学　泌尿器科　秦野　　直ほか６名…430

19218．褥瘡の早期発見を目的とした生体インピーダンス計測

� お茶の水女子大学大学院　石亀　祥子……………430

15：57～16：37

一般口演

機器・用具・薬剤3

� 座長：三富　陽子　京都大学医学部附属病院　看護部

19219．ポビドンヨード（商標名イソジン）の持つ細胞毒性の真の理由

� エビハラ病院／（NPO法人床ずれ研究会）　褥瘡対策委員会・薬局　久保　忠一ほか１名…430
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19220．褥瘡患者における亜鉛含有薬剤（プロマックⓇ）の使用経験

� 老年病研究所附属病院　褥瘡対策委員会　橋場　弘武ほか７名…430

19221．�ラット熱傷潰瘍モデルを用いたヨードコートⓇ軟膏0.9％の塗布量の違いによる創傷治癒効果の比

較

� 日本医科大学付属病院　薬剤部　島崎麻智子ほか６名…431

19222．車いす用 pressure�feedback�device（仮称）の開発（第一報）

� 中部労災病院　加藤　友紀……………431

19223．エアマットの電源未確認による褥瘡発生の一例

� 川崎医科大学病院　看護部　貝川　恵子ほか３名…431

16：42～17：22

一般口演

機器・用具・薬剤4

� 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

19224．厚型体圧分散マットレスのリサイクル

� 第一なるみ病院　褥瘡対策チーム　横井　慶子ほか５名…431

19225．エアマットレスを安全に使用するための検討　—ホース・コードの破損事故防止対策—

� 刈谷豊田総合病院東分院　看護・介護部　深谷　彩加ほか６名…432

19226．手作りパットによる褥瘡予防

� 鴻愛会こうのす共生病院　看護部　浅見　美雪ほか３名…432

19227．間欠的空気圧迫装置による皮膚障害

� 公立学校共済組合近畿中央病院　看護部　米　　順子ほか４名…432

19228．除圧・ずれ力軽減を目指したトランクス型ビーズクッションの有効性の検討

� 医療法人順和長尾病院　褥瘡対策委員会　片渕和歌子ほか１名…432



第２日：９月８日（土）
〔第１会場（グリーンドーム前橋 アリーナ）〕

9：00〜11：00

シンポジウム３

ラップ療法　－過去・現在・未来－

 オーガナイザー：塚田　邦夫　医療法人研医会高岡駅南クリニック

 大西　山大　医療法人福友会福友病院　形成外科

S3-1．閉塞性ドレッシングの歴史と考え方

� 聖路加国際病院　外科　柵瀨信太郎……………354

S3-2．ラップ療法に関する見解

� 埼玉医科大学　形成外科　市岡　　滋……………355

S3-3．病院・特別養護老人ホームでのラップ療法の現状

� 若葉オストミーセンター　小林　和世ほか２名…356

S3-4．ラップ療法／開放性ウエットドレッシング療法OWTの適応と限界について

� 相澤病院　褥創治療センター　鳥谷部俊一……………357

S3-5．ラップ療法の適応と問題点を考える

� 医療法人三和会東鷲宮病院　水原　章浩……………358

11：00〜11：45

教育講演６

� 座長：徳永　惠子（宮城大学　看護学部）

　　　　周術期の褥瘡予防

群馬大学医学部附属病院　看護部　鈴木　伸代……………330

12：00〜13：00

ランチョンセミナー　1B

　　　　Skin�manifestations�in�HIV/AIDS

　　　　　　　Khine�Khine�Zaw（Department�of�Dermatology,�Yangon�General�Hospital,�Yangon）

　　　　　座長：安部　正敏（群馬大学大学院医学系研究科　皮膚病態学）

� （学術集会主催 /後援：東日本旅客鉄道（株）高崎支社）
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13：10〜14：50

コンセンサスシンポジウム

日本褥瘡学会学術教育委員会

　　　　DESIGNのスコアリングシステムの改訂（重み付け）について　

　　　　褥瘡予防・管理ガイドラインの策定について…………………………………………………341

15：00〜15：50

スペシャルイベント

　　　　住田裕子弁護士講演

　　　　　　　　住田　裕子（ふじ合同法律事務所）

　　　　　司会：石川　　治（群馬大学大学院医学系研究科　皮膚病態学）

15：50〜16：00

閉　　会　　式

〔第２会場（グリーンドーム前橋 サブイベントエリア）〕

9：00〜11：00

シンポジウム４

ハイリスク加算　－「褥瘡ハイリスク患者ケア加算」実施の現状と今後の課題－

 オーガナイザー：田中　秀子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　淑徳大学　看護学部

 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

S4-1. 急性期地域中核病院の当院の場合

� 関西労災病院看護部　リソースナースセンター　渡邉　光子……………360

S4-2. 当院における ｢褥瘡ハイリスク患者ケア加算｣ の現状と課題

� 杏林大学医学部付属病院　看護部　丹波　光子……………361

S4-3.「褥瘡ハイリスク患者ケア加算」算定の現状と今後の課題

� 岩手県立中央病院　看護部　出口　陽子……………362

S4-4.「褥瘡ハイリスク患者ケア加算」実施の現状と今後の課題

� 市立札幌病院　褥瘡管理者　佐藤　明代……………363
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11：00〜11：45

教育講演７

� 座長：佐々木哲雄（国際医療福祉大学熱海病院　皮膚科）

　　　　論文作法の ABC

� 東京慈恵会医科大学附属第三病院　皮膚科　上出　良一……………331

12：00〜13：00

ランチョンセミナー　10

褥瘡の予防と治療　世界に先駆けた日本の医療・看護技術とは

　　　　実践に基づく褥瘡ハイリスク患者のケア

　　　　　　　　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）

　　　　実践的な褥瘡局所治療の進め方

　　　　　　　　坪井　良治（東京医科大学　皮膚科）

　　　　　座長：川上　重彦（金沢医科大学　形成外科）

　　　　　　　　須釜　淳子（金沢大学大学院医学系研究科　保健学専攻）

� （科研製薬（株），アルケア（株））

〔第３会場（群馬県民会館 大ホール）〕

9：00〜9：45

教育講演８

� 座長：髙橋　　誠（北海道大学大学院情報科学研究科　生体システム工学講座）

　　　　シーティング技術の基本と褥瘡予防

� 首都大学東京健康福祉学部　作業療法学科　木之瀬　隆……………332

9：45〜10：30

教育講演９

� 座長：足立香代子（せんぽ東京高輪病院　栄養管理室）

　　　　草津温泉療法　－温泉の効能の科学的検証－

� 群馬温泉医学研究所　久保田一雄……………333

10：30〜11：15

教育講演10

� 座長：田中マキ子（山口県立大学　看護栄養学部）

　　　　臨床現場でエビデンスを発掘してみよう！　－臨床研究を実施する際のルールとマナ－

� 国際医療福祉大学小田原保健医療学部　看護学科　操　　華子……………334
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11：30〜12：30

ランチョンセミナー　11

ターミナルステージにおけるがん患者の創傷ケア　〜褥瘡からがん性潰瘍まで〜

　　　　創傷をもつがん患者への全人的アプローチ

　　　　　　　　松原　康美（北里大学東病院　WOC認定看護師，ガン看護専門看護師）

　　　　ターミナルステージにおける褥瘡ケアの考え方

　　　　　　　　溝上　祐子（社団法人日本看護協会看護教育研究センター看護研修学校

WOC看護学科）

　　　　　座長：田中　秀子（淑徳大学看護学部　成人看護学）

� （スミス・アンド・ネフュー�ウンド�マネジメント（株））

〔第４会場（群馬県民会館 小ホール）〕

9：00〜11：00

シンポジウム５

病院・在宅における終末期医療　－褥瘡に対するかかわり方という視点から－

 オーガナイザー：菅野　圭一　渋川市国民健康保険赤城北診療所

 中里　貴江　訪問看護ステーションきらくな家

S5-1.（演題名は未定）� 独立行政法人国立病院機構西群馬病院　緩和ケア科　小林　　剛

S5-2.（演題名は未定）� 独立行政法人国立病院機構西群馬病院　緩和ケア科　大井寿美江

S5-3. 在宅ホスピスケアの中で褥瘡を考える

� ペインクリニック小笠原医院　小笠原一夫……………366

S5-4. 在宅における終末期看護　その人らしく…。

� 医療法人鶴谷会訪問看護ステーションつるがや　櫛谷　雅子……………367

11：30〜12：30

ランチョンセミナー　12

　　　　在宅における褥瘡治療　up�to�date

　　　　　　　　宮嶋　正子（近大姫路大学　看護学部看護学科）

　　　　　　　　村木　良一（わたひきクリニック）

　　　　　座長：森口　隆彦（川崎医科大学　形成外科・美容外科）

� （興和創薬（株））
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〔第５会場 一般口演会場2 （群馬県民会館 402会議室）〕

9：00〜9：40

一般口演

予防環境整備13

� 座長：橘　　幸子　福井大学医学部附属病院　看護部

22229．当院循環器内科病棟での褥瘡対策　〜厚さ15cmの静止型マットレスを導入して〜

� 医療法人福西会川浪病院　明松ゆかりほか２名…433

22230．当院における褥瘡発生リスクの状況調査

� 兵庫県立総合リハビリテーションセンターリハビリテーション中央病院　看護部

� 　下田麻祐子ほか９名…433

22231．圧切り替え型クッションの開発と評価

� 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　仲上豪二朗ほか４名…433

22232．温度測定による II 度褥瘡の予後予測は可能か

� 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

� 　繁田　佳映ほか９名…433

22233．エコー所見による褥瘡の予後予測

� 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　西澤　知江ほか９名…434

9：45〜10：25

一般口演

予防環境整備14

� 座長：立花　隆夫　天理よろづ相談所病院　皮膚科

22234．患者と共に行う術前褥瘡予防オリエンテーションの効果

� 日本医科大学付属病院　看護部　池田　征史ほか１名…434

22235．褥瘡発生ゼロを目指して　〜スキンケアの見直し〜

� 医療法人岸和田徳洲会病院　看護部　神戸　美幸ほか３名…434

22236．体圧を減圧できずに褥瘡が発生した癌終末期患者の一例

� 医療法人永仁会永仁会病院　看護部　鈴木さゆりほか４名…434

22237．非侵襲的陽圧換気（NIPPV）に用いるマスクにより顔面に褥瘡を生じた2例

� 福井総合病院　スキンケアチーム　水野　勝則ほか10名…435

22238．踵部褥瘡発生の検討

� 長崎大学医学部・歯学部附属病院　看護部　入江　弘美ほか３名…435
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11：30〜12：30　※第5・第6会場にて

ランチョンセミナー　13

褥瘡医療のコツ

　　　　褥瘡外来における予防・ケア

　　　　　　　　山名　敏子（白鳳女子短期大学　認定看護師教育センター）

　　　　外用剤と被覆材の使い分け

　　　　　　　　石川　　治（群馬大学大学院医学系研究科　皮膚病態学）

　　　　　座長：南　由起子（�聖路加国際病院看護部ナースマネージャー　ETナース／WOC看護

認定看護師）

� （（株）ポーラファルマ（旧：（株）科薬））

〔第６会場 一般口演会場3 （群馬県民会館 403会議室）〕

9：00〜9：40

一般口演

その他１

� 座長：田中　克己　長崎大学医学部　形成外科学教室

23239．褥瘡発生報告書から見えること　〜院内褥瘡発生数が上昇した原因は？〜

� 特別・特定医療法人生長会ベルランド総合病院　加藤　雪絵ほか１名…436

23240．オピオイド投与が必要であった患者の褥瘡発生状況

� 前橋赤十字病院　木村　公子ほか６名…436

23241．腹部大動脈瘤術後長期臥床患者の褥瘡ケアの一考察

� JA長野厚生連佐久総合病院　外科病棟　齋藤真裕子……………436

23242．低栄養状態持続にもかかわらず改善・治癒を示した３例

� （医）相生会わかば病院　大渕奈々子ほか10名…436

23243．DESIGN点数と治癒期間についての検証

� 行田中央総合病院　三浦　幸子ほか10名…437

9：45〜10：25

一般口演

その他２

� 座長：田端　恵子　医療法人社団表ノ川千木病院　看護部

23244．褥瘡における洗浄効果 Preliminary�Report　－生理食塩水洗浄が創面細菌数へ及ぼす影響－

� 興研株式会社　開発部　中藤　誉子ほか７名…437

23245．在宅からの入院－２例の治癒過程

� 医療法人岩切病院　看護部　松下和香奈……………437
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23246．患者のQOLを考慮したがん終末期の褥瘡ケア

� 都立駒込病院　看護部看護科　里見　優子ほか１名…437

23247．当院における重症褥瘡２症例

� 琉球大学医学部　皮膚科　新川　博美ほか８名…438

23248．当院の地域医療圏内における褥瘡ケアの実態調査

� 公立藤岡総合病院　看護部　荻原美登利ほか６名…438

〔第７会場 一般口演会場4 （群馬県民会館 503・504会議室）〕

9：00〜9：40

一般口演

基礎７

� 座長：寺師　浩人　神戸大学医学部　形成外科

24249．下肢関節拘縮と仙骨部局所圧・骨突出度の関連性についての検索：第２報

� 昭和大学横浜市北部病院　形成外科　高木　信介ほか５名…439

24250．圧迫による虚血性創傷の治癒に高血糖が及ぼす影響

� 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

� 　黄　　麗娟ほか９名…439

24251．ラット実験的褥瘡モデルに対する「アコロンＤＫ」の褥瘡治癒促進効果

� カネボウ製薬株式会社　評価・分析センター　韓　　号峰ほか２名…439

24252．ひずみゲージによる褥瘡周辺部のひずみ分布測定

� 国立長寿医療センター研究所　長寿医療工学研究部　小井手一晴ほか５名…439

24253．ずれの負荷量の違いが褥瘡治癒に及ぼす影響　－ラット褥瘡モデルを用いた組織学的検討－

� 金沢大学医学部　保健学科　吉本　未来ほか７名…440

9：45〜10：25

一般口演

基礎８

� 座長：寺嶋　和子　佐伯市医師会訪問看護ステーション

24254．ケア方法の改善に伴う一次治癒創に対する経済的効果の検証

� 広島市立安佐市民病院　平山　直美ほか３名…440

24255．クッションカバーによるハンモック効果の測定

� 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　仲上豪二朗ほか５名…440

24256．StageII 褥瘡の表皮形成期における湿潤環境と治癒状態との関係

� 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　秋月　仁美ほか９名…440

24257．体圧分散マットレスの種類による体圧の比較　－ギャッチアップ角度による仙骨部体圧の変化－

� 東京医科大学病院　中山　咲子ほか６名…441

Expensive
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24258．砕石位における仙骨部位の体圧測定

� 公立学校共済組合近畿中央病院　看護師　伊藤由実子ほか３名…441

10：30〜11：18

一般口演

基礎９

� 座長：中川ひろみ　日本看護協会看護部研修学校　WOC 看護学科

24259．ヘパラン硫酸糖鎖を結合したFGF-1によるモデル創傷の治癒効果

� 産業技術総合研究所　シグナル分子研究ラボ　浅田　眞弘ほか１名…441

24260．ブレオマイシン皮内注射による創傷治癒遅延モデルマウスの作製

� 東京医科大学　皮膚科学教室　前田　龍郎ほか５名…441

24261．イノシン含有軟膏の褥そう治癒促進効果

� 藤沢病院　西田ゆうたろう………442

24262．褥瘡を持つ高齢者への看護介入

� 財団法人榛名荘病院　看護部　小林　暁斗ほか８名…442

24263．弾性ストッキングによって両下肢に褥瘡発生した一症例

� 京都市立病院　北２階病棟　長谷川優子ほか７名…442

24324．褥瘡の薬理学的研究（第7報）：ラット褥瘡モデルの褥瘡発症・治癒過程における肥満細胞の関与

� 星薬科大学　薬理学教室　古川　晃次ほか５名…442

〔第８会場 一般口演会場5 （群馬県民会館 505・506会議室）〕

9：00〜9：40

一般口演

その他３

� 座長：永澤　康滋　川崎社会保険病院　外科

25264．褥瘡対策の経時評価におけるO-H スケールの有用性

� 健和会大手町病院　形成外科　石井　義輝ほか１名…443

25265．当院における褥瘡回診の問題点と課題

� 社会保険群馬中央総合病院　3F病棟　藤本　一彦ほか２名…443

25266．聖ヨゼフ病院における褥瘡発生状況と今後の課題

� 聖ヨゼフ病院褥瘡対策委員会　看護部　西山　牧子ほか５名…443

25267．円座枕により術後脱毛症を認めた３症例

� 公立丹南病院　看護部　青木光希代ほか６名…443

25268．褥瘡治癒に影響を与える因子の検討

� 津島市民病院　ケア支援室　森　香津子ほか３名…444
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9：45〜10：25

一般口演

その他４

� 座長：長瀬　　敬　独立行政法人国立病院機構村山医療センター

25269．Deep�tissue�injury の判定にエコーが有効であった大転子部褥瘡の一例

� 東京大学医学部附属病院　形成外科・美容外科　青井　則之ほか７名…444

25270．当院，癌終末期患者の褥瘡発生に対する考察

� 医療法人永仁会永仁会病院　看護部　石川奈津江ほか６名…444

25271．当院 PUT（褥瘡対策チーム）の活動実績

� 東葛クリニック病院　高橋真奈美ほか５名…444

25272．褥瘡に対する医師の意識調査を行って

� 天神会新古賀病院　褥瘡対策委員会管理看護師　石橋理津子ほか５名…445

25273．褥瘡ケア電話相談の実態報告

� ブリストルマイヤーズ�スクイブ株式会社　コンバテック事業部　赤井澤淳子ほか４名…445

10：30〜11：10

一般口演

その他５

� 座長：中西　秀樹　徳島大学医学部　形成外科

25274．大規模公立病院におけるDESIGNスコア10以上の褥瘡発生要因の検討

� いわき市立総合磐城共立病院　北郷　里美ほか５名…445

25275．褥瘡治療における消毒実施（その２）　〜アンケートによる実態調査〜

� 医療法人福友会福友病院　看護部　野々山　剛ほか３名…445

25276．当院入院中における褥瘡発生状況の分析と今後の課題

� 中国電力株式会社中電病院　６病棟　堀　かをるほか２名…446

25277．パーキンソン病患者の在宅における褥瘡予防への取り組み　

　　　�〜第１報�外来における褥瘡に関する意識調査〜

� 成田赤十字病院　褥瘡予防対策室　田中　深雪ほか１名…446

25278．褥瘡ハイリスク患者ケア加算算定後の現状と今後の課題

� 東京都老人医療センター看護部　WOC専従　小林　陽子ほか５名…446

〔第９会場（前橋商工会議所 サクラ）〕

9：00〜9：45

教育講演11

� 座長：登坂　有子（共立女子短期大学　看護学科）

　　　　高齢者の弱さと強さをアセスメントしてケアに生かす

� 群馬大学医学部　保健学科　小泉美佐子……………335

Expensive
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10：00〜11：00

スポンサードレクチャー

　　　　大腿骨頸部骨折の病態．治療．合併症

　　　　　　　　石橋　英明（伊奈病院　整形外科）

　　　　　座長：穴澤　貞夫（東京慈恵会医科大学医学部　看護学科）

� （帝人ファーマ（株））

11：50〜12：50

ランチョンセミナー　14

高齢者の皮膚疾患に対する考え方　

　　　　看護師の視点から

　　　　　　　　内藤　志穂（東海大学医学部附属病院　看護部）

　　　　医師の視点から

　　　　　　　　根岸　　泉（群馬大学大学院医学系研究科　皮膚病態学）

　　　　　座長：山﨑　雙次（獨協医科大学　皮膚科学教室）

� （エーザイ（株））

〔第10会場 一般口演会場7 （前橋商工会議所 ローズ）〕

9：00〜9：40

一般口演

栄養ケア・口腔ケア２

� 座長：木村　　中　函館中央病院　形成外科

27279．褥瘡患者におけるプレアルブミン値の推定式　－査定される検査を他のデータから類推－

� 流山総合病院　皮膚科　大江　隆之ほか１名…447

27280．褥瘡の栄養管理におけるビタミン・微量元素強化高たんぱく質粉末の有用性について

� 医療法人社団桜水会筑波病院　看護科　千田　公恵ほか８名…447

27281．当院における新規褥瘡発症患者の栄養状態の検討

� 原土井病院　看護部　高橋　　操ほか５名…447

27282．褥瘡の治療における病態栄養学的研究

� 医療法人愛生会三ツ境病院　栄養科　川本真砂子ほか３名…447

27283．病院食の現状と褥瘡患者における栄養管理の重要性について

� 社会福祉法人京都社会事業財団西陣病院　栄養科　栗田　文恵ほか３名…448
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9：45〜10：25

一般口演

栄養ケア・口腔ケア３

� 座長：曽我部陽子　群馬大学医学部付属病院　皮膚科

27284．�頻回植皮術後発生した慢性難治性下腿・足背潰瘍再燃例への「bFGF・WFD療法＋アルギニン滋

養飲料」の効果

� 医療法人紘友会福山友愛病院　精神科　前場　幸登ほか５名…448

27285．褥瘡治療に栄養サポートチームが介入した１症例　〜NST介入の必要性を考えて〜

� 医療法人天神会新古賀病院　NST・看護師　末安　弥生ほか４名…448

27286．褥瘡での栄養ケアへの取り組み

� 県西部浜松医療センター　栄養科　岡本　康子ほか２名…448

27287．急性期の栄養療法が奏功した腰部巨大褥瘡の１例

� 養生会かしま病院　看護部　吉田　厚子ほか７名…449

27288．NST稼働後の消化器外科手術の術後に生じる褥瘡発生の変化－第２報

� 養生会かしま病院　看護部　阿部江利子ほか９名…449

10：30〜11：10

一般口演

栄養ケア・口腔ケア４

� 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

27289．高齢者褥瘡例における血中アミノ酸分析値の変動

� 京浜会・京浜病院　志越　　顕……………449

27290．半固形化栄養剤；メディエフプッシュケアⓇの褥瘡予防・治療における有効性

� 杏林大学医学部救急医学・形成外科　大浦　紀彦ほか６名…449

27291．経管栄養施行者の口腔ケアとして，口腔洗浄による口内環境の改善

� 財団法人愛生会多摩成人病研究所　澁谷　正行ほか１名…450

27292．当院の褥瘡患者に対する口腔ケアの取り組み

� 前橋赤十字病院　NST　高坂　陽子ほか10名…450

27293．褥創，嚥下障害患者の訪問栄養相談での関わり

� 高岡駅南クリニック　藤永　香純ほか３名…450
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11：50〜12：50

ランチョンセミナー　15

　　　　イトラコナゾールパルス療法による積極的かつ安全な爪白癬治療

　　　　　　　　常深祐一郎（東京大学医学部　皮膚科学教室）

　　　　　座長：伊藤　雅章（新潟大学大学院　医歯学総合研究科）

� （ヤンセンファーマ（株））

〔第11会場（前橋商工会議所 リリィー）〕

9：00〜9：40

一般口演

医療体制６

� 座長：野上　玲子　国立療養所菊池恵楓園　皮膚科

28294．当施設における褥瘡対策委員会の取り組み

� 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園　診療所看護課　中島　英昭ほか５名…451

28295．褥瘡対策委員による回診の効果　－回診が病棟に与えた影響－

� 聖隷浜松病院　褥瘡対策委員会　鳥羽山睦子ほか９名…451

28296．褥瘡ケアの質の連続性を保証するシステムの開発（第１報）－褥瘡保有退院者の退院時の実態－

� 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　井上　　歩ほか９名…451

28297．パークベンチ体位における褥瘡予防の検討

� 医療法人豊田会刈谷豊田総合病院　中央手術室　堀元　由紀ほか３名…451

28298．緩和症例は本当に褥瘡発生リスクが高く，管理も困難なのか

� 医療法人社団中津胃腸病院　看護部（褥瘡対策委員会）　黒瀬友紀子ほか６名…452

9：45〜10：25

一般口演

医療体制７

� 座長：野口まどか　神戸大学医学部附属病院　看護部

28299．褥瘡ケアに対するチームアプローチの効果　〜難治性褥瘡患者に対する栄養管理の一例〜

� 彦根市立病院　栄養治療室　小野　由美ほか５名…452

28300．治療に難渋するストーマ造設，脊髄損傷患者の褥創

� 高岡駅南クリニック　山田　美雪ほか３名…452

28301．特別養護老人ホームにおける褥瘡対策

� 宮城大学大学院看護学研究科　成人看護学　黒田　豊子ほか８名…452

28302．特別養護老人ホームにおける褥瘡保有者

� 千葉大学大学院看護学研究科　看護システム管理学　永野みどりほか10名…453

28303．当院における褥瘡対策の動向と予防・ハイリスクケアの現状と課題
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� 岐阜大学医学部附属病院　生体支援センター　木下　幸子ほか３名…453

10：30〜11：10

一般口演

医療体制８

� 座長：山田　陽子　産業医科大学病院

28304．院内褥瘡認定看護師の役割と活動報告

� 兵庫県立リハビリテーション中央病院　看護部　中嶋　昌代ほか４名…453

28305．褥瘡対策チームとNST介入により改善した一症例

� 公立藤岡総合病院　高瀬　達子ほか６名…453

28306．当院における５年間の褥瘡対策の経過と今後の課題

� 広島赤十字・原爆病院　ICU　福田奈津子ほか３名…454

28307．入院時の褥瘡形成患者の要因分析と課題

� 広島市立安佐市民病院　看護部　中野真寿美……………454

28308．褥瘡治療への参画　〜薬剤師の立場から〜

� 岡波総合病院　薬剤部　森川　　拓ほか１名…454

11：50〜12：50

ランチョンセミナー　16

　　　　褥瘡ケアにおける血糖管理の意義

　　　　　　　　志越　　顕（京浜会・京浜病院）

　　　　　座長：藤井　　徹（長崎大学名誉教授）

� （テルモ（株））

〔第12会場 一般口演会場9 （前橋商工会議所 アイビー）〕

9：00〜9：40

一般口演

医療体制９

� 座長：岡部　勝行　おかべ形成・整形外科クリニック

29309．�当院での開放性ウェットドレッシング療法Open�Wet-dressing�Therapy（OWT）の普及と在宅

移行への取り組み

� 大分県立三重病院　整形外科　山下　倫徳……………455

29310．当院における褥瘡ハイリスクケア加算導入後の褥瘡ハイリスク患者の動向と課題

� 岐阜大学医学部附属病院　生体支援センター　木下　幸子ほか７名…455

29311．遠隔地の難治性褥瘡症例における管理的アプローチ

� 市立函館病院　看護局　水木　猛夫ほか６名…455

Expensive
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29312．重度褥瘡を有する癌患者への褥瘡対策チームの関わり　－あきらめない褥瘡ケアで治癒した症例－

� 独立行政法人労働者健康福祉機構福島労災病院　看護部　大村すみゑ……………455

29313．医療連携がもたらす褥瘡予防・治療効果

� 医療法人柏葉会柏戸病院　看護部　分目　裕子ほか５名…456

9：45〜10：25

一般口演

医療体制10

� 座長：原田　俊子　白鳳女子短期大学　認定看護師教育センター

29314．褥瘡ゼロへの取り組み　〜チームアプローチ〜

� 医療法人永広会八尾はぁとふる病院　看護部　徳田　　愛ほか４名…456

29315．形成外科開設およびNST管理開始の褥瘡治療に対する成果　〜２年間の総括〜

� 大分三愛メディカルセンター　形成外科　浜田　裕一……………456

29316．褥瘡検討会の取り組み

� 公立藤岡総合病院　褥瘡対策チーム　田口　弘子ほか７名…456

29317．チーム医療により褥瘡の治癒効果が見られた一症例

� 沼田脳神経外科循環器科病院　看護課　奥澤美佐枝ほか６名…457

29318．第一なるみ病院における，最近の褥瘡症例の傾向

� 第一なるみ病院　褥瘡対策チーム　藤井　　康ほか４名…457

10：30〜11：10

一般口演

医療体制11

� 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

29319．社会保険浜松病院における褥瘡管理体制の現状

� 社会保険浜松病院　看護局　内山まなみほか１名…457

29320．褥瘡対策委員会と介護老人福祉施設との連携　〜褥瘡治療の取り組みについて〜

� 湖東総合病院　佐藤　美幸ほか３名…457

29321．褥瘡回診への取り組みと今後の課題　〜褥瘡回診を導入してから一年間が経過して〜

� 富士重工業健康保険組合総合太田病院　外科病棟　小林　充枝ほか７名…458

29322．持ち込み，持ち出し褥瘡の検討と今後の対策について

� 渋川総合病院　２病棟　藤川　由佳ほか４名…458

29323．長期臥床患者のⅢ度褥瘡が治癒した１症例

� 三思会くすの木病院褥瘡対策委員会　看護部　小池　瑞世ほか７名…458




